
 
令 和 3 年 7 月 7 日 
中 部 地 方 整 備 局 

 

令和３年度のＩＣＴアドバイザーが決定しました 

～さらなる i-Construction の推進を目指します～ 

 

１． ＩＣＴアドバイザー制度の目的 

 

i-Construction を推進する発注者や受注者が、自主的に技術修得や能力向上への取り組み

が可能となるように、i-Construction、建設ＩＣＴ導入・活用の先駆者を「ＩＣＴアドバイ

ザー」として登録し、発注者や受注者等の求めに応じて必要な時に実践的なアドバイス等が

受けられる体制を構築することにより、中部地方における更なる建設生産性の向上（i-

Construction）を図ることを目的とする。 

 

２． 令和３年度の登録者数  ８８名 （内訳は 別紙 のとおり） 

 

３． ＩＣＴアドバイザーの活動内容 

 

○中部 i-Construction 研究会の各部会運営を ICT アドバイザーが中心となって実施する。 
○中部地方における ICT の裾野の拡大をめざして、技術支援、ノウハウなどの情報提供、各種

研修・講習会・現場見学会等の実施を通じた普及活動などを行う。 

中部地方整備局は、平成２９年３月から「ＩＣＴアドバイザー登録制度」を設け、発注者や工事受

注者の技術習得や能力向上のため、ＩＣＴアドバイザー（民間アドバイザー）による支援を行ってきまし

た。 

このたび、中部地方における i-Construction の更なる推進、建設ＩＣＴが国土交通省、地方自治

体、建設企業の大小規模を問わず幅広く導入・活用できる状況を目指し、令和３年度のＩＣＴアド

バイザー（民間アドバイザー）８８名を登録します。 

＜問い合わせ先＞ 

 

中部地方整備局 企画部施工企画課 

   建設専門官 天谷
あ ま や

 理
おさむ

   施工係長 松尾
ま つ お

 久美子
く み こ

 

 ＴＥＬ：０５２－９５３－８１８０ 

 Ｅ－Ｍａｉｌ：cbr-ict-kenkyu@mlit.go.jp 

 

https://www.cbr.mlit.go.jp/construction.html


別紙

会社名 氏名

愛知県
1 日起建設(株) 浅井　雅司

2 黒柳建設(株) 笹尾　孝行

3 (株)愛河調査設計 鈴木　康修

4 (株)愛河調査設計 浅井　謙太郎

5 中部復建(株) 池端　康

6 (株)山双 細川　正憲

7 (株)山双 大迫　正志

8 yasstyle 松尾　泰晴

9 朝日工業(株) 伊藤　圭

10 朝日工業(株) 杉浦　麻里

11 太啓建設(株) 神谷　剛克

12 (株)ノムラ 辰見　寿志

13 中日本建設コンサルタント（株） 関口　貴志

14 中日本建設コンサルタント（株） 小澤　拓也

15 矢作建設工業（株） 中村　和哉

16 矢作建設工業（株） 齋藤　稔人

17 岡田建設(株) 松下　信行

18 (株)前田製作所 城山　直樹

19 (株)前田製作所 北村　崇

20 大興建設(株) 田中　一弘

21 (株)中京スポーツ施設 岸田　悟

22 (株)中京スポーツ施設 浅井　保明

23 (株)河村産業所 白井　孝佳

24 (株)河村産業所 平野　照幸

25 (株)イチテック 上平　昭仁

26 (株)イチテック 澤田　江利子

27 ニチイコンサルタント(株) 中村　弘樹

28 (株)加藤建設 安井　彰

29 (株)きんそく 橋本　亮介

30 国際航業(株) 伊藤　友和

31 (株)シーティーエス 秋山　秀樹

32 可児建設(株) 可児　憲生

33 太陽建機レンタル(株) 山田　曜児

34 太陽建機レンタル(株) 堀下　真靖

35 TOTALMASTERS(株)名古屋支店 笹岡　泰子

36 TOTALMASTERS(株)名古屋支店 安田　忠史

37 福井コンピュータ（株）中部営業所 南曲　和也

38 (株)中部テクノス 梅岡　昌人

39 レンテック大敬(株) 手塚　敬一

三重県
1 朝日土木(株) 松田　知大

2 朝日土木(株) 山村　幸司

3 (有)トプラス 坂島　均

4 (有)トプラス 東川　剛明

5 中村土建(株) 西山　直利

6 アイトム建設(株) 山中　文雄

7 アイトム建設(株) 岡　洋佑

8 ユウテック(株) 有城　和哉
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会社名 氏名

静岡県
1 (株)アースシフト 佐藤　孝造

2 平賀建設(有)静岡支店 中村　義隆

3 (株)正治組 大矢　洋平

4 (有)アダプト 増田　慎司

5 大河原建設(株) 鍋田　卓宏

6 (株)白鳥建設 丸田　瑛

7 中村建設(株) 勝原　裕一

8 中村建設(株) 岡部　竜典

9 (株)スルガコンサル 瀧　泰尚

10 (株)内田建設 内田　翔

11 (株)フジヤマ 長谷川　翔大

12 昭和設計(株) 藤田　嘉久

13 不二総合コンサルタント(株) 鈴木　高行

14 不二総合コンサルタント(株) 岡田　訓安

15 (株)日進 澤口　拳也

16 (株)シーティーエス 中山　俊彦

岐阜県
1 青協建設（株） 後藤　昌寛

2 (株)新井組 稲越　崇

3 (株)新井組 今村　修二

4 (株)三進 北川　秀雄

5 神野産業(株) 国枝　為哲

6 神野産業(株) 高木　勝

7 (株)亀太 橋爪　芳徳

8 泉建設工業(株) 所　大喜

9 泉建設工業(株) 西脇　英俊

10 (株)総合ＳＩカンパニー 伊藤　亮太

11 (株)長瀬土建 千葉　慧人

12 (株)長瀬土建 味岡　大輔

13 髙田建設(株) 山田　豊和

14 岐建（株） 高橋　秀和

15 岐建（株） 高木　和弥

16 (株)市川工務店 田中　俊裕

17 (株)飛州コンサルタント 永瀬　秀一

18 (株)飛州コンサルタント 岩本　拓也

19 (株)サンロード 長尾　斐馬

20 (株)サンロード 住奥　正宏

21 福井コンピュータ(株)　中部営業所 宇野　真介

22 (株)ACS 重村　友介

長野県
1 (株)小林コンサルタント 田嶋　誠司

2 技建開発(株) 武井　傑

3 技建開発(株) 矢﨑　佑樹
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