
記者発表資料
平成３０年 ７月 １９日
国土交通省中部地方整備局
三 重 河 川 国 道 事 務 所
木 曽 川 下 流 河 川 事 務 所
紀 勢 国 道 事 務 所
北 勢 国 道 事 務 所
四 日 市 港 湾 事 務 所

三重県内各事務所で 優良工事等表彰式を開催！
～工事・業務における優秀企業・技術者の皆さまを表彰します～

概 要

中部地方整備局の三重県内５事務所では、平成２９年度に完成した請負工事
の施工、業務の実施で優秀な成績を収められた企業、技術者の皆さま（優良工
事等表彰）に対して、各事務所長から表彰させていただきます。

資 料 各事務所の表彰日時、場所及び表彰者数については「別紙１」のとおり
表彰者の一覧は「別紙２」のとおり

同時配布 県政記者クラブ、第二県政記者クラブ、津市政記者クラブ、
鈴鹿市政記者クラブ、松阪記者クラブ、尾鷲記者クラブ、熊野記者会、
四日市市政記者クラブ、桑名市政記者クラブ、亀山市政記者室、
伊勢記者会、伊賀記者会、大垣市政経済記者クラブ、津島記者会

問合せ先 国土交通省中部地方整備局
三重河川国道事務所
〒514-8502 津市広明町297 TEL(059)229-2211
総務課長 高曽根 秀敏

木曽川下流河川事務所
〒511-0002 桑名市大字福島465 TEL(0594)24-5711
総務課長 前田 慶子

紀勢国道事務所
〒515-0005 松阪市鎌田町144-6 TEL(0598)52-5360
総務課長 松田 千景

北勢国道事務所
〒510-8013 四日市市南富田町4-6 TEL(059)363-5511
総務課長 早川 善博

四日市港湾事務所
〒510-0064 四日市市新正三丁目7番27号 TEL(059)351-1357
総務課長 西尾 覚



平成３０年度　優良工事等表彰式

１．表彰日時

（１）中部地方整備局長表彰式（優良工事等表彰）

平成３０年７月１９日（木） 時間　　１０：００～１１：３０

ＫＫＲホテル名古屋　３階　芙蓉　（名古屋市中区三の丸１−５−１）

（２）中部地方整備局長表彰式（港湾空港関係功労者表彰・
　　　　　　海をきれいにするための一般協力者の奉仕活動表彰）

平成３０年７月２６日（木） 時間　　１４：００～

愛知県女性総合センター（ウィルあいち） 　（名古屋市東区上竪杉町１）

（３）県内各事務所長表彰式

○三重河川国道事務所　（三重県津市広明町２９７）

平成３０年７月２６日（木）　　 時間　　１０：００～

三重県総合文化センター　大研修室　（津市一身田上津部田１２３４）

○木曽川下流河川事務所　（三重県桑名市大字福島４６５）

平成３０年７月２６日（木）　　 時間　　１４：００～

○紀勢国道事務所　（三重県松阪市鎌田町１４４－６）

平成３０年７月２４日（火）　　 時間　　１０：００～

○北勢国道事務所　（三重県四日市市南富田町４-６）

平成３０年７月２４日（火）　　 時間　　１４：００～

本町プラザ市民交流会館　ホール　（四日市市本町９－８）

○四日市港湾事務所　（三重県四日市市新正３-７-２７）

平成３０年７月２５日（水）　　 時間　　１０：００～

四日市港湾事務所　１階会議室
　

木曽川下流河川事務所　１階会議室

紀勢国道事務所　３階会議室

別紙１



２．表彰等対象者（三重県内分）

中部地方整備局長表彰
三重
河川
国道

木曽川
下流
河川

紀勢
国道

北勢
国道

四日市
港湾

県内
合計

優良工事 2 1 1 3 1 8 社

優良業務 1 1 2 1 0 5 社

優良工事技術者 1 1 1 2 1 6 名

優良業務技術者 1 1 1 1 0 4 名

事務所長表彰
三重
河川
国道

木曽川
下流
河川

紀勢
国道

北勢
国道

四日市
港湾

県内
合計

優良工事 6 2 3 6 2 19 社

優良業務 4 1 2 2 1 10 社

優良工事技術者 4 1 1 3 2 11 名

優良業務技術者 2 1 1 1 1 6 名

安全工事 0 0 1 1 0 2 社

社会貢献 1 0 1 0 0 2 社

三重
河川
国道

木曽川
下流
河川

紀勢
国道

北勢
国道

四日市
港湾

県内
合計

関係協力会社 17 6 10 20 6 59 社

関係協力会社技術者 11 0 7 5 3 26 名

　

港湾空港関係功労者
四日市
港湾

県内
合計

中部地方整備局長表彰 2 2 名／団体

海をきれいにするための一般協力者の奉仕活動表彰
四日市
港湾

県内
合計

事務所長表彰 1 1 団体
　

優良工事等表彰に係る関係
協力会社表彰

事務所別内訳数



３．優良工事

○中部地方整備局長表彰

事務所名 工事名 会社名

三重河川国道事務所 平成２８年度　雲出川笠松樋管・新井用水施設整備工事 中村土建（株）

三重河川国道事務所 平成２８年度　津南部地区維持修繕工事 （株）田村組

木曽川下流河川事務所 平成２８年度　木曽川立田堤防整備工事 （株）河村産業所

紀勢国道事務所 平成２８年度　４２号尾鷲南地区道路整備工事 ユウテック（株）

北勢国道事務所 平成２８年度　東海環状大泉１高架橋下部工事 南建工業（株）

北勢国道事務所 平成２８年度　東海環状大安ＩＣ・Ｅランプ橋ＰＣ上部工事 （株）ＩＨＩインフラ建設　中部支店

北勢国道事務所 平成２９年度　名阪国道加太消融雪配管工事 岡田工業（株）

四日市港湾事務所 平成２９年度　津松阪港津地区（阿漕浦・御殿場）１工区堤防（改良）本体工事 日本土建（株）

○事務所長表彰

事務所名 工事名 会社名

三重河川国道事務所 平成２８年度　宮川堤防維持管理修繕工事 海老屋建設（株）

三重河川国道事務所 平成２８年度　２３号御薗地区道路建設工事 中井土木（株）

三重河川国道事務所 平成２８年度　鈴鹿川上流部堤防維持管理修繕工事 朝日土木（株）

三重河川国道事務所 平成２８年度　２５８号安永高架橋補強工事 （株）久志本組

三重河川国道事務所 平成２８年度　２３号三行北道路建設工事 アイトム建設（株）

三重河川国道事務所 平成２８年度　１号上野避溢橋補強工事 徳倉建設（株）

木曽川下流河川事務所 平成２９年度　揖斐川太田築堤護岸工事 神野産業（株）

木曽川下流河川事務所 平成２８年度　木曽川鍋田上水門基盤整備工事 松岡建設（株）

紀勢国道事務所 平成２９年度　４２号松阪多気ＢＰ八太舗装工事 日本土建（株）

紀勢国道事務所 平成２８年度　４２号尾鷲・熊野管内橋梁補強補修工事 （株）塩谷組

紀勢国道事務所 平成２７年度　４２号尾鷲北トンネル工事 佐藤工業（株）名古屋支店

北勢国道事務所 平成２８年度　東海環状南大社１橋梁下部工事 日起建設（株）

北勢国道事務所 平成２８年度　北勢ＢＰ曽井高架橋下部工事 伊勢土建工業（株）

北勢国道事務所 平成２８年度　東海環状大安北部改良工事 大旺新洋（株）　名古屋支店

北勢国道事務所 平成２８年度　名阪国道橋梁補強修繕工事 東進産業（株）

北勢国道事務所 平成２８年度　東海環状長深３高架橋ＰＣ上部工事 川田建設（株）　名古屋支店

北勢国道事務所 平成２８年度　東海環状南大社５橋梁下部工事 （株）矢野組

四日市港湾事務所 平成２９年度　津松阪港津地区（阿漕浦・御殿場）３－２工区堤防（改良）本体工事 （株）山野建設

四日市港湾事務所 平成２８年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞４号幹線）橋梁（Ｐ３１－Ｐ３８）上部工事 （株）ピーエス三菱　名古屋支店

４．優良業務

○中部地方整備局長表彰

事務所名 業務名 会社名

三重河川国道事務所 平成２９年度　雲出川河道計画検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株）　中部支社

木曽川下流河川事務所 平成２９年度　木曽三川下流部不法係留船対策方針検討業務 八千代エンジニヤリング（株）　名古屋支店

紀勢国道事務所 平成２９年度　紀勢国道管内道路トンネル点検業務
平成２９年度　紀勢国道管内道路トンネル点検業務　中央
復建・テイコク設計共同体

紀勢国道事務所 平成２９年度　４２号熊野有馬北用地調査 （株）カギテック

北勢国道事務所 平成２９年度　北勢国道技術資料作成業務 セントラルコンサルタント（株）　中部支社

○事務所長表彰

事務所名 業務名 会社名

三重河川国道事務所 平成２９年度　三重管内防災点検業務 日本工営（株）　名古屋支店

三重河川国道事務所 平成２９年度　中勢道路施工方針検討業務 セントラルコンサルタント（株）　中部支社

三重河川国道事務所 平成２９年度　櫛田川・宮川築堤護岸詳細設計業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ　中部支店

三重河川国道事務所 平成２９年度　三重河川航空レーザ測量 アジア航測（株）　名古屋支店

木曽川下流河川事務所 平成２９年度　木曽三川下流部河道計画検討業務 （株）建設技術研究所　中部支社

紀勢国道事務所 平成２９年度　紀勢国道管内幹線道路検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株）　中部支社

紀勢国道事務所 平成２９年度　４２号熊野奥有馬地区用地調査 中部復建（株）

北勢国道事務所 平成２９年度　名阪国道橋梁補修設計業務 （株）長大　名古屋支社

北勢国道事務所 平成２９年度　北勢管内水文地質調査業務 （株）建設技術研究所　中部支社

四日市港湾事務所 平成２９年度　四日市港道路（霞４号幹線）維持管理計画書作成業務 日本工営（株）　名古屋支店

別紙２



５．優良工事技術者

○中部地方整備局長表彰

事務所名 工事名 会社名 氏名 技術者区分

三重河川国道事務所 平成２８年度　雲出川笠松樋管・新井用水施設整備工事 中村土建（株） 西村　守 監理技術者

木曽川下流河川事務所 平成２８年度　木曽川立田堤防整備工事 （株）河村産業所 松本　史人 監理技術者

紀勢国道事務所 平成２８年度　４２号尾鷲南地区道路整備工事 ユウテック（株） 有城　和哉 監理技術者

北勢国道事務所 平成２７年度　東海環状大安ＩＣＢランプ東橋梁下部工事 朝日土木（株） 靎﨑　泰裕
監理技術者・

現場代理人兼任

北勢国道事務所 平成２８年度　東海環状大泉２橋梁下部工事 岡田工業（株） 森　拓也
監理技術者・

現場代理人兼任
四日市港湾事務所 平成２９年度　津松阪港津地区（阿漕浦・御殿場）１工区堤防（改良）本体工事 日本土建（株） 吉田　浩典 監理技術者

○事務所長表彰

事務所名 工事名 会社名 氏名 技術者区分

三重河川国道事務所 平成２８年度　津南部地区維持修繕工事 （株）田村組 冨田　智之 現場代理人

三重河川国道事務所 平成２８年度　宮川堤防維持管理修繕工事 海老屋建設（株） 永田　元彦
監理技術者・現場

代理人兼任
三重河川国道事務所 平成２８年度　２３号御薗地区道路建設工事 中井土木（株） 大庭　健輔 現場代理人

三重河川国道事務所 平成２８年度　鈴鹿川上流部堤防維持管理修繕工事 朝日土木（株） 稲垣　斉法 監理技術者

木曽川下流河川事務所 平成２９年度　揖斐川太田築堤護岸工事 神野産業（株） 国枝　為哲
監理技術者・

現場代理人兼任
紀勢国道事務所 平成２９年度　４２号松阪多気ＢＰ八太舗装工事 日本土建（株） 西川　充則 監理技術者

北勢国道事務所 平成２８年度　東海環状南大社２橋梁下部工事 （株）森組 城者　一隆 現場代理人

北勢国道事務所 平成２８年度　１号桑名東部長島地区道路建設工事 （株）加藤建設 福田　憲一 監理技術者

北勢国道事務所 平成２８年度　北勢ＢＰ曽井南地区改良工事 松岡建設（株） 秦　幸昭 監理技術者

四日市港湾事務所 平成２７年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞４号幹線）橋梁（Ｐ４９－Ｐ５３）上部工事 若築建設（株）　名古屋支店 小川　武洋 監理技術者

四日市港湾事務所 平成２９年度　津松阪港津地区（阿漕浦・御殿場）３－２工区堤防（改良）本体工事 （株）山野建設 橋爪　敬義 監理技術者

６．優良業務技術者

○中部地方整備局長表彰

事務所名 業務名 会社名 氏名 技術者区分

三重河川国道事務所 平成２９年度　三重管内防災点検業務 日本工営（株）　名古屋支店 河又　健時 管理技術者

木曽川下流河川事務所 平成２９年度　木曽三川下流部不法係留船対策方針検討業務 八千代エンジニヤリング（株）　名古屋支店 貝塚　正邦 管理技術者

紀勢国道事務所 平成２９年度　紀勢国道管内道路トンネル点検業務
平成２９年度　紀勢国道管内道路トンネル点検業務　中央
復建・テイコク設計共同体

栗山　廣志 管理技術者

北勢国道事務所 平成２９年度　名阪国道橋梁補修設計業務 （株）長大　名古屋支社 並木　渉 担当技術者

○事務所長表彰

事務所名 業務名 会社名 氏名 技術者区分

三重河川国道事務所 平成２９年度　雲出川河道計画検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株）　中部支社 小河　健一郎 管理技術者

三重河川国道事務所 平成２９年度　中勢道路施工方針検討業務 セントラルコンサルタント（株）　中部支社 埋橋　章佳 管理技術者

木曽川下流河川事務所 平成２９年度　木曽三川下流部河道計画検討業務 （株）建設技術研究所　中部支社 福岡　達信 管理技術者

紀勢国道事務所 平成２９年度　紀勢国道管内幹線道路検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株）中部支社 六反　雅登 管理技術者

北勢国道事務所 平成２９年度　北勢国道技術資料作成業務 セントラルコンサルタント（株）　中部支社 長谷川　隆一 管理技術者

四日市港湾事務所 平成２９年度　四日市港道路（霞４号幹線）維持管理計画書作成業務 日本工営（株）　名古屋支店 安藤　弘章 管理技術者

７．安全工事

○事務所長表彰

事務所名 工事名 会社名

紀勢国道事務所 平成２８年度　４２号小日向谷川橋下部（Ｐ１・Ａ２）工事 （株）東組

北勢国道事務所 平成２９年度　名阪国道維持修繕工事 日本ハイウエイ・サービス（株）　名古屋支店



８．社会貢献

○事務所長表彰

事務所名 業務名 会社名

三重河川国道事務所 平成２８年度　２３号三行道路建設工事 三重農林建設（株）

紀勢国道事務所 平成２８年度　４２号不動谷橋上り橋側歩道橋鋼上部工事 宇野重工（株）

９．関係協力会社

○関係協力会社事務所長表彰

事務所名 工事名
協力会社名

（下請け業者名）
専門工事業名 　

（有）ヤツカ建設 とび・土工
（有）三重パイピング工業 水道
（株）大功土木 とび・土工
北川重建（株） とび・土工
中央産商（株）　松阪営業所 とび・土工
（株）ＡＭＨＬ とび・土工

下建設（株） ほ装

（有）ヤツカ建設 とび・土工

中央産商（株）　松阪営業所 とび・土工

三重河川国道事務所 平成２８年度　鈴鹿川上流部堤防維持管理修繕工事 北三重技建（株） とび・土工

（株）エステック　名古屋支店 とび・土工

（株）奥野工業
とび・土工
鋼構造物

河建興業（株） とび・土工

（株）五十嵐建設 とび・土工

（有）服部建設工業 とび・土工

（有）伊藤鉄筋工業所 鉄筋

三重河川国道事務所 平成２８年度２３号三行道路建設工事 （有）ヤツカ建設 とび・土工

木曽川下流河川事務所 平成２８年度　木曽川立田堤防補強工事 （有）テクノエー とび・土工、土木

（株）松原興業 とび・土工

山田建設（有） とび・土工

（株）木村建材 とび・土工

第二産業（株） とび・土工

（有）森川電工 とび・土工

（株）セルフ舎建設 とび、土工

ライト工業（株）　中部統括支店 とび・土工

（有）浦田建設 とび、土工

中央産商（株） とび、土工

（株）宮原総業 とび・土工

（株）イヤマトータルブリッジサポート 塗装

北新建設（株） とび・土工

（株）セルフ舎建設 とび、土工

紀勢国道事務所 平成２８年度　４２号小日向谷川橋下部（Ｐ１・Ａ２）工事 （株）村田組 とび・土工

紀勢国道事務所 平成２８年度　４２号不動谷橋上り橋側歩道橋鋼上部工事 長谷川建設（株） とび・土工

北川工業（株） とび・土工

（株）キタイセ とび・土工

（有）辻本組 大工

北勢国道事務所 平成２８年度　東海環状大安ＩＣ・Ｅランプ橋ＰＣ上部工事 （株）ＫＴＫ とび、土工

（株）大功土木 とび・土工

（株）高芝組 管

三井金属エンジニアリング（株） 管

（株）萬建設 大工

（株）キタイセ とび・土工

（株）松原興業 とび・土工

（株）松原興業 とび・土工

（株）ダイキ建設 土木

三重河川国道事務所

三重河川国道事務所

平成２８年度　雲出川笠松樋管・新井用水施設整備工事

平成２８年度　津南部地区維持修繕工事

三重河川国道事務所 平成２８年度　１号上野避溢橋補強工事

三重河川国道事務所 平成２８年度　２３号三行北道路建設工事

平成２８年度　北勢ＢＰ曽井高架橋下部工事

紀勢国道事務所 平成２７年度　４２号尾鷲北トンネル工事

木曽川下流河川事務所 平成２９年度　揖斐川太田築堤護岸工事

木曽川下流河川事務所 平成２８年度　木曽川鍋田上水門基盤整備工事

平成２８年度　東海環状大泉１高架橋下部工事

北勢国道事務所

三重河川国道事務所 平成２８年度　宮川堤防維持管理修繕工事

三重河川国道事務所 平成２８年度２３号御薗地区道路建設工事

三重河川国道事務所 平成２８年度　２５８号安永高架橋補強工事

紀勢国道事務所 平成２８年度　４２号尾鷲南地区道路整備工事

紀勢国道事務所 平成２９年度　４２号松阪多気ＢＰ八太舗装工事

紀勢国道事務所 平成２８年度　４２号尾鷲・熊野管内橋梁補強補修工事

北勢国道事務所

平成２９年度名阪国道加太消融雪配管工事

北勢国道事務所 平成２８年度　東海環状南大社１橋梁下部工事

北勢国道事務所



事務所名 工事名
協力会社名

（下請け業者名）
専門工事業名 　

藤井建設(株) 土木

SMCシビルテクノス（株）　名古屋支店 土木

（株）岡崎グリーン とび・土工

（有）岸部組 とび・土工

（株）スガナミ とび・土工

長谷川建設（株） とび・土工

（有）上水工務店 大工

（有）江口鉄筋 鉄筋

（有）丸新建設 とび・土工

丸一基工（株） とび・土工

仁中土木（有）
とび・土工
土木、ほ装

（有）丸新建設
とび・土工
土木、ほ装

水野工業（株）
とび・土工
鉄筋　大工

（株）ライフク
管　とび・土工

鋼構造物

○関係協力会社（技術者）事務所長表彰

事務所名 工事名
協力会社名

（下請け業者名）
氏名 区分 専門工事業名

（有）ヤツカ建設 野田　充孝 専任技術者 とび・土工

（有）三重パイピング工業 中津　佳久 専任技術者 水道

（株）大功土木 西川　勇一 専任技術者 とび・土工

北川重建（株） 北川　博章 専任技術者 とび・土工

中央産商（株）　松阪営業所 西川　智亨 専任技術者 とび・土工

清岡　俊樹 専任技術者 とび・土工

市川　正憲 有能技能者 とび・土工

（株）奥野工業 稲生　心 専任技術者
とび・土工
鋼構造物

三重河川国道事務所 平成２８年度　２３号三行北道路建設工事 河建興業（株） 清水　春生 専任技術者 とび・土工

（有）服部建設工業 河合　俊明 専任技術者 とび・土工

（有）伊藤鉄筋工業所 兵頭　進 有能技能者 鉄筋

（株）セルフ舎建設 山本　秀光 専任技術者 とび、土工

ライト工業（株）　中部統括支店 西田　政能 専任技術者 とび、土工

北新建設（株） 伊藤　真 専任技術者 とび、土工

（株）セルフ舎建設 上岡　裕弥 専任技術者 とび、土工

紀勢国道事務所 平成２８年度　４２号小日向谷川橋下部（Ｐ１・Ａ２）工事 （株）村田組 犬飼　康一 専任技術者 とび、土工

金谷　晴美 専任技術者 とび、土工

山本　孝義 有能技能者 とび、土工

北勢国道事務所 平成２８年度　東海環状大安ＩＣ・Ｅランプ橋ＰＣ上部工事 (株)ＫＴＫ 三橋　龍徳 専任技術者 とび・土工

藤井建設(株) 白井　孝二 専任技術者 土木

SMCシビルテクノス(株)　名古屋支店 立川　和広 専任技術者 土木

（株）スガナミ 小出　誠 専任技術者 とび・土工

長谷川建設（株） 高橋　信雄 専任技術者 とび・土工

四日市港湾事務所 平成２９年度　津松阪港津地区（阿漕浦・御殿場）１工区堤防（改良）本体工事 （有）丸新建設 神戸　直人 主任技術者 とび・土工

四日市港湾事務所 平成２９年度　津松阪港津地区（阿漕浦・御殿場）３－２工区堤防（改良）本体工事 仁中土木（有） 臼井  祐一郎 専任技術者
とび・土工
土木、ほ装

四日市港湾事務所 平成２８年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞４号幹線）橋梁（Ｐ３１－Ｐ３８）上部工事 水野工業（株） 川瀬　淳 専任技術者
とび・土工
鉄筋、大工

三重河川国道事務所 平成２８年度　雲出川笠松樋管・新井用水施設整備工事

三重河川国道事務所 平成２８年度　津南部地区維持修繕工事

北勢国道事務所 平成２８年度　名阪国道橋梁補強修繕工事

北勢国道事務所

三重河川国道事務所 平成２８年度　１号上野避溢橋補強工事

（株）エステック　名古屋支店

三重河川国道事務所 平成２８年度　２５８号安永高架橋補強工事

平成２８年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞４号幹線）橋梁（Ｐ３１－Ｐ３８）上部工事

紀勢国道事務所 平成２７年度　４２号尾鷲北トンネル工事

北勢国道事務所 平成２８年度　東海環状長深３高架橋ＰＣ上部工事

北勢国道事務所 平成２８年度　東海環状南大社５橋梁下部工事

平成２８年度　東海環状大安北部改良工事

四日市港湾事務所 平成２９年度　津松阪港津地区（阿漕浦・御殿場）１工区堤防（改良）本体工事

四日市港湾事務所 平成２９年度　津松阪港津地区（阿漕浦・御殿場）３－２工区堤防（改良）本体工事

四日市港湾事務所

紀勢国道事務所 平成２８年度　４２号尾鷲南地区道路整備工事

平成２８年度　東海環状大安北部改良工事

紀勢国道事務所 平成２８年度　４２号不動谷橋上り橋側歩道橋鋼上部工事 長谷川建設（株）

北勢国道事務所 平成２８年度　東海環状長深３高架橋ＰＣ上部工事

北勢国道事務所



１０．港湾空港関係功労者

○中部地方整備局長表彰

事務所名 氏名

四日市港湾事務所 林　良嗣

四日市港湾事務所 霞ヶ浦地区環境行動推進協議会

１１．海をきれいにするための一般協力者の奉仕活動表彰

○事務所長表彰

事務所名 氏名

四日市港湾事務所 鳥羽清港会

港の振興発展及び整備促進

港湾の振興発展等

表彰理由概要

海をきれいにするための奉仕活動

表彰理由概要


