
⾴ 発注事務所名 部⾨ 分野 ⼯事・業務名 受注業者名 技術者⽒名

153 浜松河川国道事務所 道路 ⼟⽊ 令和２年度 三遠道路新城東栄地区整備⼯事 神野建設(株) ⾼橋 楓蕗

154 浜松河川国道事務所 道路 ⼟⽊ 令和２年度 三遠道路東栄横⾒地区整備⼯事 神野建設(株) ⿊柳 雅⼈

155 浜松河川国道事務所 道路 ⼟⽊ 令和２年度 三遠道路３号トンネル新城地区舗装⼯事 ⼤有建設(株) ⼩林 優⽣

156 浜松河川国道事務所 道路 ⼟⽊ 令和２年度 三遠道路８号橋下部⼯事 あおみ建設(株) ⾼橋 翔太

157 浜松河川国道事務所 道路 ⼟⽊ 令和２年度 三遠道路７号橋下部⼯事 名⼯建設(株) 野川 貴史

158 浜松河川国道事務所 道路 ⼟⽊ 令和２年度 三遠道路７号橋下部⼯事 名⼯建設(株) 浦 慎弥

159 浜松河川国道事務所 道路 ⼟⽊ 令和２年度 三遠道路東栄IC道路建設⼯事 (株)中村組 鈴⽊ 雄祐

160 浜松河川国道事務所 道路 ⼟⽊ 令和２年度 三遠道路新城地区整備⼯事 (株)中村組 ⾚倉  健⼼

161 浜松河川国道事務所 道路 ⼟⽊ 令和２年度 三遠道路新城地区道路建設⼯事 (株)中村組 加藤 聡之

162 浜松河川国道事務所 道路 ⼟⽊ 令和２年度 三遠道路３号トンネル東栄地区舗装⼯事 ⼤林道路(株) 有⾺ 正光

163 浜松河川国道事務所 道路 ⼟⽊ 令和３年度 三遠道路吉沢地区整備⼯事 (株)鈴⽊組 ⽔上 雄⽃

164 浜松河川国道事務所 道路 ⼟⽊ 令和２年度 三遠道路新城地区改良⼯事 (株)鈴⽊組 杉⼭ 慎吾

165 浜松河川国道事務所 道路 ⼟⽊ 令和２年度 三遠道路１号橋鋼上部⼯事 瀧上⼯業(株) 﨑野 雄仁

166 浜松河川国道事務所 道路 ⼟⽊ 令和２年度 三遠道路４号トンネル⼯事 三井住友建設(株) ⼭ノ内 滉⼈

167 浜松河川国道事務所 道路 ⼟⽊ 令和元年度 三遠道路２号トンネル⼯事 清⽔建設(株) 尾園 泰貴

168 浜松河川国道事務所 道路 ⼟⽊ 令和３年度 三遠道路７号橋PC上部⼯事 (株)安部⽇鋼⼯業 藤本 和真

169 浜松河川国道事務所 道路 ⼟⽊ 平成３１年 三遠道路１号トンネル⼯事  (株)熊⾕組 ⼤川 剛史

170 浜松河川国道事務所 道路 ⼟⽊ 令和２年度 １号島⽥⾦⾕菊川道路建設⼯事 （株）グロージオ 鈴⽊ 昇太

171 浜松河川国道事務所 道路 ⼟⽊ 令和２年度 １号島⽥⾦⾕向⾕元町PC上部⼯事 極東興和(株) 東間 ⿓

172 浜松河川国道事務所 道路 ⼟⽊ 令和２年 1号島⽥⾦⾕PC上部⼯事 昭和コンクリート⼯業(株) 児島 弘憲

173 浜松河川国道事務所 道路 ⼟⽊ 令和２年 1号島⽥⾦⾕PC上部⼯事 昭和コンクリート⼯業(株) 加藤 ⼤貴

174 浜松河川国道事務所 道路 ⼟⽊ 令和２年 １号島⽥⾦⾕PC上部⼯事 昭和コンクリート⼯業(株) ⽶川 尚希

175 浜松河川国道事務所 道路 ⼟⽊ 令和３年度 1号島⽥⾦⾕菊川IC舗装⼯事 (株)ガイアート 森⽥⼤貴

176 浜松河川国道事務所 道路 ⼟⽊ 令和３年度  1号島⽥⾦⾕新⼤井川橋隔壁⼯事 (株)中村組 鈴⽊ 貫太

177 浜松河川国道事務所 道路 ⼟⽊ 令和３年度 1号島⽥⾦⾕菊川地区道路整備⼯事 (株)林⼯組 影⼭ 貴⼤

178 浜松河川国道事務所 道路 ⼟⽊ 令和３年度  1号島⽥⾦⾕島⽥第1⾼架橋PC上部⼯事 川⽥建設(株) 宇⽥貴広

179 浜松河川国道事務所 道路 ⼟⽊ 令和２年度 1号島⽥⾦⾕菊川IC道路建設⼯事 ⼤河原建設(株) 池⾕ 悠

180 浜松河川国道事務所 道路 ⼟⽊ 令和２年度 1号島⽥⾦⾕建設⼯事 (株)特種東海フォレスト 増⽥ 朋代
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【土木】 令和2年度 1号島田金谷向谷元町PC上部工事

発注者：中部地方整備局浜松河川国道事務所 受注者：極東興和株式会社

＜工事の目的及び概要＞
この⼯事は早朝、帰宅時間帯の交通渋滞緩和のため、国道
1号島⽥⾦⾕BP4⾞線に向けて，溝橋，島⽥第2⾼架橋の架
設⼯事(上部⼯全般)です。

東間 龍
2020年入社

⼊社後は,半年⾃社⼯場
で勤め，⼭梨，埼⽟の架
設⼯事，⼭⼝の床版取替
⼯事，そして今の現場に
赴任してきました。

趣味は、仕事で様々な県
に⾏くので，週末には観
光地へドライブしたり、
その⼟地の名産を⾷べた
りしています。
(静岡の鰻は美味しい)

工事現場全景写真
など

作業状況がわかる
風景写真など

・現場での私の役割
現場代理⼈として，品質の管理や出来形の管理，役所対応，現場での不安全⾏

動や事故がないよう現場作業員さんとのコミュニケーションをまめにとることで、
円滑に現場を進めています。
・建設業を選んだ理由
私は⾃分が携わった⼟⽊構造物が後世にも受け継がれる(地図に残る)というと

ころに魅⼒を感じ，⾼校，⼤学と⼟⽊分野について探究し，この建設業界に進み
ました。(橋梁メーカー)

床版 間詰コンクリート打設の作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この先、数年は50年前に施⼯された構造物の補修や床版取替⼯事が多くなりま

す。新たに造る構造物とは違い，難しい⾯が沢⼭あります。1番は勤務時間です。
⼟⽇でも規制期間内に終わらせなくてははならない⼯事であれば、出勤せざるを
得ないこともあります。時には⾟いと思うときもあります。⼀緒に将来を担って
後世に良いものを残していきましょう︕
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