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令 和 元 年 ７ 月 ２ ２ 日

国土交通省中部地方整備局

庄内川河川事務所

豊橋河川事務所

設楽ダム工事事務所

名古屋国道事務所

愛知国道事務所

名四国道事務所

矢作ダム管理所

中部技術事務所

優良工事等の表彰式を行います。
～昨年度完成した発注工事等の受注者・技術者を対象に～

１．概 要

国土交通省庄内川河川事務所・豊橋河川事務所・設楽ダム工事事務所・名古屋国

道事務所・愛知国道事務所・名四国道事務所・矢作ダム管理所・中部技術事務所で

は、建設事業の推進にあたって顕著な功績のあった方、請負工事又は業務の成績等

が優秀で顕著な功績を納めた企業又は技術者、及び当該工事において品質確保や向

上等に貢献した協力会社の企業、技術者及び有能技能者を表彰します。

表彰式については、下記日程のとおり執り行います。

なお、表彰式終了後に意見交換会を行う事務所について、あわせてお知らせします。

１）庄内川河川事務所

日 時 令和元年７月２９日（月）１４時００分～１５時３０分

場 所 名古屋市北区福徳町5-52

国土交通省 中部地方整備局 庄内川河川事務所

２）豊橋河川事務所

日 時 令和元年７月３０日（火）１０時００分～１１時００分

場 所 豊橋市中野町字平西1-6

国土交通省 中部地方整備局 豊橋河川事務所

※表彰式終了後、同会場にて意見交換会を３０分程度行います。

（全体終了１１時３０分予定）
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３）設楽ダム工事事務所

日 時 令和元年７月２３日（火）１３時３０分～１４時１５分

場 所 新城市杉山字大東57

国土交通省 中部地方整備局 設楽ダム工事事務所

※表彰式終了後、同会場にて意見交換会を４５分程度行います。（全体終了１５時予定）

４）名古屋国道事務所

日 時 令和元年７月２５日（木）１４時００分～１５時００分

場 所 名古屋市瑞穂区鍵田町2-30

国土交通省 中部地方整備局 名古屋国道事務所

※表彰式終了後、同会場にて意見交換会を１時間程度行います。（全体終了１６時予定）

５）愛知国道事務所

日 時 令和元年７月２４日（水）１３時３０分～１４時３０分

場 所 名古屋市中区丸の内3丁目4-10 大津橋ビル５階

※表彰式終了後、同会場にて意見交換会を行います。（全体終了１６時予定）

６）名四国道事務所

日 時 令和元年７月２３日（火）１４時００分～１５時００分

場 所 名古屋市瑞穂区神穂町5-3

国土交通省 中部地方整備局 名四国道事務所

※表彰式終了後、同会場にて意見交換会を１時間程度行います。（全体終了１６時予定）

７）矢作ダム管理所

日 時 令和元年７月２６日（金）１４時３０分～１５時００分

場 所 豊田市樹木町1-2

国土交通省 中部地方整備局 矢作ダム管理所 豊田分室

※表彰式終了後、同会場にて意見交換会を１時間程度行います。（全体終了１６時予定）

８）中部技術事務所

日 時 令和元年７月２６日（金）１０時００分～１０時３０分

場 所 名古屋市東区大幸南1-1-15

国土交通省 中部地方整備局 中部技術事務所

２．対象者 別紙のとおり

３．配布先 中部地方整備局記者クラブ

豊橋市政記者会

豊川市政記者クラブ

新城市政記者クラブ

岡崎新聞記者会

岡崎市政記者会

豊田市政記者クラブ

豊田市政記者東クラブ

多治見市政記者クラブ

恵那市記者会
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４．問合先
・国土交通省 中部地方整備局 庄内川河川事務所

副所長 浅沼 功 TEL 052（914）6711（代表）
あさぬま いさお

FAX 052（915）5093
ホームページアドレス https://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/

・国土交通省 中部地方整備局 豊橋河川事務所

副所長 西垣 隆博 TEL 0532（48）2111（代表）
にしがき たかひろ

FAX 0532（48）8132
ホームページアドレス

http://www.cbr.mlit.go.jp/toyohashi/index.html

・国土交通省 中部地方整備局 設楽ダム工事事務所

副所長 角田 隆司 TEL 0536（23）4331（代表）
つ の だ た か し

FAX 0536（23）4401
ホームページアドレス http://www.cbr.mlit.go.jp/shitara/

・国土交通省 中部地方整備局 名古屋国道事務所

副所長 稲 垣 光 正 TEL 052（853）7320（代表）
いながき みつまさ

FAX 052（841）2517
ホームページアドレス http://www.cbr.mlit.go.jp/meikoku/

・国土交通省 中部地方整備局 愛知国道事務所

副所長 佐藤 晶 彦 TEL 052（761）1191（代表）
さとう あきひこ

FAX 052（761）1199
ホームページアドレス http://www.cbr.mlit.go.jp/aikoku/

・国土交通省 中部地方整備局 名四国道事務所

副所長 伊藤 博文 TEL 052（823）7911（代表）
い とう ひろふみ

FAX 052（823）7919
ホームページアドレス http://www.cbr.mlit.go.jp/meishi/

・国土交通省 中部地方整備局 矢作ダム管理所

総務係長 二郷 明 弘 TEL 0565（68）2321（代表）
にごう あきひろ

FAX 0565（68）2328
ホームページアドレス

http://www.cbr.mlit.go.jp/yahagi/index.php

・国土交通省 中部地方整備局 中部技術事務所

副所長 森本 善也 TEL 052（723）5701（代表）
もりもと よし や

FAX 052（723）5707
ホームページアドレス https://www.cbr.mlit.go.jp/chugi/



表彰対象者

１．優良⼯事施⼯者
○事務所⻑表彰（１８社）

事務所名 ⼯事名 施⼯者名
庄内川河川事務所 平成２９年度 庄内川前⽥しゅんせつ⼯事 みらい建設⼯業（株）中部⽀店
豊橋河川事務所 平成２９年度 ⽮作川⾼橋築堤⼯事 ⽯橋建設興業（株）
設楽ダム⼯事事務所 平成３０年度 設楽ダム⽥⼝地区整備⼯事 藤城建設（株）

平成２９年度 １５３号新郡界橋下部⼯事 徳倉建設(株)
平成２９年度 第三出張所管内橋梁補強補修⼯事 昭和⼟⽊(株)
平成３０年度 ２３号知⽴刈⾕地区橋梁補強補修⼯事 (株)市川⼯務店 名古屋⽀社
平成２８年度 名⼆環⾶島⼤橋右岸鋼上部⼯事 （株）横河ブリッジ 名古屋営業所
平成２９年度 名⼆環服部５⾼架橋北下部⼯事 名⼯建設（株）
平成２９年度 名⼆環服部５⾼架橋中南下部⼯事 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
平成２９年度 名⼆環春⽥６⾼架橋中下部⼯事 若築建設（株） 名古屋⽀店
平成２９年度 ３０２号服部地区道路建設⼯事 ⿊柳建設（株）
平成２８年度 名⼆環春⽥４⾼架橋北下部⼯事 ⼤⽇本⼟⽊（株）名古屋⽀店
平成２８年度 名⼆環春⽥４⾼架橋中下部⼯事 （株）加藤建設
平成３０年度 ３０２号中川地区道路建設⼯事 ⽔野建設（株）
平成３０年度 名四国道豊⽥バイパス整備⼯事 太啓建設(株)
平成２９年度 ２３号蒲郡BP五井地区道路建設⼯事 （株）近藤組
平成２８年度 １５３号豊⽥北BP⽮作川橋⻄鋼上部⼯事 ⾼⽥機⼯（株）名古屋営業所

⽮作ダム管理所 平成３０年度 ⽮作ダム上流堆積⼟砂掘削⼯事 板垣建設（株）

※参考：中部地⽅整備局⻑表彰（８社）
事務所名 ⼯事名 施⼯者名

庄内川河川事務所 平成２９年度 ⼩⾥川ダム貯⽔池管理⽤通路整備⼯事 （株）中島⼯務店
豊橋河川事務所 平成２８年度 ⽮作川豊⽥⾼橋下部⼯⼯事 太啓建設（株）

平成２９年度 尾張地区橋梁補強補修⼯事 ショーボンド建設(株)名古屋⽀店
平成２９年度 第三第四出張所管内橋梁補強補修⼯事 (株)加藤建設
平成２８年度 名⼆環かの⾥１交差点南下部⼯事 ⽮作建設⼯業（株）
平成２９年度 ３０２号⽊場道路建設⼯事 ⼤興建設（株）
平成２９年度 名⼆環富⽥中北交差点北基礎⼯事 （株）新井組 名古屋⽀店

名四国道事務所 平成２７年度 ２３号蒲郡BP国坂トンネル⼯事 ⼤⽇本⼟⽊（株）名古屋⽀店

２．優良業務請負者
○事務所⻑表彰（１４社）

事務所名 ⼯事名 請負者名
庄内川河川事務所 平成３０年度 ⼩⾥川ダムフォローアップ報告書作成業務 （株）建設環境研究所 中部⽀社
豊橋河川事務所 平成３０年度 豊川河川管理施設等監理検討業務 （⼀社）中部地域づくり協会
設楽ダム⼯事事務所 平成２９年度 設楽ダム希少⿂類飼育繁殖業務 いであ（株）名古屋⽀店

平成３０年度 名古屋国道管内道路機械設備維持管理計画検
討業務

⽇本⼯営(株)名古屋⽀店

平成３０年度 名古屋国道橋梁補修設計業務 三井共同建設コンサルタント(株)中部⽀社
平成３０年度 名古屋国道管内地震津波対策等検討業務 (株)建設環境研究所 中部⽀社
平成３０年度 名古屋国道管内交差点道路附図修正業務 (株)パスコ 名古屋⽀店
平成３０年度 名古屋都市圏道路ネットワーク検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株）中部⽀社
平成３０年度 愛知国道設計技術資料作成業務 セントラルコンサルタント（株）中部⽀社
平成３０年度 名豊道路施⼯⽅針検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株）中部⽀社

平成３０年度 名豊道路道路台帳附図作成業務
平成３０年度名豊道路道路台帳附図作成業務
中⽇本航空・新晃コンサルタント設計共同体

平成３０年度 ⻄知多道路⽔⽂調査業務 （株）建設技術研究所 中部⽀社
⽮作ダム管理所 平成２９年度 ⽮作ダム排砂施設⽔理模型実験検討業務 （株）建設技術研究所 中部⽀社

中部技術事務所 平成３０年度 中部技術基礎技術研修検討業務
（株）オリエンタルコンサルタンツ
中部⽀社

名四国道事務所

愛知国道事務所

名古屋国道事務所

愛知国道事務所

名古屋国道事務所

名古屋国道事務所

愛知国道事務所

名四国道事務所

表彰区分

受賞者区分
庄内川
河川

豊橋
河川

設楽
ダム

名古屋
国道

愛知
国道

名四
国道

矢作
ダム

中部
技術

計
庄内川
河川

豊橋
河川

設楽
ダム

名古屋
国道

愛知
国道

名四
国道

矢作
ダム

中部
技術

計

優良工事施工者 1 1 1 3 8 3 1 18 1 1 2 3 1 8 26

優良業務請負者 1 1 1 4 2 3 1 1 14 1 1 1 1 4 18

優良技術者（工事） 1 1 2 4 1 1 10 1 2 1 4 14

優良技術者（業務） 1 1 1 2 1 1 1 1 9 1 1 1 3 12

安全工事 1 1 2 1 1 3

社会貢献 0 0 0

関係協力会社表彰 3 4 3 7 32 6 1 56 0 56

関係協力会社技術者表彰 3 1 3 14 2 1 24 0 24

計 11 8 7 22 61 16 6 2 133 1 1 2 5 6 4 0 1 20 153

事務所長表彰 ※参考　局長表彰

合計

別 紙



※参考：中部地⽅整備局⻑表彰（４社）
事務所名 ⼯事名 請負者名

設楽ダム⼯事事務所 平成２９年度 設楽ダム廃棄岩運搬路詳細設計業務 （株）東京建設コンサルタント 中部⽀社

名古屋国道事務所 平成２８年度 名古屋国道事務所道路管理事務業務
平成２８年度名古屋国道事務所道路管理事務業務
パブリックサービス・⽇本振興 設計共同体

名四国道事務所
平成３０年度 ⻄知多道路（東海JCT）Gランプ橋梁詳細設計
業務

（株）⻑⼤ 名古屋⽀社

中部技術事務所 平成３０年度 新技術活⽤評価検討業務
平成３０年度 新技術活⽤評価検討業務
先端センター・中地協設計共同体

３．優良技術者（⼯事）
○事務所⻑表彰（１０名）

事務所名 ⼯事名 施⼯者名 及び 技術者名

庄内川河川事務所 平成２９年度 ⼩⾥川ダム貯⽔池管理⽤通路整備⼯事 （株）中島⼯務店 監理技術者 河原 克也

豊橋河川事務所 平成２８年度 ⽮作川豊⽥⾼橋下部⼯⼯事
太啓建設（株）
監理技術者・現場代理⼈兼任 佐藤 裕⽂

平成２９年度 尾張地区橋梁補強補修⼯事
ショーボンド建設(株)名古屋⽀店
現場代理⼈  中島 忠則

平成２９年度 第三第四出張所管内橋梁補強補修⼯事
(株)加藤建設
監理技術者   安井 茂⼈

平成３０年度 ４１号名濃バイパス外坪松⼭地区道路建設⼯
事

（株）オカシズ 監理技術者 ⼩椋 俊之

平成２７年度 名⼆環かの⾥１⾼架橋鋼上部⼯事
（株）三井Ｅ＆Ｓ鉄構エンジニアリング
名古屋営業所 監理技術者 ⽉岡 義晴

平成２９年度 名⼆環富⽥中北交差点北基礎⼯事
（株）新井組 名古屋⽀店
監理技術者 ⼭⽥ 克好

平成２９年度 名⼆環富⽥中北交差点南鋼橋脚⼯事
瀧上⼯業（株）
現場代理⼈ 河本 康憲

名四国道事務所 平成３０年度 名四国道豊⽥バイパス整備⼯事 太啓建設(株) 現場代理⼈ ⾼橋 信

⽮作ダム管理所 平成３０年度 ⽮作ダム上流堆積⼟砂掘削⼯事
板垣建設（株）
監理技術者  安藤 榮康

※参考：中部地⽅整備局⻑表彰（４名）
事務所名 ⼯事名 施⼯者名 及び 技術者名

名古屋国道事務所 平成２９年度 １５３号新郡界橋下部⼯事
徳倉建設(株)
監理技術者 ⼤村 幸則

平成２８年度 名⼆環かの⾥１交差点南下部⼯事
⽮作建設⼯業（株）
監理技術者 齋藤 稔⼈

平成２９年度 ３０２号⽊場道路建設⼯事
⼤興建設（株）
現場代理⼈ 新頭 篤

名四国道事務所 平成２７年度 ２３号蒲郡BP国坂トンネル⼯事
⼤⽇本⼟⽊（株）名古屋⽀店
監理技術者 川久保 忍

愛知国道事務所

名古屋国道事務所

愛知国道事務所



４．優良技術者（業務）
○事務所⻑表彰（９名）

事務所名 ⼯事名 請負者名 及び 技術者名

庄内川河川事務所 平成３０年度 ⼩⾥川ダムフォローアップ報告書作成業務
（株）建設環境研究所 中部⽀社
管理技術者 佐藤 隆善

豊橋河川事務所 平成３０年度 豊川河川管理施設等監理検討業務
（⼀社）中部地域づくり協会
管理技術者 ⼩林 智

設楽ダム⼯事事務所 平成２９年度 設楽ダム希少⿂類飼育繁殖業務
いであ（株）名古屋⽀店
管理技術者 南野 洋孝

平成２８年度 名古屋国道事務所道路管理事務業務
平成28年度 名古屋国道事務所道路管理事務業務パブ
リックサービス・⽇本振興 設計共同体
(⼀社)パブリックサービス 管理技術者 早川 浩史

平成３０年度 名古屋国道橋梁補修設計業務
三井共同建設コンサルタント(株)中部⽀社
管理技術者  ⼭⽥ 誠

愛知国道事務所 平成３０年度 名古屋都市圏道路ネットワーク検討業務
パシフィックコンサルタンツ（株）中部⽀社
担当技術者 稲富 貴久

名四国道事務所 平成２９年度 名四国道蒲郡⼯事監督⽀援業務
⽇本振興（株）名古屋⽀店
担当技術者 下村 明⼤

⽮作ダム管理所 平成２９年度 ⽮作ダム⼯事監督⽀援業務
⽇本振興（株） 名古屋⽀店
管理技術者  下⼭ 徹

中部技術事務所 平成３０年度 中部技術基礎技術研修検討業務
（株）オリエンタルコンサルタンツ 中部⽀社
管理技術者 川合 伸治

※参考：中部地⽅整備局⻑表彰（３名）
事務所名 ⼯事名 請負者名 及び 技術者名

設楽ダム⼯事事務所 平成２９年度 設楽ダム廃棄岩運搬路詳細設計業務
（株）東京建設コンサルタント 中部⽀社
管理技術者 ⽥中 博紀

名古屋国道事務所
平成３０年度 名古屋国道管内道路機械設備維持管理計画検
討業務

⽇本⼯営(株)名古屋⽀店
管理技術者  涌井 健

名四国道事務所
平成３０年度 ⻄知多道路（東海JCT）Gランプ橋梁詳細設計
業務

（株）⻑⼤ 名古屋⽀社
担当技術者 吉川 英⾏

５．安全⼯事
○事務所⻑表彰（２社）

事務所名 ⼯事名 施⼯者名
庄内川河川事務所 平成３０年度 庄内川⼭⽥地区築堤⼯事 （株）⼭⽥組
名古屋国道事務所 平成２９年度 東三河出張所管内橋梁補強補修⼯事 （株）波多野組

※参考：中部地⽅整備局⻑表彰（１社）
事務所名 ⼯事名 施⼯者名

愛知国道事務所 平成２７年度 名⼆環かの⾥１⾼架橋鋼上部⼯事
（株）三井Ｅ＆Ｓ鉄構エンジニアリング
名古屋営業所

名古屋国道事務所



６．関係協⼒会社への表彰
○関係協⼒会社事務所⻑表彰（４９社）

事務所名 ⼯事名 施⼯者名
平成２９年度 ⼩⾥川ダム貯⽔池管理⽤通路整備⼯事 北陽建設（株）岐⾩営業所
平成２９年度 庄内川前⽥しゅんせつ⼯事 （株）おかむら
平成３０年度 庄内川⼭⽥地区築堤⼯事 （株）瀬古興業

（株）都
（株）丸柴
（株）東⼯建設

平成２９年度 ⽮作川⾼橋築堤⼯事 三河建設（株）
平成３０年度 設楽ダム⽥⼝地区整備⼯事 ⻲⼭建設(株)
平成３０年度 設楽ダム⽥⼝地区整備⼯事 （株）豊根重機
平成３０年度 設楽ダム⽥⼝地区整備⼯事 (有)スイカン

ボンドエンジニアリング(株)名古屋⽀店
タカテック(株)
愛北鋼業(株)
(有)⻄⽅興業
(株)イヤマトータルブリッジサポート
⽇本ライナー(株)中部⽀店

平成２９年度 東三河出張所管内橋梁補強補修⼯事 中部化⼯建設(株)
平成２８年度 名⼆環かの⾥１交差点南下部⼯事 （株）秀栄⼯務店
平成２８年度 名⼆環かの⾥１交差点南下部⼯事 （株）ミック
平成２９年度 ３０２号⽊場道路建設⼯事 ジェイテクノ（株）
平成２９年度 ３０２号⽊場道路建設⼯事 協⽴⼯事（株）
平成２９年度 ３０２号⽊場道路建設⼯事 篠⽥（株）
平成２９年度 名⼆環富⽥中北交差点北基礎⼯事 （株）ヤタベ鉄筋
平成２９年度 名⼆環富⽥中北交差点北基礎⼯事 太洋基礎⼯業（株）名古屋⽀店
平成２９年度 名⼆環富⽥中北交差点北基礎⼯事 計測ネットサービス（株）
平成２９年度 名⼆環富⽥中北交差点北基礎⼯事 （株）松原興業
平成２８年度 名⼆環⾶島⼤橋右岸鋼上部⼯事 （有）⼤⾓建設⼯業
平成２８年度 名⼆環⾶島⼤橋右岸鋼上部⼯事 （株）佐川⼯業
平成２８年度 名⼆環⾶島⼤橋右岸鋼上部⼯事 （株）イヤマトータルブリッジサポート
平成２９年度 名⼆環服部５⾼架橋北下部⼯事 愛知スチール（株）
平成２９年度 名⼆環服部５⾼架橋北下部⼯事 （有）芝⽥業務店
平成２９年度 名⼆環服部５⾼架橋北下部⼯事 双和テクノ（株）
平成２９年度 名⼆環服部５⾼架橋中南下部⼯事 （株）横建
平成２９年度 名⼆環服部５⾼架橋中南下部⼯事 （株）⽯井鉄筋
平成２９年度 名⼆環春⽥６⾼架橋中下部⼯事 （株）アベ
平成２９年度 名⼆環春⽥６⾼架橋中下部⼯事 中央建設（株）
平成２９年度 名⼆環春⽥６⾼架橋中下部⼯事 双和テクノ（株）
平成２９年度 ３０２号服部地区道路建設⼯事 篠⽥（株）
平成２９年度 ３０２号服部地区道路建設⼯事 ⽇⽴テクノス（株）
平成２８年度 名⼆環春⽥４⾼架橋北下部⼯事 (株)横建
平成２８年度 名⼆環春⽥４⾼架橋北下部⼯事 (株)⽯井鉄筋
平成２８年度 名⼆環春⽥４⾼架橋北下部⼯事 菱建基礎(株)
平成２８年度 名⼆環春⽥４⾼架橋中下部⼯事 橋本建設(株)
平成２８年度 名⼆環春⽥４⾼架橋中下部⼯事 (株)共進建設
平成３０年度 ３０２号中川地区道路建設⼯事 （株）キクテック
平成３０年度 ３０２号中川地区道路建設⼯事 （株）アルテック
平成３０年度 ３０２号中川地区道路建設⼯事 篠⽥（株）
平成２７年度 名⼆環かの⾥１⾼架橋鋼上部⼯事 ⼩林建設（株）
平成２７年度 名⼆環かの⾥１⾼架橋鋼上部⼯事 ⽇本通運（株）関東重機建設⽀店
平成２７年度 ２３号蒲郡BP国坂トンネル⼯事 横⼭⼯業（株）

（株）鈴鍵
中部ニチレキ⼯事（株）

平成２９年度 ２３号蒲郡BP五井地区道路建設⼯事 ⼭崎建設(株)中部⽀店
⽊村建設(株)
オックスジャッキ(株)

⽮作ダム管理所 平成３０年度 ⽮作ダム上流堆積⼟砂掘削⼯事 花菱建材（株）

愛知国道事務所

設楽ダム⼯事事務所

平成３０年度 名四国道豊⽥バイパス整備⼯事

平成２８年度 １５３号豊⽥北BP⽮作川橋⻄鋼上部⼯事

名四国道事務所

平成２９年度 第三出張所管内橋梁補強補修⼯事

名古屋国道事務所

平成２９年度 第三第四出張所管内橋梁補強補修⼯事

平成２９年度 １５３号新郡界橋下部⼯事

庄内川河川事務所

豊橋河川事務所 平成２８年度 ⽮作川豊⽥⾼橋下部⼯⼯事



○関係協⼒会社（技術者）事務所⻑表彰（２４名）
事務所名 ⼯事名 施⼯者名 及び 技術者名

平成２９年度 ⼩⾥川ダム貯⽔池管理⽤通路整備⼯事
北陽建設（株）岐⾩営業所
主任技術者 ⾼橋 弘典

平成２９年度 庄内川前⽥しゅんせつ⼯事 （株）おかむら 主任技術者 的場 ⾠彦

平成３０年度 庄内川⼭⽥地区築堤⼯事
（株）瀬古興業
登録機械⼟⼯基幹技能者 篠⽥ 伸夫

設楽ダム⼯事事務所 平成３０年度 設楽ダム⽥⼝地区整備⼯事
⻲⼭建設（株）
登録機械⼟⼯基幹技能者 滝⼝ 修

平成２９年度 第三第四出張所管内橋梁補強補修⼯事
ボンドエンジニアリング(株)名古屋⽀店
専任技術者  松野 秀樹

平成２９年度 153号新郡界橋下部⼯事
愛北鋼業(株)
登録鉄筋基幹技能者  池⽥ 利克

平成２９年度 東三河出張所管内橋梁補強補修⼯事
中部化⼯建設(株)
専任技術者  新井 洋志

平成２８年度 名⼆環かの⾥１交差点南下部⼯事
（株）秀栄⼯務店
専任技術者 福⽥ 優貴

平成２８年度 名⼆環かの⾥１交差点南下部⼯事 （株）ミック 専任技術者 ⽯⽥ 浩靖

平成２９年度 ３０２号⽊場道路建設⼯事
ジェイテクノ（株）
専任技術者 溝⼝ 智志

平成２８年度 名⼆環⾶島⼤橋右岸鋼上部⼯事
（有）⼤⾓建設⼯業
専任技術者 ⻄村 哲浩

平成２８年度 名⼆環⾶島⼤橋右岸鋼上部⼯事
（株）佐川⼯業
専任技術者 佐川 哲也

平成２９年度 名⼆環服部５⾼架橋中南下部⼯事
（株）⽯井鉄筋
登録鉄筋基幹技能者 佐藤 安成

平成２９年度 名⼆環春⽥６⾼架橋中下部⼯事
中央建設（株）
登録ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送基幹技能者 岡本 栄樹

平成２９年度 ３０２号服部地区道路建設⼯事
篠⽥（株）
専任技術者 杉本 透

平成２８年度 名⼆環春⽥４⾼架橋北下部⼯事
(株)⽯井鉄筋
登録鉄筋基幹技能者 奥村 亮

平成２８年度 名⼆環春⽥４⾼架橋北下部⼯事
菱建基礎(株)
専任技術者 加藤 正広

平成２８年度 名⼆環春⽥４⾼架橋中下部⼯事 橋本建設(株) 専任技術者 ⻘⽊ 宏伺

平成３０年度 ３０２号中川地区道路建設⼯事
（株）キクテック
登録標識・路⾯標⽰基幹技能者 ⽯井 達也

平成２７年度 名⼆環かの⾥１⾼架橋鋼上部⼯事
⼩林建設（株）
専任技術者 伊藤 政幸

平成２７年度 名⼆環かの⾥１⾼架橋鋼上部⼯事
⽇本通運（株）関東重機建設⽀店
専任技術者 前原 義秀

平成２９年度 ２３号蒲郡BP五井地区道路建設⼯事
⼭崎建設（株）中部⽀店
主任技術者 ⻲⼭ 隆⽂

平成２８年度 １５３号豊⽥北BP⽮作川橋⻄鋼上部⼯事
⽊村建設（株）
主任技術者 中城 正直

⽮作ダム管理所 平成３０年度 ⽮作ダム上流堆積⼟砂掘削⼯事
花菱建材（株）
主任技術者 ⽚桐 啓

名古屋国道事務所

愛知国道事務所

名四国道事務所

庄内川河川事務所
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