
令 和 ３ 年 ７ 月 ２ ６ 日
国土交通省中部地方整備局

記者発表資料の一部訂正について

令和3年7月16日に記者発表しました『令和３年度「建設事業関係功労者等表彰」及び
「優良工事等表彰」について～建設事業の推進に顕著な功績をあげられた皆さま 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～』について、下請企業等の表
彰に誤りがございましたので、訂正いたします。

１．訂正箇所

下請企業等の表彰の件数、企業名等（別添のとおり）

２．問い合わせ先

国土交通省中部地方整備局 総務部
人事計画官 前田 幸則 、人事課管理係長 寺田 進 TEL 052-953-8117



○記者発表資料正誤表（網掛け部が訂正箇所）

【訂正箇所①】
「優良工事等表彰及び下請企業等事務所長表彰授与一覧表｣中、下請企業等の表彰件数
（7月16日記者発表資料５枚目）

（誤）

局長表彰
部長・事務所長

表彰
下請企業 主任技術者 有能技能者

45件 95件 274件 77人 25人

優良工事技術者 48人 92人

安全工事 3件 8件 17件 4人 3人

社会貢献等 5件 7件 5人 0人

優良業務 36件 64件

優良業務技術者 35人 65人

企業計 84件 172件 298件

技術者計 83人 157人 86人 28人

企業・技術者計 167件 329件 298件 86人 28人

合　　　　計 412件

（正）

局長表彰
部長・事務所長

表彰
下請企業 主任技術者 有能技能者

45件 95件 269件 76人 25人

優良工事技術者 48人 92人

安全工事 3件 8件 17件 4人 3人

社会貢献等 5件 7件 5人 0人

優良業務 36件 64件

優良業務技術者 35人 65人

企業計 84件 172件 293件

技術者計 83人 157人 85人 28人

企業・技術者計 167件 329件 293件 85人 28人

合　　　　計 406件

部門
優良工事等表彰（元請企業） 下請企業等の表彰（部長・事務所長　表彰）

R３年度

優良工事

496件

小計

496件

部門
優良工事等表彰（元請企業） 下請企業等の表彰（部長・事務所長　表彰）

R３年度

優良工事

小計

別添



【訂正箇所②】
「令和３年度　優良工事一覧表（令和２年度完了工事）｣中、下請企業等の表彰企業名及び主任技術者
（7月16日記者発表資料１１枚目）

（誤）

企業名 表彰区分 企業名 主任技術者 有能技能者

38 静岡河川事務所
令和元年度　駿河海岸離岸堤災害復旧工
事

（株）橋本組 事務所長表彰 (株)新村組

(有)平野潜水工業所

39 静岡河川事務所
令和元年度　安倍川水系ウラの沢流路工工
事

（株）アースシフト 事務所長表彰 (有)キーオブライフ

(株)内野組

40 静岡河川事務所
令和元年度　駿河海岸一色離岸堤災害復
旧工事

（株）グロージオ 事務所長表彰 pine village(株) 清水　良一

錦海運建設（株） 中城　俊幸

（正）

企業名 表彰区分 企業名 主任技術者 有能技能者

38 静岡河川事務所
令和元年度　駿河海岸離岸堤災害復旧工
事

（株）橋本組 事務所長表彰 (株)新村組

39 静岡河川事務所
令和元年度　安倍川水系ウラの沢流路工工
事

（株）アースシフト 事務所長表彰 (有)キーオブライフ

40 静岡河川事務所
令和元年度　駿河海岸一色離岸堤災害復
旧工事

（株）グロージオ 事務所長表彰 pine village(株) 清水　良一

番
号

事務所名 工事名

元請企業の表彰
下請企業等の表彰

（部長・事務所長表彰）

番
号

事務所名 工事名

元請企業の表彰
下請企業等の表彰

（部長・事務所長表彰）



解禁指定あり

令 和 ３ 年 ７ 月 １ ６ 日
国土交通省中部地方整備局

令和３年度「建設事業関係功労者等表彰」及び
「優良工事等表彰」について

～建設事業の推進に顕著な功績をあげられた皆さま
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～

１．概 要

中部地方整備局では、建設事業の発展に寄与された方（建設事業関係功労者表彰）
及び、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、中部地方整備局長から表彰させていただきます。

２．受 賞 者
別添資料のとおり 「建設事業関係功労者等表彰」

「優良工事等表彰及び下請企業等事務所長表彰授与一覧表｣

３．表 彰 式
「令和３年７月梅雨前線に伴う大雨」による災害対応中のため、表彰式について

は実施いたしません。
なお、表彰状等については令和３年７月１９日以降、適宜、受賞者の皆様へお渡

しする予定です。

４．部長・事務所長表彰
上記の他、優良工事・業務の企業・技術者及び当該工事等に貢献のありました下
請企業・技術者等の皆さまに対して、部長及び事務所長から表彰を行います。
（１）受賞者は別添資料のとおり

「優良工事等表彰及び下請企業等事務所長表彰授与一覧表｣
（２）表彰式については実施いたしません。

５．配 布 先
中部地方整備局記者クラブ、名古屋港記者クラブ
岐阜県政記者クラブ、多治見市政記者クラブ、美濃加茂市政記者クラブ、
可児記者クラブ、恵那記者会、中津川記者会、高山記者クラブ、
静岡県政記者クラブ、豊橋市政記者会、豊川市政記者クラブ、岡崎市政記者会、
岡崎新聞記者会、豊田市政記者クラブ、豊田市政記者東クラブ、
新城市政記者クラブ、三重県政記者クラブ、三重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、津島市政記者クラブ、大垣市政・経済記者クラブ、
港湾新聞社、港湾空港タイムス、日本海事新聞社、海事プレス、
マリタイムデーリーニュース、駒ヶ根市記者クラブ、飯田市記者クラブ、
伊那記者クラブ、塩尻桔梗ヶ原記者クラブ、山梨県政記者クラブ



６．解 禁 令和３年７月１９日（月）

７．問い合わせ先

（１）局長表彰
・建設事業関係功労者等及び表彰式について

国土交通省中部地方整備局 総務部 TEL 052-953-8117
人事計画官 前田 幸則 、人事課管理係長 寺田 進

・優良工事等について
国土交通省中部地方整備局 企画部 TEL 052-953-8131

総括技術検査官 野田 茂樹 、技術検査官 蔭山 敦士
か げ や ま

国土交通省中部地方整備局 港湾空港部 TEL 052-209-6326
港湾空港整備・補償課長 白崎 正浩 、課長補佐 高橋 佳克

（２）部長表彰
・企画部長表彰について

国土交通省中部地方整備局 企画部 TEL 052-953－8157
情報通信技術課電気通信管理主査 倉橋 和久

・道路部長表彰について
国土交通省中部地方整備局 道路部 TEL 052-953－8176

道路管理課長補佐 大崎 義保
・営繕部長表彰（優良工事等）について

国土交通省中部地方整備局 営繕部 TEL 052-953-8196
保全指導・監督室長補佐 東 義則

ひがし

・営繕部長表彰（優良業務等）について
国土交通省中部地方整備局 営繕部 TEL 052-953-8191

（設計業務）整備課長補佐 真鍋 健也
（監理業務）保全指導・監督室長補佐 東 義則

ひがし

（３）事務所長表彰
国土交通省中部地方整備局
・多治見砂防国道事務所 TEL 0572-25-8020

副所長 加藤 誠一 、総務課長 加藤 晶一
・木曽川上流河川事務所 TEL 058-251-1321

上席専門職 山崎 英克
・越美山系砂防事務所 TEL 0585-22-2161

副所長 神野 祐一
・岐阜国道事務所 TEL 058-271-9811

副所長 東野 竜哉 、工事品質管理官 安藤 裕通
と う の

・高山国道事務所 TEL 0577-36-3811
副所長 児玉 頼久 、総務課長 石原 浩二

・新丸山ダム工事事務所 TEL 0574-43-2780
副所長 瀬戸口 卓男 、総務課長 渡邉 竜晴

・静岡河川事務所 TEL 054-253-9100
総務課長 大高 由美

・静岡国道事務所 TEL 054-250-8900
総務課長 明慶 幸司 、上席専門職 大沢 文孝

みようけ い

・沼津河川国道事務所 TEL 055-934-2001
副所長 樫村 知紀 、総務課長 宇野 公崇

・富士砂防事務所 TEL 0544-27-5221
総務課長 河合 秀幸 、総務課専門職 森山 和則



・浜松河川国道事務所 TEL 053-466-0111
総務課長 長嵜 諭 、工事品質管理官 竹内 秋広

・庄内川河川事務所 TEL 052-914-6711
副所長 尾畑 三幸 、総務課長 佐藤 亮生

・豊橋河川事務所 TEL 0532-48-2111
総務課長 高武 晋

・名古屋国道事務所 TEL 052-853-7320
副所長 保庭 正人

・愛知国道事務所 TEL 052-761-1191
副所長 奥出 克

お く で

・名四国道事務所 TEL 052-823-7911
総務課長 小池 直樹 、上席専門職 小早川 かおり

・設楽ダム工事事務所 TEL 0536-62-1290
副所長 羽賀 孝則

・三重河川国道事務所 TEL 059-229-2211
総務課長 大石 彩乃

・木曽川下流河川事務所 TEL 0594-24-5711
総務課長 中村 幸範

・紀勢国道事務所 TEL 0598-52-5360
総務課長 岡崎 友紀

・北勢国道事務所 TEL 059-363-5511
総務課長 高野 元彦

・天竜川上流河川事務所 TEL 0265-81-6411
総務課長 尾関 文規 、工事品質管理官 福本 晃久

・飯田国道事務所 TEL 0265-53-7200
副所長 市川 英敏

・三峰川総合開発工事事務所 TEL 0265-98-2921
総務課長 朝倉 文雄

・天竜川ダム統合管理事務所 TEL 0265-88-3729
総務課長 浅井 博亮

・矢作ダム管理所 TEL 0565-68-2321
総務係長 永本 大樹

・蓮ダム管理所 TEL 0598-45-0371
総務係長 國井 佑輔

・中部技術事務所 TEL 052-723-5701
副所長 堀 豊裕

・静岡営繕事務所 TEL 054-255-1421
総務課長 伊藤 敏宏

・中部道路メンテナンスセンター TEL 052-722-7108
技術課長 大久保 博之

・四日市港湾事務所 TEL 059-351-1357
総務課長 不破 知成

・清水港湾事務所 TEL 054-352-4146
総務課長 都田 豊

・名古屋港湾事務所 TEL 052-651-6266
総務課長 林 明男

・三河港湾事務所 TEL 0532-32-3251
総務課長 大部 裕之

・名古屋港湾空港技術調査事務所 TEL 052-612-9981
総務課長 稲垣 哲司



（別添資料）

建設事業関係功労者表彰（局長表彰）

（功績概要）
多年に亘り、中部地方整備局の河川事業の推進に寄与し、大きく
貢献された。

氏　名 対　　　象

深津　徹 天竜川流域の治水・砂防事業

（功績概要）
多年に亘り、建設事業関係委員会の委員として建設事業の発展等
に大きく貢献された。

氏　名 対　　　象

中村　英樹
国土交通省社会資本整備審議会道路分会中部地方小委員
会等

（功績概要）
多年に亘り、中部地方整備局管内の防災活動に従事し、大きく貢
献された。

氏　名 対　　　象

板橋　一雄 道路に関する防災、災害復旧事業

一般社団法人　岐阜県建
設業協会

災害時における緊急復旧支援等事業

（功績概要）
多年に亘り、中部地方整備局の河川事業に関連した地域づくりに、
大きく貢献された。

氏　名 対　　　象

矢田・庄内川をきれいにす
る会

一級河川矢田川・庄内川の河川維持活動、河川環境保全活
動

（敬称略）

ishihara-m85aa
ハイライト表示



別添資料

「優良工事等表彰及び下請企業等事務所長表彰授与一覧表」

【個別表彰リスト】・・・別紙

局長表彰
部長・事務所長

表彰
下請企業 主任技術者 有能技能者

45件 95件 274件 77人 25人

優良工事技術者 48人 92人

安全工事 3件 8件 17件 4人 3人

社会貢献等 5件 7件 5人 0人

優良業務 36件 64件

優良業務技術者 35人 65人

企業計 84件 172件 298件

技術者計 83人 157人 86人 28人

企業・技術者計 167件 329件 298件 86人 28人

合　　　　計 412件

《参考》

局長表彰
部長・事務所長

表彰
下請企業 主任技術者 有能技能者

企業計 75件 174件 283件

技術者計 71人 158人 108人 30人

企業・技術者計 146件 332件 283件 108人 30人

合　　　　計 421件

《参考：優良工事等表彰部門別事由》

事　　　　　由

優良工事、優良工事技術者

優良業務、優良業務技術者

安全工事

社会貢献等
請負工事において、地域に根ざした社会貢献活動を実施したもの、新技術・新工法の
活用・普及び技術向上に貢献したものなど

496件

R２年度
小計

478件

部　　　　　門

請負工事、請負業務及び技術者として成績が優秀であったもの、自然的・社会的困難
な条件を克服し完遂したもの、創意工夫により能率増進に顕著な成果をあげたもの

部門
優良工事等表彰（元請企業） 下請企業等の表彰（部長・事務所長　表彰）

請負工事において、安全確保の取組が優れており、安全な工事施工に他の模範として
推奨すべき顕著な成果をあげたもの

部門
優良工事等表彰（元請企業） 下請企業等の表彰（部長・事務所長　表彰）

R３年度

優良工事

小計



企業名 表彰区分 企業名 主任技術者 有能技能者

1 営繕部 Ｈ３０高山地方合同建築工事 岐建（株） 局長表彰 （株）菊地組

（株）嶋田建設

2 多治見砂防国道事務所
平成３０年度　瑞浪恵那道路釜戸地区下部
工事

（株）中島工務店 局長表彰 カシモ機械（株）

(有)山水施工

（株）石井鉄筋 若園　明正

3 多治見砂防国道事務所
令和元年度　木曽川水系越百川第３砂防堰
堤工事

奥田工業（株） 局長表彰 篠田(株)

4 木曽川上流河川事務所
令和元年度　長良川本郷地区渡河施設整
備工事

日東工業（株） 局長表彰 （株）堀部工務店 安藤　博茂

（株）横建

5 木曽川上流河川事務所 令和２年度　長良川島田河道掘削工事 （株）市川工務店 局長表彰 (株)享栄建工 佐伯　仁

6 岐阜国道事務所
令和元年度　東海環状関広見地区整備工
事

（株）加藤組 局長表彰 山口実業（株） 山口　健司

篠田(株)

7 岐阜国道事務所
令和元年度　東海環状西郷地区道路建設
工事

巴産業（株） 局長表彰 川合基礎(株) 井上　卓也

8 岐阜国道事務所
令和元年度　岐阜国道管内北部道路建設
工事

青協建設（株） 局長表彰 (株)丸高商事 川端　昭人

篠田(株)

(有)三輪塗装

9 岐阜国道事務所 令和元年度　４１号白川地区施設修繕工事 大脇建設（株） 局長表彰 セントラル建設（株）

（有）木下土木

10 岐阜国道事務所
令和元年度　東海環状大垣地区北整備工
事

（株）伊藤工務店 局長表彰 (有)テクノエー

（株）瀬古興業

（株）嶋工務店

11 高山国道事務所
令和２年７月豪雨災害応急復旧工事（その
３）

（株）新井組 局長表彰 山﨑建設(株)中部支店

ヒダ道路(株)

(株)技翔

12 高山国道事務所
令和２年７月豪雨災害応急復旧工事（その
１）

日産工業（株） 局長表彰 (株)大清 小池　清文

日特建設（株）岐阜営業所

13 沼津河川国道事務所
令和２年度　狩野川水系市山地区入洞沢第
３砂防堰堤工事

土屋建設（株） 局長表彰 狩野開発（株）

伊豆建機（有） 山口 貴昭

14 沼津河川国道事務所 令和元年度　河津下田道路３号橋下部工事 河津建設（株） 局長表彰 （株）アイビック 山崎　一昭

中山石工（株）

（有）下田鉄筋工業

令和３年度　優良工事一覧表（令和２年度完了工事）

番
号

事務所名 工事名

元請企業の表彰
下請企業等の表彰

（部長・事務所長表彰）

別紙



企業名 表彰区分 企業名 主任技術者 有能技能者

番
号

事務所名 工事名

元請企業の表彰
下請企業等の表彰

（部長・事務所長表彰）

15 沼津河川国道事務所 平成３１年度　狩野川下河原護岸整備工事 渡邊工業（株） 局長表彰 基興業（株）

倉田工業（株） 石川　誠

16 浜松河川国道事務所 平成３０年度　三遠道路道路建設工事 （株）中村組 局長表彰 幸和工業(株) 内山　敦行

北陽建設(株) 菊池　功

(株)守屋組

17 浜松河川国道事務所
令和元年度　天竜川谷山地区築堤護岸工
事

（株）アキヤマ 局長表彰 （株）巧建工 中村　周真

幸和工業（株） 佐々木　哲也

18 静岡河川事務所 令和元年度　大井川維持修繕工事 （株）丸紅 局長表彰 （有）　吉田リース

19 富士砂防事務所 令和元年度　由比地区深礎杭ＳＡ２０工事 木内建設（株） 局長表彰 （株）都建設 宮崎　拓海

合同アスファルト（株）

20 静岡国道事務所
令和元年度　１３９号富士改良蓼原高架橋
下部工事

遠藤建設（株） 局長表彰 （有）豊菱鋼産

竹井建設

土屋ブルドーザー工事
（株）

21 静岡国道事務所
令和元年度　１号清水立体尾羽第１高架橋
下部工事

鈴与建設（株） 局長表彰 山本基礎工業（株） 埴原　通貴

（株）茂木組

（株）成島鉄筋工業 寺田　和幸

22 庄内川河川事務所 令和元年度　庄内川枇杷島築堤工事 勝建設（株） 局長表彰 (株)ノムラ 大橋　靖弘

宇佐美工業（株）

23 豊橋河川事務所
平成３０年度　豊川放水路清須第２樋管改
築工事

藤城建設（株） 局長表彰 豊信建設（株） 朝倉　猛

（株）タチバナ建材リース 竹下　浩人

24 設楽ダム工事事務所
平成２９年度　設楽ダム瀬戸設楽線５号橋
左岸下部工事

（株）安藤・間 局長表彰 日特建設（株） 三上　琢也

25 名古屋国道事務所
平成３１年度　１５３号新郡界橋ＰＣ上部工
事

鉄建建設（株） 局長表彰 （株）鮎活 森　次夫

26 名古屋国道事務所
令和元年度　第一出張所管内交通安全施
設整備工事

（株）竹中道路 局長表彰 (有)若松建設

（株）ミワコーポレーション

27 愛知国道事務所
平成２９年度　名二環春田北地区高架橋鋼
上部工事

高田機工（株） 局長表彰 (株)ミック 宮嵜　龍

藤井建設（株） 白井　孝二

28 愛知国道事務所
平成３１年度　名二環飛島大橋右岸西床版
工事

昭和コンクリート工
業（株）

局長表彰 山口橋梁建設（株） 石坂　晃一

29 名四国道事務所
令和２年度　名四国道豊田地区道路建設工
事

中日建設（株） 局長表彰
(株)セルフ舎建設
名古屋支店

舩川　正孝

日特建設(株)名古屋支店

30 名四国道事務所
平成３０年度２４７号西知多道路東海ＪＣＴ・
Ｇランプ橋下部工事

（株）ヒメノ 局長表彰 丸磯建設（株）関西支店 下田　亮

（株） テクノス

ishihara-m85aa
ハイライト表示



企業名 表彰区分 企業名 主任技術者 有能技能者

番
号

事務所名 工事名

元請企業の表彰
下請企業等の表彰

（部長・事務所長表彰）

31 三重河川国道事務所 令和２年度　津管内交通安全施設工事 松阪興産（株） 局長表彰 （有）大森組

中部ニチレキ工事（株）
三重営業所

三重レーンマーク(株)

32 三重河川国道事務所 令和２年度宮川西豊浜築堤護岸工事 宮本建設（株） 局長表彰 (株)森下建設 岡本　拓也

33 三重河川国道事務所 令和２年度　三重管内防災対策工事 東進産業（株） 局長表彰 朝日土木（株）

(株)岡崎グリーン

34 木曽川下流河川事務所
令和元年度　木曽川葭ヶ須下流川表高潮堤
防補強工事

（株）加藤建設 局長表彰
日本物理探鑛（株）
中部支店

三和地下工事（株）

35 紀勢国道事務所
平成２９年度　４２号尾鷲第４トンネル南部
工事

前田建設工業（株） 局長表彰 ハマダ建設（株）

（株）平野組

海道建設（株） 佐藤　正春

36 紀勢国道事務所 平成３０年度　４２号熊野尾鷲道路整備工事 （株）上村組 局長表彰 （株）セルフ舎建設

（株）島田工業

稲葉建設（株）

37 北勢国道事務所 令和元年度　北勢ＢＰ御館地区改良工事 （株）久志本組 局長表彰 守成建設（株） 山村　道輝 森　裕勝

38 天竜川上流河川事務所 令和２年度　三峰川災害緊急復旧工事 西武建工（株） 局長表彰 浅川建設工業（株）

池田建設（株）

守屋建設（株）

39 天竜川上流河川事務所
令和２年度　天竜川伴野地区災害緊急復旧
工事

勝間田建設（株） 局長表彰 共歩（株）

（有）小林工業

40
三峰川総合開発工事事
務所

令和２年度　美和ダム再開発ストックヤード
床版工事

（株）ヤマウラ 局長表彰 （株）春日工業

（株）ケーテツ小池鉄筋

41 飯田国道事務所
令和元年度　権兵衛峠道路災害復旧仮設
備設置工事

池田建設（株） 局長表彰 （株）角藤　中南信支店

（株）小澤土木 彦坂  亜風

42 飯田国道事務所 令和２年度　１５３号橋梁補修工事 （株）宮坂組 局長表彰 福美建設（株） 山口　宙星

（有）太平洋 酒井　洋平

（株）KOUSEI

43 清水港湾事務所
令和2年度　清水港外港防波堤（改良）消波
及び被覆工事

河津建設(株) 局長表彰 (株)新村組

(有)オカムラ



企業名 表彰区分 企業名 主任技術者 有能技能者

番
号

事務所名 工事名

元請企業の表彰
下請企業等の表彰

（部長・事務所長表彰）

44 名古屋港湾事務所
令和2年度　名古屋港第3ポートアイランド築
堤工事

五洋建設（株） 局長表彰 太平基礎工業（株） 森田　龍一

（株）冨島建設 木村　公彰

水谷建設（株） 葛山　武

45 三河港湾事務所
平成30年度　三河港神野地区岸壁（-12m）
本体工事

若築建設（株） 局長表彰 愛知海運産業(株) 小久保　肇

小野田ケミコ（株）関西支店 亀田　昌紀

1 企画部
令和２年度中部地方整備局ＩＣＴ機器整備工
事

（株）ミライト・テクノ
ロジーズ

部長表彰

2 営繕部 Ｈ３０名古屋第３国税総合庁舎建築工事 （株）熊谷組 部長表彰 (株)創羽 竹川　徹也

(株)日興建材商行 伊藤　篤史

(株)カシックス 樫原　慎太郎

3 営繕部
Ｈ３０名古屋第３国税総合庁舎機械設備工
事

ダイダン（株） 部長表彰
ジョンソンコントロールズ
(株)　名古屋支社

矢留工業(株)

大宮設備（有）

4 多治見砂防国道事務所
令和元年度　木曽川水系本谷砂防堰堤改
築工事

（株）鳴海組 事務所長表彰 (株)古川建材工業

(有)山水施工

5 多治見砂防国道事務所
令和元年度　多治見国道多治見土岐地区
整備工事

（株）吉川組 事務所長表彰 北陽建設（株）岐阜営業所

（株）トライテック

6 多治見砂防国道事務所
令和元年度　多治見国道瑞浪地区整備工
事

恵中建設（株） 事務所長表彰 北陽建設(株)

(株)ゴープラス

7 木曽川上流河川事務所
令和元年度　木曽川第一岐阜堤防維持管
理工事

（株）加藤組 事務所長表彰 加藤建設（株）

8 木曽川上流河川事務所 令和２年度　牧田川直江河道掘削工事 高田建設（株） 事務所長表彰 (有)　山元産業

9 木曽川上流河川事務所 令和２年度　長良川塵芥処理工事 巴産業（株） 事務所長表彰 加藤建設（株） 松田　義人

10 木曽川上流河川事務所 令和２年度　揖斐川上流部塵芥処理工事 （株）山辰組 事務所長表彰 （株）ヤマモト

井納建設（株）

11 越美山系砂防事務所
令和元年度　越美山系ワシズ洞第１砂防堰
堤工事

加藤建設（株） 事務所長表彰 スアミ工業（株）

12 新丸山ダム工事事務所
令和元年度　新丸山ダム国道４１８号西山
地区道路建設工事

（株）マルト建設 事務所長表彰

13 岐阜国道事務所
令和元年度　東海環状山県地区東整備工
事

（株）市川工務店 事務所長表彰 （株）横建 浅野　裕行

14 岐阜国道事務所 令和２年度　大垣雪氷作業 （株）桐山組 事務所長表彰

15 岐阜国道事務所
令和元年度　東海環状神戸大垣地区整備
工事

（株）山辰組 事務所長表彰 (有)テクノエー 辻村　雄志

西濃建設(株) 石津　将太

篠田(株)



企業名 表彰区分 企業名 主任技術者 有能技能者

番
号

事務所名 工事名

元請企業の表彰
下請企業等の表彰

（部長・事務所長表彰）

16 岐阜国道事務所 令和２年度岐阜管内道路建設工事 日東工業（株） 事務所長表彰 共友工務店（株）

日特建設（株）

17 岐阜国道事務所
令和元年度　東海環状山県地区西整備工
事

（株）松野組 事務所長表彰 (株)享栄建工 川田　元気

ライト工業（株）
中部統括支店

18 岐阜国道事務所
令和元年度八幡維持出張所管内施設補修
工事

（株）木越組 事務所長表彰 (有)タッグサービス

(株)友進道路

(株)常磐ボーリング

19 岐阜国道事務所
平成３１年度　東海環状庭田地区道路建設
工事

岐建（株） 事務所長表彰 勢濃建設(株) 吉田　圭介

20 岐阜国道事務所 平成３０年度　東海環状大野神戸整備工事 西濃建設（株） 事務所長表彰 三気建設（株）

21 岐阜国道事務所
令和元年度　東海環状岐阜ＩＣ中央本線橋Ｐ
７橋脚工事

徳倉建設（株） 事務所長表彰 (有)西方興業 西方　隆

愛北鋼業(株)

22 高山国道事務所 令和元年度４１号久々野宮地区整備工事 ナガイ（株） 事務所長表彰 (株)長瀬土建 塚本　功司

篠田(株) 林　和弘

コサカ建材(株)高山支店

23 高山国道事務所 令和元年度　４１号金山地区防災工事 （株）讃建 事務所長表彰 （株）地建防災 安田　祐介

24 高山国道事務所
令和元年度　中部縦貫中切地区道路建設
工事

大山土木（株） 事務所長表彰 （株）技研ユニティ

(有)井根鉄筋

25 高山国道事務所 令和元年度４１号神岡管内橋梁補修工事 （業）Ｈ・Ｃ建設 事務所長表彰 （株）サンロード

ヤマダインフラテクノス（株）

（株）三和鉄工所

26 沼津河川国道事務所
令和２年度　１３８号ＢＰ中畑地区道路建設
工事

(株)山田組 事務所長表彰 倉田工業(株) 小笠原　裕希

(株)石川建設

(有)相原建設

27 沼津河川国道事務所 令和２年度　沼津河川国道交通安全工事 （株）ガイアート 事務所長表彰 （株）　メテオ

（株）　ワコー

（株）　アイテック

28 沼津河川国道事務所
令和元年度　１号笹原新田地区災害復旧工
事

山本建設（株） 事務所長表彰 倉田工業（株）

白井建設

サンワ建工(株)

29 沼津河川国道事務所 令和２年度　狩野川河道維持工事 駿豆建設（株） 事務所長表彰 駿豆ブルドーザ－(株) 今井　充
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番
号

事務所名 工事名
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30 沼津河川国道事務所
平成３０年度　河津下田道路１号高架橋南
下部工事

（株）ピーエス三菱 事務所長表彰
KITAGAWA（株）
（旧社名：北川工業（株））

山田　真弘

（株）ハツカワ 重永 真由樹

斉藤土木（株）

31 沼津河川国道事務所 令和元年度　黄瀬川河川整備工事 小野建設（株） 事務所長表彰 (有)三輪建設 塩谷　智久

(株)共進土建

32 沼津河川国道事務所
令和２年度　１３８号ＢＰ須走地区飛球防護
柵設置工事

加和太建設（株） 事務所長表彰 JFEシビル（株） 鴨野　秀規

33 浜松河川国道事務所
令和元年度　１号久能高架橋西橋梁補強工
事

中村建設（株） 事務所長表彰 ＫＡＭＩＹＡ(株) 大保　秀雄

(有)榛村建設

淳和工業（株）

34 浜松河川国道事務所 令和２年度　菊川整備工事 （株）牧野組 事務所長表彰 （有）有成工建

興建

35 浜松河川国道事務所
令和元年度　天竜川広瀬地区低水護岸工
事

正光建設（株） 事務所長表彰 （株）巧建工 中村　周真 上井　彰博

36 浜松河川国道事務所 令和２年度　新豊根ダム周辺地区整備工事 （株）熊谷建設 事務所長表彰

37 浜松河川国道事務所 令和元年度　三遠道路建設工事 （株）鈴木組 事務所長表彰 幸和工業（株） 小野田　吉宣

（株）翔英組

(有)恩田工業 伴在　雅也

38 静岡河川事務所
令和元年度　駿河海岸離岸堤災害復旧工
事

（株）橋本組 事務所長表彰 (株)新村組

(有)平野潜水工業所

39 静岡河川事務所
令和元年度　安倍川水系ウラの沢流路工工
事

（株）アースシフト 事務所長表彰 (有)キーオブライフ

(株)内野組

40 静岡河川事務所
令和元年度　駿河海岸一色離岸堤災害復
旧工事

（株）グロージオ 事務所長表彰 pine village(株) 清水　良一

錦海運建設（株） 中城　俊幸

41 富士砂防事務所
令和元年度　富士砂防管内埋設配管敷設
工事

（株）井出組 事務所長表彰 (株)成慎工業

（株）松林組

42 富士砂防事務所 令和元年度　由比地区深礎杭ＳＡ２２工事 静和工業（株） 事務所長表彰 （株）都建設 浦田　睦夫

（株）イシカワ

43 静岡国道事務所
平成３０年度　１号静清ＢＰ橋梁補強補修工
事

静和工業（株） 事務所長表彰 中部化工建設(株)

(有)丸和橋本興業

（株）オーテック
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番
号
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44 静岡国道事務所 令和元年度　１号富士地区交差点改良工事 （株）井出組 事務所長表彰 総合建設　克建

（株）羽生組

富士電設（株） 佐野　和広

45 静岡国道事務所 令和元年度　１号古庄電線共同溝工事 （株）ＮＩＰＰＯ 事務所長表彰 （株）望建工業

（株）松林組

静岡中央建設（株）

46 静岡国道事務所
平成３１年度　静清維持管内東部維持修繕
工事

木内建設（株） 事務所長表彰 （株）土緑会

47 静岡国道事務所 令和２年度　静清維持管内舗装修繕工事 花菱建設（株） 事務所長表彰 （株）グランドライン

48 静岡営繕事務所 令和２年度　下田地方合同庁舎改修工事 河津建設（株） 事務所長表彰 小林電気工業（株）

ヤマト設備工業（株）

49 庄内川河川事務所
令和元年度　庄内川第二管内維持修繕工
事

（株）ＡＮＤＯ 事務所長表彰

50 豊橋河川事務所 令和元年度　豊橋河川ＣＣＴＶ設備工事
東芝通信インフラ
システムズ（株）

事務所長表彰 （株）光秀

51 設楽ダム工事事務所
平成３１年度　設楽ダム笹平奴田小松線道
路建設工事

黒柳建設（株） 事務所長表彰 日立テクノス（株） 倉橋　賢弘

（株）太飛

52 名古屋国道事務所
平成３０年度　東三河出張所管内維持修繕
工事

岡田建設（株） 事務所長表彰 （有）赤塚造園土木 寺部　悟由

中部ニチレキ工事（株） 吉田　貴志

53 名古屋国道事務所
令和元年度　豊田地区交通安全施設整備
工事

ヤハギ道路（株） 事務所長表彰 （株）英幸建設 姫田　裕章

（有）信澤土木

54 名古屋国道事務所 平成３０年度　西三河橋梁補強補修工事 中部化工建設（株） 事務所長表彰 （有）斉木組 鷲見　和也

（有）ビルド・アン

55 名古屋国道事務所
令和元年度　岡崎出張所管内橋梁補強補
修工事

ショーボンド建設
（株）

事務所長表彰 （株）ヤナギハラ

（株）横浜システック

56 愛知国道事務所
令和元年度　名二環服部４高架橋西床版工
事

（株）安部日鋼工業 事務所長表彰 （株）浦野工務店 丹下　土筆

荒川鉄工（株） 比嘉　秀彦

57 愛知国道事務所
令和元年度　名二環春田３高架橋東床版工
事

（株）日本ピーエス 事務所長表彰 （株）スガナミ 芝原　雅知

58 愛知国道事務所
令和元年度　３０２号愛知国道管内環境整
備工事

（株）光建 事務所長表彰 (株)ニホンサービス 寺西　博雄

小田鐵網(株) 岩間　光春

59 愛知国道事務所
令和元年度　４１号名濃バイパス大口扶桑
地区電線共同溝工事

世紀東急工業（株） 事務所長表彰 岐阜地中線（有） 後藤　量司

（株）キクテック 中川　孝治

ishihara-m85aa
ハイライト表示
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番
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60 名四国道事務所
令和元年度　２３号蒲郡ＢＰ豊沢西道路建
設工事

（株）加藤建設 事務所長表彰 （株）波多野組 守屋　久人

和田建材（株）

橋本建設(株)

(株)フジテック 藤下　慎一

日本基礎技術(株)中部支
店

石黒　敦久

61 名四国道事務所
令和元年度　１５５号豊田南ＢＰ田町地区道
路建設工事

日起建設（株） 事務所長表彰 白濱建設（株）

（株）萬建設

62 名四国道事務所
令和元年度　２３号蒲郡ＢＰ金野第２橋下部
工事

鈴中工業（株） 事務所長表彰 (有)エーイーエス東海

63 矢作ダム管理所
令和２年度　矢作ダム放流警報用局舎耐水
化工事

板垣建設（株） 事務所長表彰 ㈱大栄製作所 横溝　彰彦

イシデンエンジニアリング
㈱
名古屋支店

三建(株)

64 三重河川国道事務所
令和元年度　雲出古川香良洲橋右岸下部
工事

（株）アイケーディ 事務所長表彰 総合基礎(株)

65 三重河川国道事務所 令和元年度　２３号玉垣道路建設工事 松岡建設（株） 事務所長表彰 北嶋建設（株）

（株）ヒラテツ

今直組 熊澤　正明

66 三重河川国道事務所 令和元年度　雲出川島貫堤防整備工事 東海土建（株） 事務所長表彰 ジオテック(株)

67 三重河川国道事務所 令和元年度　２３号堀切川橋耐震補強工事 丸亀産業（株） 事務所長表彰 日本土建（株） 黒石　吉孝

（有）中谷土建

68 三重河川国道事務所 令和元年度　櫛田川西黒部災害復旧工事 （株）田村組 事務所長表彰 鈴建建設（株） 高畑　恒廣

丸亀重機建設（株）

（有）シーポイント

69 木曽川下流河川事務所
令和元年度　揖斐川太田地区安江樋管改
築工事

高田建設（株） 事務所長表彰 勢濃建設(株)

(有)テクノエー

(有)オオブ工業

70 木曽川下流河川事務所
令和２年度　揖斐川城南排水機場ポンプ設
備修繕工事

（株）日立インダス
トリアルプロダクツ

事務所長表彰 大和機工（株）

71 木曽川下流河川事務所
令和元年度　海津出張所管内堤防維持管
理修繕工事

（株）伊藤工務店 事務所長表彰 (株)ワイズ 金子　絢一郎

(有)根尾開発

72 紀勢国道事務所
令和元年度　４２号松阪多気ＢＰ朝田高架
橋南下部工事

丸亀産業（株） 事務所長表彰 中西建設（株）

丸亀重機建設（株）

73 紀勢国道事務所
平成３０年度　４２号尾鷲管内道路維持修繕
工事

（株）東組 事務所長表彰 尾鷲舗道(株)
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74 紀勢国道事務所
平成３０年度　４２号大台管内道路維持修繕
工事

中井土木（株） 事務所長表彰 鈴木産業 恒川　啓治

山添建設（株） 本田　仁士

75 紀勢国道事務所
令和元年度　４２号尾鷲熊野南道路建設工
事

朝日丸建設（株） 事務所長表彰 （株）セルフ舎建設 西　和志

（株）宝龍建設

76 北勢国道事務所
令和元年度　東海環状大安１高架橋中中下
部工事

伊勢土建工業（株） 事務所長表彰 （株）ダイキ建設

（株）ヒラテツ

77 北勢国道事務所
令和元年度　名阪国道板屋Ａランプ橋鋼上
部工工事

宇野重工（株） 事務所長表彰 長谷川建設（株） 山村　徹

ミヤコ産業（株）

（株）オーテック

78 北勢国道事務所 平成３１年度　名阪国道維持修繕工事
日本ハイウエイ・
サービス（株）

事務所長表彰 （株）二幸建設

（株）トリム 立岡　昇

79 天竜川上流河川事務所
令和２年度　天竜川水系小渋川砂防管内整
備工事

大協建設（株） 事務所長表彰 （有）竹内工業

（株）吉野組

（有）寛龍建設

80 天竜川上流河川事務所
令和元年度　天竜川水系黒川渓流保全工
事

（株）ヤマウラ 事務所長表彰 （有）松寿園

伊那建運（株）

81 天竜川上流河川事務所
令和元年度　天竜川水系中田切川第３砂防
堰堤除石工事

田島建設（株） 事務所長表彰 北陽建設(株) 成田　利彦

大昌建設(株)

(株)トーホー

82 天竜川上流河川事務所 令和２年度　天竜川葛北護岸工事 下平建設（株） 事務所長表彰 （有）遠藤建機 北原　大

83
三峰川総合開発工事事
務所

令和２年度　美和ダム再開発関連整備工事 小澤建設（株） 事務所長表彰 （有）室岡造園土木

84 飯田国道事務所 平成３０年度　三遠南信１号橋ＰＣ上部工事 （株）安部日鋼工業 事務所長表彰 （株）山内組 坂井　芳浩

（株）鳶　久保田組

85 飯田国道事務所
令和２年度　三遠南信喬木工事用道路建設
工事

北沢建設（株） 事務所長表彰 熊谷総建

北陽建設(株)飯田営業所 原　伸一郎

86 飯田国道事務所
令和元年度　権兵衛峠道路災害復旧防災
工事

木曽土建工業（株） 事務所長表彰 北陽建設（株）木曽営業所

東陽興業（株）

87 飯田国道事務所 平成２８年度　１９号桜沢トンネル工事 西松建設（株） 事務所長表彰 吉田西豊建設（株） 緒方　和樹

88 飯田国道事務所 令和元年度　１９号桜沢トンネル整備工事 （株）岡谷組 事務所長表彰 （株）OZK 清水　義博

89
天竜川ダム統合管理事務
所

令和元年度　小渋ダム土砂バイパストンネ
ル関連維持修繕工事

（株）吉野組 事務所長表彰
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90 清水港湾事務所
令和2年度　御前崎港防波堤（東）（改良）被
覆工事

青木建設(株) 事務所長表彰 (有)平野潜水工業所 網野　陽介

井上工業(株) 齋藤　哲男

91 名古屋港湾事務所
令和2年度　名古屋港金城ふ頭岸壁(-12m)
床掘外工事

（株）おかむら 事務所長表彰 五港建設（株）

荒沢工業（株）

92 名古屋港湾事務所
令和元年度　名古屋港庁舎改修及び稲永
新田宿舎内装改修工事

日起建設（株） 事務所長表彰 大興設備工業（株）

（株）セゾン

93 名古屋港湾事務所
令和2年度　名古屋港庄内川泊地浚渫工事
(その3)

（株）小島組 事務所長表彰 日本港湾リース(株)

（株）小島組 小野寺　博

94 四日市港湾事務所
令和元年度　津松阪港津地区（阿漕浦・御
殿場）２－２工区堤防（改良）本体工事

（株）河村産業所 事務所長表彰 中里建設(株)

95 四日市港湾事務所
令和2年度　津松阪港津地区（栗真）堤防
（改良）本体工事

高砂建設（株） 事務所長表彰 （有）丸新建設 小坂　誠



番号 事務所名 工事名 企業名 技術者名 職務 表彰区分

1 営繕部 Ｈ３０高山地方合同建築工事 岐建（株） 吉田　哲 監理技術者 局長表彰

2 多治見砂防国道事務所 平成３０年度瑞浪恵那道路釜戸地区下部工事 （株）中島工務店 鳴海　雅彦 監理技術者 局長表彰

3 多治見砂防国道事務所 令和元年度　木曽川水系越百川第３砂防堰堤工事 奥田工業（株） 小幡　敦
監理技術者・現
場代理人兼任

局長表彰

4 木曽川上流河川事務所 令和元年度　長良川本郷地区渡河施設整備工事 日東工業（株） 成田　明久 監理技術者 局長表彰

5 木曽川上流河川事務所 令和２年度　長良川島田河道掘削工事 （株）市川工務店 井上　浩邦
監理技術者・現
場代理人兼任

局長表彰

6 越美山系砂防事務所 令和元年度　越美山系ワシズ洞第１砂防堰堤工事 加藤建設（株） 服部　浩二 監理技術者 局長表彰

7 新丸山ダム工事事務所 令和元年度　新丸山ダム国道４１８号６号橋ＰＣ上部工事
昭和コンクリート工業
（株）

大洞　朋宏 監理技術者 局長表彰

8 岐阜国道事務所 令和元年度　東海環状関広見地区整備工事 （株）加藤組 大塚　竜二 現場代理人 局長表彰

9 岐阜国道事務所 令和元年度　東海環状西郷地区道路建設工事 巴産業（株） 杉本　健一 監理技術者 局長表彰

10 岐阜国道事務所 令和２年度２５８号大垣管内施設修繕工事 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株） 近藤　拓也
監理技術者・現
場代理人兼任

局長表彰

11 岐阜国道事務所 令和元年度　東海環状大垣地区中整備工事 （株）大橋組 日諸　正貴 現場代理人 局長表彰

12 岐阜国道事務所 令和元年度　東海環状岐阜ＩＣ東本線橋Ｐ８橋脚工事 （株）栗山組 大栗　竜二 現場代理人 局長表彰

13 高山国道事務所 令和２年７月豪雨災害応急復旧工事（その３） （株）新井組 清水　伸一
監理技術者・現
場代理人兼任

局長表彰

14 高山国道事務所 令和２年７月豪雨災害応急復旧工事（その１） 日産工業（株） 中島　宏弥
監理技術者・現
場代理人兼任

局長表彰

15 沼津河川国道事務所 令和２年度　狩野川水系市山地区入洞沢第３砂防堰堤工事 土屋建設（株） 笹原　雅司
監理技術者・現
場代理人兼任

局長表彰

16 沼津河川国道事務所 令和元年度　河津下田道路３号橋下部工事 河津建設（株） 前田　義憲 現場代理人 局長表彰

17 沼津河川国道事務所 平成３１年度　狩野川下河原護岸整備工事 渡邊工業（株） 永木　晋 監理技術者 局長表彰

18 浜松河川国道事務所 平成３０年度　三遠道路道路建設工事 （株）中村組 冨士見　飛鳥
監理技術者・現
場代理人兼任

局長表彰

19 浜松河川国道事務所 令和元年度　天竜川谷山地区築堤護岸工事 （株）アキヤマ 柴田　修
監理技術者・現
場代理人兼任

局長表彰

20 静岡河川事務所 令和元年度　大井川維持修繕工事 （株）丸紅 駒井　聡
監理技術者・現
場代理人兼任

局長表彰

21 静岡河川事務所 令和元年度　安倍川堤防維持管理修繕工事 花菱建設（株） 小長谷　徹 監理技術者 局長表彰

22 富士砂防事務所 令和元年度　由比地区深礎杭ＳＡ２０工事 木内建設（株） 大池　正之 監理技術者 局長表彰

23 静岡国道事務所 平成３１年度　静清維持管内中部維持修繕工事 花菱建設（株） 岡村　健太 監理技術者 局長表彰

24 庄内川河川事務所 令和元年度　庄内川枇杷島築堤工事 勝建設（株） 寺田　昌史 現場代理人 局長表彰

25 豊橋河川事務所 平成３０年度　豊川放水路清須第２樋管改築工事 藤城建設（株） 山下　淳一 監理技術者 局長表彰

26 名古屋国道事務所 平成３１年度　１５３号新郡界橋ＰＣ上部工事 鉄建建設（株） 大西　春信 監理技術者 局長表彰

27 名古屋国道事務所 令和元年度　第一出張所管内交通安全施設整備工事 （株）竹中道路 筧　貴雄 現場代理人 局長表彰

28 設楽ダム工事事務所 平成２９年度　設楽ダム瀬戸設楽線５号橋左岸下部工事 （株）安藤・間 松永　滋之 監理技術者 局長表彰

29 愛知国道事務所 平成２９年度　名二環春田北地区高架橋鋼上部工事 高田機工（株） 安江　克泰 現場代理人 局長表彰

30 愛知国道事務所 平成３１年度　名二環飛島大橋右岸西床版工事
昭和コンクリート工業
（株）

中西　大志 監理技術者 局長表彰

31 名四国道事務所 令和２年度　名四国道豊田地区道路建設工事 中日建設（株） 加藤　学 監理技術者 局長表彰

32 名四国道事務所 令和元年度　２３号蒲郡ＢＰ豊沢西道路建設工事 （株）加藤建設 尾関　剛 監理技術者 局長表彰

33 三重河川国道事務所 令和２年度　津管内交通安全施設工事 松阪興産（株） 山本　桂弘 監理技術者 局長表彰

34 三重河川国道事務所 令和２年度宮川西豊浜築堤護岸工事 宮本建設（株） 杉本　晴紀 監理技術者 局長表彰

35 三重河川国道事務所 令和２年度　三重管内防災対策工事 東進産業（株） 土井　智広
監理技術者・現
場代理人兼任

局長表彰

36 木曽川下流河川事務所 令和元年度　木曽川葭ヶ須下流川表高潮堤防補強工事 （株）加藤建設 小澤　康弘
監理技術者・現
場代理人兼任

局長表彰

37 紀勢国道事務所 平成２９年度　４２号尾鷲第４トンネル南部工事 前田建設工業（株） 松澤　郷至 現場代理人 局長表彰

38 紀勢国道事務所 平成３０年度　４２号熊野尾鷲道路整備工事 （株）上村組 竹内　浩昭 監理技術者 局長表彰

39 北勢国道事務所 令和元年度　北勢ＢＰ御館地区改良工事 （株）久志本組 大塚　茂雄
監理技術者・現
場代理人兼任

局長表彰

令和３年度　優良工事技術者一覧表（令和２年度完了工事）
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番号 事務所名 工事名 企業名 技術者名 職務 表彰区分

40 北勢国道事務所 令和元年度　東海環状大安１高架橋中中下部工事 伊勢土建工業（株） 加藤　万太郎 監理技術者 局長表彰

41 天竜川上流河川事務所 令和２年度　三峰川災害緊急復旧工事 西武建工（株） 國吉　健一 監理技術者 局長表彰

42 天竜川上流河川事務所 令和２年度　天竜川伴野地区災害緊急復旧工事 勝間田建設（株） 澤柳　俊彦
主任技術者・現
場代理人兼任

局長表彰

43 三峰川総合開発工事事務所 令和２年度　美和ダム再開発ストックヤード床版工事 （株）ヤマウラ 竹折　雄太
監理技術者・現
場代理人兼任

局長表彰

44 飯田国道事務所 令和元年度　権兵衛峠道路災害復旧仮設備設置工事 池田建設（株） 稲村　崇
監理技術者・現
場代理人兼任

局長表彰

45 飯田国道事務所 令和２年度　１５３号橋梁補修工事 （株）宮坂組 市川　亮太郎 監理技術者 局長表彰

46 清水港湾事務所 令和2年度　清水港外港防波堤（改良）消波及び被覆工事 河津建設(株) 比田井　高廣
監理技術者兼
現場代理人

局長表彰

47 名古屋港湾事務所 令和2年度　名古屋港第3ポートアイランド築堤工事 五洋建設（株） 奥井　一輝 担当技術者 局長表彰

48 三河港湾事務所 平成30年度　三河港神野地区岸壁(-12m)本体工事 若築建設（株） 小笠原　隆寛 監理技術者 局長表彰

1 営繕部 Ｈ３０名古屋第３国税総合庁舎建築工事 （株）熊谷組 野町　淳一
監理技術者・現
場代理人兼任

部長表彰

2 営繕部 Ｈ３０名古屋第３国税総合庁舎機械設備工事 ダイダン（株） 沖島　有人
監理技術者・現
場代理人兼任

部長表彰

3 多治見砂防国道事務所 令和元年度木曽川水系本谷砂防堰堤改築工事 （株）鳴海組 田中　敦 監理技術者 事務所長表彰

4 多治見砂防国道事務所 令和元年度多治見国道多治見土岐地区整備工事 （株）吉川組 今井　次紀 監理技術者 事務所長表彰

5 多治見砂防国道事務所 令和元年度多治見国道瑞浪地区整備工事 恵中建設（株） 小林　良輔
主任技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

6 木曽川上流河川事務所 令和元年度　木曽川第一岐阜堤防維持管理工事 （株）加藤組 尾藤　考泰 現場代理人 事務所長表彰

7 木曽川上流河川事務所 令和２年度　牧田川直江河道掘削工事 高田建設（株） 山川　剛史 監理技術者 事務所長表彰

8 木曽川上流河川事務所 令和２年度　長良川塵芥処理工事 巴産業（株） 中村　岳史
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

9 木曽川上流河川事務所 令和２年度　揖斐川上流部塵芥処理工事 （株）山辰組 田中　貢 監理技術者 事務所長表彰

10 越美山系砂防事務所 令和元年度　越美山系蛇抜谷第１砂防堰堤工事 （株）所組 増元　隆
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

11 新丸山ダム工事事務所 令和元年度　新丸山ダム国道４１８号西山地区道路建設工事 （株）マルト建設 纐纈　駿
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

12 岐阜国道事務所 平成３０年度　１５６号岐阜東ＢＰ道路建設工事 青協建設（株） 浅野　克弥 監理技術者 事務所長表彰

13 岐阜国道事務所 平成３１年度美濃加茂管内維持修繕工事 大脇建設（株） 光永　雄一 監理技術者 事務所長表彰

14 岐阜国道事務所 令和元年度　東海環状山県地区東整備工事 （株）市川工務店 金　文学 監理技術者 事務所長表彰

15 岐阜国道事務所 平成３０年度　東海環状山県整備工事 巴産業（株） 境田　裕人 監理技術者 事務所長表彰

16 岐阜国道事務所 令和元年度東海環状大垣地区北整備工事 （株）伊藤工務店 伊藤　和哉 現場代理人 事務所長表彰

17 岐阜国道事務所 令和元年度　東海環状大垣地区整備工事 三建産業（株） 堀江　和弘 監理技術者 事務所長表彰

18 岐阜国道事務所 令和元年度　東海環状大垣地区南整備工事 神野産業（株） 諏訪　幸則 現場代理人 事務所長表彰

19 岐阜国道事務所 令和元年度　東海環状糸貫ＩＣ道路建設工事 （株）佐竹組 大橋　信之
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

20 岐阜国道事務所 令和元年度　東海環状本巣ＰＡ西道路建設工事 杉山建設（株） 東　孝之 監理技術者 事務所長表彰

21 高山国道事務所 令和元年度４１号久々野宮地区整備工事 ナガイ（株） 粟瀬　成基 監理技術者 事務所長表彰

22 高山国道事務所 令和元年度　４１号金山地区防災工事 （株）讃建 柘植　章吉 現場代理人 事務所長表彰

23 高山国道事務所 令和元年度　中部縦貫中切地区道路建設工事 大山土木（株） 上嶋　尚人 監理技術者 事務所長表彰

24 高山国道事務所 令和元年度４１号神岡管内橋梁補修工事 （業）Ｈ・Ｃ建設 田中　時男 現場代理人 事務所長表彰

25 沼津河川国道事務所 令和２年度　１３８号ＢＰ中畑地区道路建設工事 （株）山田組 中島　純一 監理技術者 事務所長表彰

26 沼津河川国道事務所 令和２年度　沼津河川国道交通安全工事 （株）ガイアート 藤井　宏和 現場代理人 事務所長表彰

27 沼津河川国道事務所 令和元年度　１号笹原新田地区災害復旧工事 山本建設（株） 小林　英昭
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

28 沼津河川国道事務所 令和元年度　１３８号ＢＰ須走地区整備工事 山本建設（株） 眞田　貴弘 監理技術者 事務所長表彰

29 沼津河川国道事務所 平成３１年度　御殿場維持管内維持修繕工事 渡邊工業（株） 佐久間　亨 監理技術者 事務所長表彰

30 沼津河川国道事務所 令和元年度　１３８号ＢＰ仁杉中畑地区道路建設工事 （株）山田組 石原　秀征 現場代理人 事務所長表彰

31 沼津河川国道事務所 令和２年度　狩野川河道維持工事 駿豆建設（株） 小岱　晃之
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰



番号 事務所名 工事名 企業名 技術者名 職務 表彰区分

32 浜松河川国道事務所 令和元年度　１号久能高架橋西橋梁補強工事 中村建設（株） 竹内　陽介 監理技術者 事務所長表彰

33 浜松河川国道事務所 令和２年度　菊川整備工事 （株）牧野組 牛見　和生
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

34 浜松河川国道事務所 令和元年度　天竜川広瀬地区低水護岸工事 正光建設（株） 竹下　敏雄 現場代理人 事務所長表彰

35 浜松河川国道事務所 令和２年度　新豊根ダム周辺地区整備工事 （株）熊谷建設 前島　学
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

36 浜松河川国道事務所 令和元年度　三遠道路建設工事 （株）鈴木組 長谷川　豪 現場代理人 事務所長表彰

37 静岡河川事務所 令和元年度　駿河海岸離岸堤災害復旧工事 （株）橋本組 半田　肇
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

38 静岡河川事務所 令和元年度　大井川神座築堤護岸工事 （株）エコワーク 城　直行 現場代理人 事務所長表彰

39 静岡河川事務所 令和元年度　安倍川維持修繕工事 瀧重機土木（株） 小沼　哲也
主任技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

40 富士砂防事務所 令和元年度　富士砂防管内埋設配管敷設工事 （株）井出組 金指　佑 現場代理人 事務所長表彰

41 富士砂防事務所 令和元年度　由比地区深礎杭ＳＡ２２工事 静和工業（株） 大島　賢 監理技術者 事務所長表彰

42 富士砂防事務所 令和２年度　富士山北麓砂防設備工事 （株）大森工務所 佐藤　欣一
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

43 静岡国道事務所 令和元年度　１号清水立体尾羽第３高架橋中鋼製梁工事 瀧上工業（株） 河本　康憲 監理技術者 事務所長表彰

44 静岡営繕事務所 令和２年度　下田地方合同庁舎改修工事 河津建設（株） 松永　武志
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

45 庄内川河川事務所 令和元年度　庄内川第二管内維持修繕工事 （株）ＡＮＤＯ 阿部　明
主任技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

46 庄内川河川事務所 令和元年度　庄内川堤防耐震工事 海部建設（株） 町田　博 現場代理人 事務所長表彰

47 豊橋河川事務所 令和元年度　豊橋河川ＣＣＴＶ設備工事
東芝通信インフラシステ
ムズ（株）

望主　隆 主任技術者 事務所長表彰

48 設楽ダム工事事務所 平成３１年度　設楽ダム笹平奴田小松線道路建設工事 黒柳建設（株） 荻野　伸廣 現場代理人 事務所長表彰

49 名古屋国道事務所 平成３０年度　東三河出張所管内維持修繕工事 岡田建設（株） 加藤　弘紀 監理技術者 事務所長表彰

50 名古屋国道事務所 令和元年度　豊田地区交通安全施設整備工事 ヤハギ道路（株） 松井　冬彦 現場代理人 事務所長表彰

51 名古屋国道事務所 平成３０年度　西三河橋梁補強補修工事 中部化工建設（株） 川地　孝志 監理技術者 事務所長表彰

52 名古屋国道事務所 令和元年度　岡崎出張所管内橋梁補強補修工事 ショーボンド建設（株） 大野　友裕 監理技術者 事務所長表彰

53 愛知国道事務所 令和元年度　名二環服部４高架橋西床版工事 （株）安部日鋼工業 竹内　義貴 現場代理人 事務所長表彰

54 愛知国道事務所 令和元年度　名二環春田３高架橋東床版工事 （株）日本ピーエス 杉山　哲也 監理技術者 事務所長表彰

55 愛知国道事務所 令和元年度　３０２号愛知国道管内環境整備工事 （株）光建 八木　正史 監理技術者 事務所長表彰

56 愛知国道事務所 令和元年度　４１号名濃バイパス大口扶桑地区電線共同溝工事 世紀東急工業（株） 大西　卓也 監理技術者 事務所長表彰

57 名四国道事務所 平成３０年度２４７号西知多道路東海ＪＣＴ・Ｇランプ橋下部工事 （株）ヒメノ 豊田　雅俊 監理技術者 事務所長表彰

58 名四国道事務所 令和元年度　１５５号豊田南ＢＰ田町地区道路建設工事 日起建設（株） 浅井　雅司 監理技術者 事務所長表彰

59 名四国道事務所 令和元年度　２３号蒲郡ＢＰ金野第２橋下部工事 鈴中工業（株） 伊佐治　拓也 現場代理人 事務所長表彰

60 矢作ダム管理所 令和２年度　矢作ダム放流警報用局舎耐水化工事 板垣建設（株） 前野　良介 現場代理人 事務所長表彰

61 三重河川国道事務所 令和元年度　雲出古川香良洲橋右岸下部工事 （株）アイケーディ 濱村　文紀 現場代理人 事務所長表彰

62 三重河川国道事務所 令和元年度　２３号玉垣道路建設工事 松岡建設（株） 秦　幸昭
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

63 三重河川国道事務所 令和元年度　雲出川島貫堤防整備工事 東海土建（株） 南　隆広 監理技術者 事務所長表彰

64 三重河川国道事務所 令和元年度　２３号堀切川橋耐震補強工事 丸亀産業（株） 中川　重治
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

65 三重河川国道事務所 令和元年度　櫛田川西黒部災害復旧工事 （株）田村組 西山　拓磨 監理技術者 事務所長表彰

66 木曽川下流河川事務所 令和元年度　揖斐川太田地区安江樋管改築工事 高田建設（株） 森島　弘雄 監理技術者 事務所長表彰

67 木曽川下流河川事務所 令和２年度　揖斐川城南排水機場ポンプ設備修繕工事
（株）日立インダストリア
ルプロダクツ

阿部　政宏
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

68 木曽川下流河川事務所 令和元年度　木曽三川下流管内河道整備工事 霞興業（有） 宮崎　喜久 監理技術者 事務所長表彰

69 紀勢国道事務所 令和元年度　４２号松阪多気ＢＰ朝田高架橋南下部工事 丸亀産業（株） 初岡　拓真 監理技術者 事務所長表彰

70 紀勢国道事務所 令和元年度　４２号尾鷲管内橋梁補修工事 ハマダ建設（株） 久米　俊史
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

71 紀勢国道事務所 平成３０年度　４２号尾鷲管内道路維持修繕工事 （株）東組 中森　伸 現場代理人 事務所長表彰

ishihara-m85aa
ハイライト表示

ishihara-m85aa
ハイライト表示



番号 事務所名 工事名 企業名 技術者名 職務 表彰区分

72 紀勢国道事務所 平成３０年度　４２号大台管内道路維持修繕工事 中井土木（株） 村田　孝文
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

73 北勢国道事務所 令和元年度　２５号（名阪国道）整備工事 イケダアクト（株） 宮﨑　将憲 監理技術者 事務所長表彰

74 北勢国道事務所 令和元年度　名阪国道板屋Ａランプ橋鋼上部工工事 宇野重工（株） 竹谷　由美
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

75 北勢国道事務所 平成３１年度　名阪国道維持修繕工事
日本ハイウエイ・サービ
ス（株）

田原　知彦 監理技術者 事務所長表彰

76 天竜川上流河川事務所 令和２年度　天竜川水系小渋川砂防管内整備工事 大協建設（株） 宮下　剛彦
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

77 天竜川上流河川事務所 令和元年度　天竜川水系黒川渓流保全工事 （株）ヤマウラ 竹折　雄太
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

78 天竜川上流河川事務所 令和元年度　天竜川水系中田切川第３砂防堰堤除石工事 田島建設（株） 倉田　秀司
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

79 天竜川上流河川事務所 令和２年度　天竜川葛北護岸工事 下平建設（株） 山田　康貴
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

80 三峰川総合開発工事事務所 令和２年度　美和ダム再開発関連整備工事 小澤建設（株） 小澤　光良 監理技術者 事務所長表彰

81 飯田国道事務所 平成３０年度　三遠南信１号橋ＰＣ上部工事 （株）安部日鋼工業 長屋　和征 現場代理人 事務所長表彰

82 飯田国道事務所 令和２年度　三遠南信喬木工事用道路建設工事 北沢建設（株） 宮下　克寛 監理技術者 事務所長表彰

83 飯田国道事務所 令和２年度　三遠南信此田地区道路建設工事 神稲建設（株） 増田　健治 監理技術者 事務所長表彰

84 飯田国道事務所 令和元年度　権兵衛峠道路災害復旧防災工事 木曽土建工業（株） 山本　悟
主任技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

85 飯田国道事務所 平成２８年度　１９号桜沢トンネル工事 西松建設（株） 岩間　史明 監理技術者 事務所長表彰

86 天竜川ダム統合管理事務所 令和元年度　小渋ダム土砂バイパストンネル関連維持修繕工事 （株）吉野組 松澤　祐忠 監理技術者 事務所長表彰

87 清水港湾事務所 令和2年度　御前崎港防波堤（東）（改良）被覆工事 青木建設(株) 佐野　世紀 現場代理人 事務所長表彰

88 名古屋港湾事務所 令和2年度　名古屋港金城ふ頭岸壁(-12m)床掘外工事 （株）おかむら 田中　耕一 監理技術者 事務所長表彰

89 名古屋港湾事務所
令和元年度　名古屋港庁舎改修及び稲永新田宿舎内装改修工
事

日起建設（株） 伊藤　貴俊
専任監理技術
者

事務所長表彰

90 名古屋港湾事務所 令和2年度　名古屋港庄内川泊地浚渫工事(その3) （株）小島組 山本　正憲
現場代理人兼
監理技術者

事務所長表彰

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

河村産業所（株） 大脇　邦夫 監理技術者 事務所長表彰

92 四日市港湾事務所 令和2年度　津松阪港津地区（栗真）堤防（改良）本体工事 高砂建設（株） 青木　大輔 現場代理人 事務所長表彰



番号 事務所名 業務名 企業名 表彰区分

1 営繕部 Ｈ３０名古屋第３国税総合庁舎工事監理業務 （株）市川三千男建築設計事務所 局長表彰

2 多治見砂防国道事務所 令和２年度　多治見砂防調査技術資料作成業務 （株）三栄コンサルタント 局長表彰

3 多治見砂防国道事務所 令和２年度　瑞浪恵那道路美濃地区東部用地調査業務 中部復建（株） 局長表彰

4 木曽川上流河川事務所 令和元年度　国営公園江南施設設計業務 サンコーコンサルタント（株） 局長表彰

5 木曽川上流河川事務所 令和２年度　木曽川中流部流量観測業務 （株）ユニオン 局長表彰

6 新丸山ダム工事事務所 令和元年度　新丸山ダム本体設計・施工計画検討業務 （株）建設技術研究所 局長表彰

7 新丸山ダム工事事務所 令和２年度　新丸山ダム共有地補償説明業務 大同コンサルタンツ（株） 局長表彰

8 岐阜国道事務所 令和２年度岐阜国道特殊車両事務業務
令和２年度　岐阜国道特殊車両事務業
務セントレック・メイホー設計共同体

局長表彰

9 岐阜国道事務所 令和２年度岐阜国道道路管理データベース更新業務 （株）テクノスジャパン 局長表彰

10 高山国道事務所 令和２年７月豪雨災害調査復旧対策検討設計業務 大日コンサルタント（株） 局長表彰

11 沼津河川国道事務所 平成３１年度　河津下田道路事業監理業務
平成３１年度　河津下田道路事業監理業
務　八千代・フジタ・四門設計共同体

局長表彰

12 沼津河川国道事務所 令和２年度　伊豆縦貫環境検討業務 （株）環境アセスメントセンター 局長表彰

13 浜松河川国道事務所 平成３１年度　浜松管内道路施設点検業務 国際航業（株） 局長表彰

14 静岡河川事務所 令和２年度　駿河蒲原海岸保全施設検討業務 （株）東京建設コンサルタント 局長表彰

15 富士砂防事務所 令和２年度　富士砂防南麓砂防施設予備設計業務 いであ（株） 局長表彰

16 静岡国道事務所 令和２年度　１号藤枝バイパス施工方針検討業務 協和設計（株） 局長表彰

17 庄内川河川事務所
令和２年度　小里川ダム水辺現地調査（植物・環境基図）
業務

アジア航測（株） 局長表彰

18 庄内川河川事務所
令和２年度　庄内川水文観測所保守点検及び資料整理業
務

（株）北辰測量設計 局長表彰

19 豊橋河川事務所 令和２年度　矢作川自然再生事業検討業務 （株）建設環境研究所 局長表彰

20 設楽ダム工事事務所 令和２年度　設楽ダム貯水池地質解析業務 日本工営（株） 局長表彰

21 名古屋国道事務所 令和２年度　第一第二出張所管内地下構造物点検業務 （株）大増コンサルタンツ 局長表彰

22 名四国道事務所 令和２年度　名四国道交通円滑化検討業務 （株）長大 局長表彰

23 名四国道事務所 令和元年度　西知多道路地質調査業務 川崎地質（株） 局長表彰

24 中部技術事務所 令和元年度　中部地整管内舗装路面性状調査業務 （株）パスコ 局長表彰

25 三重河川国道事務所 令和２年度　三重河川国道道路計画技術資料作成業務 （株）カギテック 局長表彰

26 三重河川国道事務所 令和２年度　三重管内電線共同溝詳細設計業務 中央コンサルタンツ（株） 局長表彰

27 木曽川下流河川事務所
令和２年度　木曽三川下流部における広域避難のあり方
検討業務

（株）アイ・ディー・エー 局長表彰

28 紀勢国道事務所 令和２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） 局長表彰

29 北勢国道事務所 令和元年度　４７５号東海環状田切川橋梁詳細設計業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 局長表彰

30 北勢国道事務所 令和２年度　北勢国道管内水文・地質調査業務 （株）ダイヤコンサルタント 局長表彰

31 天竜川上流河川事務所 令和２年度　単価契約　天竜川河川図面作成業務 （株）ジッソク 局長表彰

32 天竜川上流河川事務所 令和２年度　天龍村戸口災害緊急測量業務 （株）嶺水 局長表彰

33 天竜川上流河川事務所 令和２年度　天竜川水系７月豪雨災害緊急調査業務 （株）ゼンシン 局長表彰

34 飯田国道事務所 令和元年度　権兵衛峠道路災害復旧設計業務 玉野総合コンサルタント（株） 局長表彰

35 四日市港湾事務所 令和2年度　四日市港施設計画検討業務 (株)シオ政策経営研究所 局長表彰

36 名古屋港湾空港技術調査事務所
令和２年度　海洋レーダによる海象観測技術高度化検討
業務

沿岸技術研究センター・国際航業設計共
同体

局長表彰

令和３年度　優良業務一覧表（令和２年度完了業務）
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番号 事務所名 業務名 企業名 表彰区分

1 道路部 令和２年度　中部地整管内道路巡回効率化検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 部長表彰

2 営繕部 Ｈ３０高山地方合同工事監理業務 （有）小林建築設計事務所 部長表彰

3 多治見砂防国道事務所 平成３１年度　瑞浪恵那道路道路予備設計業務 八千代エンジニヤリング（株） 事務所長表彰

4 多治見砂防国道事務所 令和元年度多治見国道管内交安施設設計業務 大日コンサルタント（株） 事務所長表彰

5 木曽川上流河川事務所 平成３１年度　木曽川水系河川整備検討業務 （株）建設技術研究所 事務所長表彰

6 木曽川上流河川事務所 令和２年度　木曽川上流水防災支援検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 事務所長表彰

7 越美山系砂防事務所 令和２年度　越美山系砂防流砂量及び崩壊地観測業務 日本工営（株） 事務所長表彰

8 新丸山ダム工事事務所 令和元年度　新丸山ダム設計関連総合評価業務 （一財）ダム技術センター 事務所長表彰

9 新丸山ダム工事事務所 令和元年度　新丸山ダム八百津地区右岸地質調査業務 東邦地水（株） 事務所長表彰

10 新丸山ダム工事事務所 平成３１年度　新丸山ダム貯水池周辺地質調査業務 川崎地質（株） 事務所長表彰

11 岐阜国道事務所 令和２年度　岐阜国道交通安全事業監理業務
令和２年度　岐阜国道交通安全事業監
理業務　中地協・大日設計共同体

事務所長表彰

12 岐阜国道事務所 平成３１年度東海環状南部施工検討業務 大日コンサルタント（株） 事務所長表彰

13 岐阜国道事務所 令和２年度岐阜国道管内橋梁補強補修設計業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 事務所長表彰

14 岐阜国道事務所 平成３１年度２１号岐大バイパス道路予備計画検討業務 セントラルコンサルタント（株） 事務所長表彰

15 岐阜国道事務所 令和２年度東海環状南部水文調査業務 国際航業（株） 事務所長表彰

16 岐阜国道事務所
令和２年度　１５６号岐阜東ＢＰ上芥見地区南部用地調査
業務

（株）大増コンサルタンツ 事務所長表彰

17 高山国道事務所 令和２年度高山国道管内施工方針検討業務 中央コンサルタンツ（株） 事務所長表彰

18 木曽川水系ダム統合管理事務所 令和２年度　丸山ダムフォローアップ報告資料検討業務 （一財）水源地環境センター 事務所長表彰

19 沼津河川国道事務所 令和２年度　沼津河川国道管内機械設備設計業務 （株）東京建設コンサルタント 事務所長表彰

20 沼津河川国道事務所 令和２年度　狩野川管内河川整備詳細設計業務 大日コンサルタント（株） 事務所長表彰

21 沼津河川国道事務所 令和２年度　狩野川水辺空間利用検討業務 （株）建設環境研究所 事務所長表彰

22 浜松河川国道事務所 令和２年度　天竜川河川管理高度化検討業務
令和２年度　天竜川河川管理高度化検
討業務　オリエンタルコンサルタンツ・パ
スコ設計共同体

事務所長表彰

23 浜松河川国道事務所 令和２年度　天竜川出水時等環境調査業務 （株）環境アセスメントセンター 事務所長表彰

24 浜松河川国道事務所 令和２年度　静岡県西部地域環境影響検討業務 （株）建設環境研究所 事務所長表彰

25 浜松河川国道事務所 令和２年度　国道１号西部地域測量業務
令和２年度　国道１号西部地域測量業務
中日本航空・フジヤマ設計共同体

事務所長表彰

26 浜松河川国道事務所
令和２年度　浜松河川国道事務所用地関係資料作成整理
等業務

玉野総合コンサルタント（株） 事務所長表彰

27 静岡河川事務所 令和元年度　大井川事業再評価検討業務 （株）建設技術研究所 事務所長表彰

28 静岡河川事務所
令和２年度　大井川流量観測及び水文観測所保守点検業
務

（株）ツルタコンサルタント 事務所長表彰

29 富士砂防事務所 令和２年度　由比地区地すべり対策施設予備設計業務 （株）建設技術研究所 事務所長表彰

30 静岡国道事務所
令和２年度　静岡国道管内道路管理データベース作成更
新業務

（株）テクノスジャパン 事務所長表彰

31 静岡国道事務所 平成３１年度　富士維持管内橋梁点検業務 日本工営（株） 事務所長表彰

32 庄内川河川事務所 令和元年度　庄内川耐震詳細設計業務 日本工営（株） 事務所長表彰

33 豊橋河川事務所 令和２年度　矢作ダム再生事業放流設備概略設計業務 （株）建設技術研究所 事務所長表彰

34 設楽ダム工事事務所 令和元年度　設楽ダム瀬戸設楽線３号橋詳細設計業務 セントラルコンサルタント（株） 事務所長表彰

35 設楽ダム工事事務所 令和２年度　設楽ダム流量観測業務 設楽測量設計（株） 事務所長表彰

36 設楽ダム工事事務所 令和２年度　設楽ダム大名倉地区地質調査業務 （株）ダイヤコンサルタント 事務所長表彰
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番号 事務所名 業務名 企業名 表彰区分

37 名古屋国道事務所 令和２年度　愛知県内交通事故分析評価業務
令和２年度　愛知県内交通事故分析評
価業務長大・交通工学研究会設計共同
体

事務所長表彰

38 名古屋国道事務所 令和２年度　名古屋国道道路調査技術資料作成業務
令和２年度　名古屋国道道路調査技術
資料作成業務中部復建・復建エンジニヤ
リング設計共同体

事務所長表彰

39 名古屋国道事務所 令和２年度　名古屋国道管内交通円滑化検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 事務所長表彰

40 愛知国道事務所 令和２年度　愛知国道環境影響検討業務 （株）長大 事務所長表彰

41 名四国道事務所 令和元年度　西知多道路荒尾高架橋詳細設計業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 事務所長表彰

42 名四国道事務所
令和元年度　西知多道路荒尾ＯＦＦランプ橋梁詳細設計業
務

協和設計（株） 事務所長表彰

43 中部技術事務所 令和２年度　中部地整管内津波被害軽減方策検討業務 日本工営（株） 事務所長表彰

44 三重河川国道事務所 令和２年度　四日市地区交通結節点検討業務 （株）建設技術研究所 事務所長表彰

45 三重河川国道事務所 令和２年度　櫛田川・宮川水辺現地調査業務 （株）建設環境研究所 事務所長表彰

46 三重河川国道事務所 令和元年度　桧尻川排水機場検討業務 いであ（株） 事務所長表彰

47 木曽川下流河川事務所 令和元年度　木曽三川下流部構造物詳細設計業務 いであ（株） 事務所長表彰

48 紀勢国道事務所 令和２年度　紀勢国道技術資料作成業務 セントラルコンサルタント（株） 事務所長表彰

49 紀勢国道事務所 令和２年度　尾鷲管内道路空間設計業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 事務所長表彰

50 紀勢国道事務所 令和元年度　東紀州北部地区用地調査業務 （株）テイコク 事務所長表彰

51 北勢国道事務所 平成３１年度　名阪国道道路防災カルテ点検業務 アジア航測（株） 事務所長表彰

52 蓮ダム管理所 令和２年度蓮ダム下流域浸水想定図検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 事務所長表彰

53 天竜川上流河川事務所 令和元年度　天竜川水系砂防堰堤温度応力検討業務 大日コンサルタント（株） 事務所長表彰

54 天竜川上流河川事務所 令和２年度　天竜川上流河川管理施設等監理検討業務
令和２年度　天竜川上流河川管理施設
等監理検討業務ＰＣＫＫ・ゼンシン設計

事務所長表彰

55 天竜川上流河川事務所 令和２年度　天竜川上流管内地下水影響調査業務 （株）建設技術研究所 事務所長表彰

56 天竜川上流河川事務所 令和元年度　天竜川大草地区用地調査業務 （株）テイコク 事務所長表彰

57 三峰川総合開発工事事務所 令和元年度　美和ダム再開発採水・測量業務 （株）嶺水 事務所長表彰

58 飯田国道事務所 令和２年度　１９号薮原地区橋梁詳細設計業務 協和設計（株） 事務所長表彰

59 飯田国道事務所 平成３１年度　飯田国道管内防災点検業務 （株）ダイヤコンサルタント 事務所長表彰

60 天竜川ダム統合管理事務所 令和２年度　小渋ダム土砂バイパス運用検討業務 （株）建設技術研究所 事務所長表彰

61 天竜川ダム統合管理事務所 令和２年度　小渋ダム貯水池測量業務 （株）パスコ 事務所長表彰

62 清水港湾事務所 令和元年度　清水港日の出岸壁実施設計 パシフィックコンサルタンツ（株） 事務所長表彰

63 名古屋港湾事務所 令和２年度　名古屋港港湾施設施工技術検討業務 （一財）港湾空港総合技術センター 事務所長表彰

64 三河港湾事務所 令和2年度　三河港環境調査 三洋テクノマリン（株） 事務所長表彰



番号 事務所名 業務名 企業名 技術者名 職務 表彰区分

1 営繕部
令和元年度　静岡運輸支局浜松自動車検査登録事
務所設計業務

(株)都市環境設計 寺澤　英行 管理技術者 局長表彰

2 多治見砂防国道事務所 平成３１年度　瑞浪恵那道路道路予備設計業務 八千代エンジニヤリング（株） 大矢　竜市 管理技術者 局長表彰

3 多治見砂防国道事務所 令和元年度多治見国道管内交安施設設計業務 大日コンサルタント（株） 瀬古　賢司 担当技術者 局長表彰

4 木曽川上流河川事務所 令和元年度　国営公園江南施設設計業務 サンコーコンサルタント（株） 串田　宗史 管理技術者 局長表彰

5 越美山系砂防事務所 令和２年度　越美山系管内砂防施設予備設計業務 アジア航測（株） 富田　康裕 担当技術者 局長表彰

6 新丸山ダム工事事務所
令和元年度　新丸山ダム本体設計・施工計画検討
業務

（株）建設技術研究所 高塚　哲 管理技術者 局長表彰

7 岐阜国道事務所
令和２年度　１５６号岐阜東ＢＰ上芥見地区南部用地
調査業務

（株）大増コンサルタンツ 中村　竜平 主任担当者 局長表彰

8 岐阜国道事務所 令和２年度岐阜国道特殊車両事務業務
令和２年度　岐阜国道特殊車両事務業務
セントレック・メイホー設計共同体

清水　美弥子 担当技術者 局長表彰

9 岐阜国道事務所 令和２年度　岐阜国道交通安全事業監理業務
令和２年度　岐阜国道交通安全事業監理
業務　中地協・大日設計共同体

則竹　博明 担当技術者 局長表彰

10 高山国道事務所 令和２年７月豪雨災害調査復旧対策検討設計業務 大日コンサルタント（株） 川合　裕之 管理技術者 局長表彰

11 沼津河川国道事務所 平成３１年度　河津下田道路事業監理業務
平成３１年度　河津下田道路事業監理業
務　八千代・フジタ・四門設計共同体

吉川　明宏 担当技術者 局長表彰

12 沼津河川国道事務所 令和２年度　沼津河川国道管内機械設備設計業務 （株）東京建設コンサルタント 渡邉　智浩 管理技術者 局長表彰

13 浜松河川国道事務所 令和２年度　天竜川河川管理高度化検討業務
令和２年度　天竜川河川管理高度化検討
業務　オリエンタルコンサルタンツ・パスコ
設計共同体

小川　愛子 担当技術者 局長表彰

14 浜松河川国道事務所 平成３１年度　浜松管内道路施設点検業務 国際航業（株） 森澤　武久 管理技術者 局長表彰

15 静岡河川事務所 令和元年度　大井川事業再評価検討業務 （株）建設技術研究所 大石　三之 管理技術者 局長表彰

16 富士砂防事務所 令和２年度　由比地区地すべり地質調査業務 国土防災技術（株） 高島　誠 担当技術者 局長表彰

17 庄内川河川事務所 令和元年度　庄内川耐震詳細設計業務 日本工営（株） 下田　聡 担当技術者 局長表彰

18 豊橋河川事務所
令和２年度　矢作ダム再生事業放流設備概略設計
業務

（株）建設技術研究所 水摩　智嘉 管理技術者 局長表彰

19 設楽ダム工事事務所 令和２年度　設楽ダム貯水池地質解析業務 日本工営（株） 藤原　民章 管理技術者 局長表彰

20 名古屋国道事務所 令和２年度　愛知県内交通事故分析評価業務
令和２年度　愛知県内交通事故分析評価
業務長大・交通工学研究会設計共同体

池水　丈明 管理技術者 局長表彰

21 名古屋国道事務所
令和２年度　第一第二出張所管内地下構造物点検
業務

（株）大増コンサルタンツ 鈴村　雄三 管理技術者 局長表彰

22 愛知国道事務所 令和２年度　愛知国道環境影響検討業務 （株）長大 竹田　則喜 管理技術者 局長表彰

23 名四国道事務所 令和元年度　西知多道路荒尾高架橋詳細設計業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 田中　誠 担当技術者 局長表彰

24 中部技術事務所 令和元年度　中部地整管内舗装路面性状調査業務 （株）パスコ 窪田　智則 管理技術者 局長表彰

25 三重河川国道事務所 令和２年度　四日市地区交通結節点検討業務 （株）建設技術研究所 小川　明人 管理技術者 局長表彰

26 三重河川国道事務所
令和２年度　三重河川国道道路計画技術資料作成
業務

（株）カギテック 斎藤　正明 管理技術者 局長表彰

27 木曽川下流河川事務所
令和２年度　木曽三川下流部における広域避難の
あり方検討業務

（株）アイ・ディー・エー 兒玉　真 管理技術者 局長表彰

28 紀勢国道事務所 令和２年度　尾鷲管内道路空間設計業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 藤岡　亮文 管理技術者 局長表彰

29 北勢国道事務所 平成３１年度　名阪国道道路防災カルテ点検業務 アジア航測（株） 村中　亮太 管理技術者 局長表彰

30 天竜川上流河川事務所 令和２年度　天龍村戸口災害緊急測量業務 （株）嶺水 百本　法光 主任技術者 局長表彰

31 天竜川上流河川事務所
令和２年度　天竜川水系７月豪雨災害緊急調査業
務

（株）ゼンシン 原田　東鶴 主任技術者 局長表彰

32 飯田国道事務所 令和元年度　権兵衛峠道路災害復旧設計業務 玉野総合コンサルタント（株） 原田　和樹 管理技術者 局長表彰

33 天竜川ダム統合管理事務所 令和２年度　小渋ダム土砂バイパス運用検討業務 （株）建設技術研究所 荒木　孝之 管理技術者 局長表彰

34 四日市港湾事務所 令和2年度　四日市港施設計画検討業務 (株)シオ政策経営研究所 藤田　順史 管理技術者 局長表彰

35 名古屋港湾空港技術調査事務所
令和２年度　海洋レーダによる海象観測技術高度化
検討業務

沿岸技術研究センター・国際航業設計共
同体

春日井　康夫 管理技術者 局長表彰

1 道路部
令和２年度　中部地整管内道路巡回効率化検討業
務

パシフィックコンサルタンツ（株） 吉田　博 管理技術者 部長表彰

2 営繕部
令和元年度　静岡地方合同・静岡法務総合耐震改
修設計業務

（有）小林建築設計事務所 小林　一輝 管理技従者 部長表彰

3 多治見砂防国道事務所 令和２年度　多治見砂防調査技術資料作成業務 （株）三栄コンサルタント 髙橋　正夫 管理技術者 事務所長表彰

4 多治見砂防国道事務所
令和２年度　瑞浪恵那道路美濃地区東部用地調査
業務

中部復建（株） 鬼頭　伸彰 主任担当者 事務所長表彰

5 多治見砂防国道事務所 令和２年度　多治見砂防設計技術資料作成業務 大同コンサルタンツ（株） 長谷　英治 管理技術者 事務所長表彰

6 木曽川上流河川事務所 令和２年度　木曽川中流部流量観測業務 （株）ユニオン 大岩　弘和 主任技術者 事務所長表彰

令和３年度　優良業務技術者一覧表（令和２年度完了業務）
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7 木曽川上流河川事務所 平成３１年度　木曽川水系河川整備検討業務 （株）建設技術研究所 福岡　達信 管理技術者 事務所長表彰

8 木曽川上流河川事務所 令和２年度　長良川中流部流量観測業務 （株）創信 柊　健吾 主任技術者 事務所長表彰

9 越美山系砂防事務所
令和２年度　越美山系砂防流砂量及び崩壊地観測
業務

日本工営（株） 西　陽太郎 管理技術者 事務所長表彰

10 新丸山ダム工事事務所
令和元年度　新丸山ダム八百津地区右岸地質調査
業務

東邦地水（株） 石川　昌幹 主任技術者 事務所長表彰

11 新丸山ダム工事事務所
平成３０年度　新丸山ダム本体設計・施工計画検討
業務

（株）建設技術研究所 倉橋　実 担当技術者 事務所長表彰

12 岐阜国道事務所 平成３１年度東海環状南部施工検討業務 大日コンサルタント（株） 幸　哲也 担当技術者 事務所長表彰

13 岐阜国道事務所 令和２年度岐阜国道管内橋梁補強補修設計業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 安藤　誠 管理技術者 事務所長表彰

14 岐阜国道事務所
令和２年度岐阜国道道路管理データベース更新業
務

（株）テクノスジャパン 髙﨑　佑哉 担当技術者 事務所長表彰

15 岐阜国道事務所
平成３１年度２１号岐大バイパス道路予備計画検討
業務

セントラルコンサルタント（株） 松岡　寿章 管理技術者 事務所長表彰

16 岐阜国道事務所 令和２年度東海環状南部水文調査業務 国際航業（株） 梶野　清司 担当技術者 事務所長表彰

17 高山国道事務所 令和２年度高山国道管内施工方針検討業務 中央コンサルタンツ（株） 小川　利治 管理技術者 事務所長表彰

18 高山国道事務所 令和２年度高山国道道路資料作成業務 （一社）パブリックサービス 森　志寿男 管理技術者 事務所長表彰

19 木曽川水系ダム統合管理事務所
令和２年度　丸山ダムフォローアップ報告資料検討
業務

（一財）水源地環境センター 可児　裕 管理技術者 事務所長表彰

20 沼津河川国道事務所 令和２年度　狩野川管内河川整備詳細設計業務 大日コンサルタント（株） 平野　浩之 担当技術者 事務所長表彰

21 沼津河川国道事務所
令和２年度　沼津河川国道事務所危機管理検討業
務

日本工営（株） 鈴木　沙耶 担当技術者 事務所長表彰

22 沼津河川国道事務所 令和２年度　伊豆縦貫環境検討業務 （株）環境アセスメントセンター 近藤　多美子 担当技術者 事務所長表彰

23 沼津河川国道事務所
令和２年度　沼津河川国道北部道路施工方針検討
業務

大日コンサルタント（株） 土屋　伸太郎 担当技術者 事務所長表彰

24 浜松河川国道事務所 令和２年度　天竜川出水時等環境調査業務 （株）環境アセスメントセンター 元木　達也 管理技術者 事務所長表彰

25 浜松河川国道事務所 令和２年度　静岡県西部地域環境影響検討業務 （株）建設環境研究所 多賀　大輔 管理技術者 事務所長表彰

26 浜松河川国道事務所 令和２年度　浜松管内電線共同溝詳細設計業務 （株）東京建設コンサルタント 田中　博紀 管理技術者 事務所長表彰

27 静岡河川事務所 令和２年度　駿河蒲原海岸保全施設検討業務 （株）東京建設コンサルタント 浅野　剛 管理技術者 事務所長表彰

28 静岡河川事務所 令和２年度　安倍川大井川維持修繕設計業務 玉野総合コンサルタント（株） 加藤　真雄 管理技術者 事務所長表彰

29 富士砂防事務所
令和２年度　由比地区地すべり対策施設予備設計
業務

（株）建設技術研究所 鶴見　侑生 管理技術者 事務所長表彰

30 富士砂防事務所 令和２年度　由比地区地すべり地質調査業務 国土防災技術（株） 柴崎　達也 主任技術者 事務所長表彰

31 富士砂防事務所 令和２年度　富士砂防南麓砂防施設予備設計業務 いであ（株） 森　克味 管理技術者 事務所長表彰

32 静岡国道事務所 令和２年度　静岡地区交通事故対策調査業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 山田　邦博 管理技術者 事務所長表彰

33 庄内川河川事務所
令和２年度　庄内川水文観測所保守点検及び資料
整理業務

（株）北辰測量設計 木股　博幸 主任技術者 事務所長表彰

34 豊橋河川事務所 令和２年度　豊川自然再生事業検討業務 いであ（株） 賀川　真樹 管理技術者 事務所長表彰

35 豊橋河川事務所 令和２年度　矢作川自然再生事業検討業務 （株）建設環境研究所 荒木　隆 管理技術者 事務所長表彰

36 設楽ダム工事事務所 令和２年度　設楽ダム流量観測業務 設楽測量設計（株） 松下　嗣正 担当技術者 事務所長表彰

37 設楽ダム工事事務所 令和２年度　設楽ダム大名倉地区地質調査業務 （株）ダイヤコンサルタント 北尾　秀夫 主任技術者 事務所長表彰

38 名古屋国道事務所
令和２年度　名古屋国道道路調査技術資料作成業
務

令和２年度　名古屋国道道路調査技術資
料作成業務中部復建・復建エンジニヤリン
グ設計共同体

中安　博之 管理技術者 事務所長表彰

39 名古屋国道事務所 令和２年度　名古屋国道管内交通円滑化検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 市川　貴也 管理技術者 事務所長表彰

40 名古屋国道事務所 令和元年度　尾張地区橋梁補強補修設計業務 三井共同建設コンサルタント（株） 樋口　伸幸 管理技術者 事務所長表彰

41 愛知国道事務所
令和元年度　名古屋環状２号線飛島地区道路詳細
修正設計業務

大日本コンサルタント（株） 松田　憲明 管理技術者 事務所長表彰

42 名四国道事務所 令和２年度　名四国道交通円滑化検討業務 （株）長大 小林　圭 管理技術者 事務所長表彰

43 名四国道事務所
令和元年度　西知多道路荒尾ＯＦＦランプ橋梁詳細
設計業務

協和設計（株） 原田　敏広 管理技術者 事務所長表彰

44 矢作ダム管理所 令和元年度　矢作ダム水辺現地調査（魚類）業務 いであ（株） 小澤　英樹 管理技術者 事務所長表彰

45 中部道路メンテナンスセンター
令和２年度　中部地整管内（岐阜・静岡・長野地区）
橋梁診断業務

（一財）橋梁調査会 長谷川　明義 管理技術者 事務所長表彰

46 中部技術事務所
令和２年度　中部地整管内津波被害軽減方策検討
業務

日本工営（株） 犬山　晶夫 管理技術者 事務所長表彰

47 三重河川国道事務所 令和２年度　櫛田川・宮川水辺現地調査業務 （株）建設環境研究所 藤原　江里 担当技術者 事務所長表彰

48 三重河川国道事務所 令和２年度　三重管内電線共同溝詳細設計業務 中央コンサルタンツ（株） 花井　卓也 管理技術者 事務所長表彰

ishihara-m85aa
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番号 事務所名 業務名 企業名 技術者名 職務 表彰区分

49 三重河川国道事務所 令和元年度　桧尻川排水機場検討業務 いであ（株） 森　克味 管理技術者 事務所長表彰

50 木曽川下流河川事務所 令和元年度　木曽三川下流部構造物詳細設計業務 いであ（株） 森　克味 管理技術者 事務所長表彰

51 紀勢国道事務所 令和２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） 大野　泰教 管理技術者 事務所長表彰

52 紀勢国道事務所 令和２年度　紀勢国道技術資料作成業務 セントラルコンサルタント（株） 藤田　健仁 管理技術者 事務所長表彰

53 紀勢国道事務所 令和元年度　東紀州北部地区用地調査業務 （株）テイコク 足立　伸夫 主任担当者 事務所長表彰

54 北勢国道事務所 令和２年度　北勢国道設計資料作成業務 （株）ティーネットジャパン 河本　義博 管理技術者 事務所長表彰

55 北勢国道事務所
令和元年度　４７５号東海環状田切川橋梁詳細設計
業務

（株）オリエンタルコンサルタンツ 大内　隆志 管理技術者 事務所長表彰

56 天竜川上流河川事務所
令和元年度　天竜川水系砂防堰堤温度応力検討業
務

大日コンサルタント（株） 深見　秀隆 管理技術者 事務所長表彰

57 天竜川上流河川事務所 令和２年度　天竜川上流下伊那地区流量観測業務 （株）藤測 佐々木　隆志 主任技術者 事務所長表彰

58 天竜川上流河川事務所
令和元年度　天竜川水系遠山川流域航空レーザ測
量業務

アジア航測（株） 實村　昂士 主任技術者 事務所長表彰

59 三峰川総合開発工事事務所 令和元年度　美和ダム再開発採水・測量業務 （株）嶺水 前島　武司 主任技術者 事務所長表彰

60 飯田国道事務所 令和２年度　１９号薮原地区橋梁詳細設計業務 協和設計（株） 成田　将典 管理技術者 事務所長表彰

61 飯田国道事務所 平成３１年度　飯田国道管内防災点検業務 （株）ダイヤコンサルタント 杉野　康博 管理技術者 事務所長表彰

62 天竜川ダム統合管理事務所
令和２年度　天竜川ダム統管流入予測システム精度
向上検討業務

いであ（株） 滝口　大樹 管理技術者 事務所長表彰

63 清水港湾事務所 令和元年度　清水港日の出岸壁実施設計 パシフィックコンサルタンツ(株) 影地　良昭 管理技術者 事務所長表彰

64 名古屋港湾事務所 令和２年度　名古屋港港湾施設施工技術検討業務 （一財）港湾空港総合技術センター 洞谷　邦弘 管理技術者 事務所長表彰

65 三河港湾事務所 令和2年度　三河港環境調査 三洋テクノマリン（株） 吉川　勝志 監理技術者 事務所長表彰



企業名 表彰区分 下請企業名 主任技術者 有能技能者

KITAGAWA（株）
(旧社名：北川工業（株）)

照井　宏樹

橋梁技建（株）

（株）ライフク

山﨑建設（株）中部支店

(株)アイテツ

（株）山内組 田中　健二

荒川鉄工（株） 中尾　友昭

1 営繕部
令和元年度　東海農政局安田庁舎改修工
事

（株）ヒラオ工務店 部長表彰

2 多治見砂防国道事務所
令和２年度　多治見国道道路照明設備工
事

（株）関電工事 事務所長表彰

（株）カントビ 高橋　清美

（株）池ノ沢工業 望月　周

（株）五十嵐建設 森　孝則

衣笠土木(有)

5 紀勢国道事務所 令和元年度　４２号尾鷲管内橋梁補修工事 ハマダ建設（株） 事務所長表彰 北陸建設サポート（合）

6 天竜川上流河川事務所 令和２年度　天竜川福与護岸工事 （株）宮坂組 事務所長表彰 (有)松崎重機

岡三工事（株）

（株）角藤　中南信支店

（株）南信機材

8 名古屋港湾事務所
令和２年度　名古屋港飛島ふ頭東航路泊
地（－１５ｍ）浚渫土排送工事

（株）不動テトラ 事務所長表彰 錦海運建設（株） 吉田　清隆

令和３年度　優良工事一覧表　安全工事（令和２年度完了工事）

1 沼津河川国道事務所
平成３０年度　１３８号ＢＰ仁杉地区ＰＣ上部
工事

（株）ピーエス三菱 局長表彰

番
号

事務所名 工事名

元請企業の表彰
下請企業等の表彰

（部長・事務所長　表彰）

3 静岡国道事務所 令和元年度　１号静清ＢＰ橋梁塗装工事
ヤマダインフラテク
ノス（株）

事務所長表彰

2 名四国道事務所
令和元年度　２３号蒲郡ＢＰ金野ＩＣランプ
橋下部工事

（株）近藤組 局長表彰

4 三重河川国道事務所
令和元年度　２３号安塚・野町道路建設工
事

アイトム建設（株） 事務所長表彰

3 北勢国道事務所
令和元年度　北勢ＢＰ曽井高架橋ＰＣ上部
工事

（株）安部日鋼工業 局長表彰

7 飯田国道事務所
令和元年度　三遠南信矢筈地区工事用道
路建設工事

木下建設（株） 事務所長表彰



企業名 表彰区分 下請企業名 主任技術者 有能技能者

pine village(株) 田中　克哉

(有)日啓興業

河建興業（株） 永岡　英三

北三重技建（株）

3 木曽川下流河川事務所
令和元年度　木曽三川下流管内河道整備
工事

霞興業（有） 事務所長表彰 宇佐美工業（株） 遠藤　英樹

4 紀勢国道事務所 令和２年度　４２号紀北地区法面防災工事 中村建設（株） 事務所長表彰 ユウテック(株) 植野　鉄也

5 天竜川上流河川事務所
令和元年度　天竜川水系黒川黒河内地区
渓流保全工事

宮下建設（株） 事務所長表彰 （株）宮坂組 加藤　久晶

下請企業等の表彰
（部長・事務所長　表彰）

令和３年度　優良工事一覧表　社会貢献等（令和２年度完了工事）

1 静岡河川事務所
令和２年度　安倍川門屋護岸災害復旧工
事

石福建設（株） 事務所長表彰

番
号

事務所名 工事名

元請企業の表彰

2 三重河川国道事務所 令和元年度　内部川采女河道整備工事 朝日土木（株） 事務所長表彰




