
２．表彰式の⽇時と場所
優良⼯事等表彰式︓令和２年１０⽉２６⽇（⽉） １１時００分〜

災害対策関係功労者表彰式︓令和２年１０⽉２６⽇（⽉） １３時３０分〜
⾶騨総合庁舎 分館３階⼤会議室
⾼⼭市上岡本町７－４６８

災害対策関係功労者表彰式︓令和２年１１⽉５⽇（⽊） １０時００分〜
サンレイラ岐⾩ ３階⼤ホール
岐⾩市薮⽥東１－２－２

３．添付資料 令和２年度 優良⼯事等表彰⼀覧（⾼⼭国道事務所発注分）
令和２年７⽉豪⾬災害対策関係功労者⼀覧

４．配布先 岐⾩県政記者クラブ、⾼⼭記者クラブ、⾶騨市、下呂市

５．問い合わせ先 国⼟交通省 中部地⽅整備局 ⾼⼭国道事務所
・副所⻑（事務） ⽮代 益久（やしろ ますひさ）
・総務課⻑ ⽯原 浩⼆（いしはら こうじ）
ＴＥＬ ０５７７－３６－３８１１（代表）
ＦＡＸ ０５７７－３６－３８２８

⾼⼭国道事務所では、毎年７⽉に、前年度完成した⼯事・業務を対象に優良⼯事等表彰式を開催
しておりますが、７⽉の豪⾬により発⽣した災害の復旧作業を⾏うため延期をしておりました。
この度、本復旧⼯事に着⼿したことから、以下の⽇程で表彰式を開催します。

１．概 要

令和 ２ 年１０⽉２０⽇
国⼟交通省中部地⽅整備局
⾼ ⼭ 国 道 事 務 所

○ 取材される際の留意事項 ○
・当⽇は来場前に検温し、体調不良の場合は担当を交代するなどご配慮願います。
・来場の際は必ずマスクを着⽤し、受付に備え付けの消毒薬で⼿指の消毒をお願いします。

①延期していた「令和２年度優良⼯事等表彰式」を開催します。
②令和２年７⽉豪⾬において下呂市⼩坂町⾨坂などで発⽣した国道４１号の災害等について、
献⾝的に災害復旧⼯事に対応していただいた企業についても「災害対策関係功労者」の感謝状
を贈呈します。

《ＰＲポイント》



【 ⾼⼭国道事務所⻑表彰 】

《 優良⼯事 》
事  由

成績優秀

困難克服

成績優秀

成績優秀

《 優良⼯事技術者 》
事  由 業   者   名

成績優秀  坂本⼟⽊株式会社

困難克服  ナガイ株式会社

成績優秀  伊  藤 雅  啓  ⽇産⼯業株式会社  平成３０年度 ４１号下呂防災⼯事

成績優秀  株式会社⽔⼝⼟建

《 優良業務 》
事  由

成績優秀

成績優秀

成績優秀  株式会社イビソク  平成３１年度 ⾼⼭国道管内交通量調査業務

《 優良業務技術者 》
事  由 業   者   名

困難克服  中央復建コンサルタンツ株式会社 中部⽀社

成績優秀  株式会社オリエンタルコンサルタンツ 中部⽀社

成績優秀  ⼤⽇コンサルタント株式会社

《 社会貢献 》
事  由

地域貢献

《 関係協⼒企業 》

 株式会社サンワ  平成３０年度 中部縦貫下切⾼架橋Ａ１下部⼯事

 株式会社上村組  平成３０年度 中部縦貫下切⾼架橋Ａ１下部⼯事

 株式会社鉞組

 株式会社技翔

 株式会社森下建設  平成３０年度 中部縦貫⾼⼭清⾒道路整備⼯事

 幸  哲 也  平成３０年度 ⽯浦バイパス橋梁詳細設計業務

 吉  ⽥ 賢  史  平成３１年度 ⾶騨地域道路網調査検討業務

 株式会社アンビック

 有限会社川⼝⼯務店

 加藤⼟⽊株式会社

 篠⽥株式会社

 平成３０年度 ４１号数河南地区道路施設整備⼯事

業   者   名

 平成３０年度 ４１号数河南地区道路施設整備⼯事

 平成３０年度 中部縦貫下切⾼架橋Ａ１下部⼯事

 株式会社アミックス

 株式会社ミック

 株式会社中⼭興業

 平成３０年度 ４１号下呂防災⼯事

 平成３０年度 中部縦貫⾼⼭IC橋Ｄランプ鋼上部⼯事

 平成３０年度 中部縦貫⾼⼭IC橋Ｄランプ鋼上部⼯事

 平成３１年度 ⾼⼭国道管内橋梁点検設計業務

 平成３０年度 ⾼⼭管内道路施設整備⼯事

 平成３０年度 ４１号数河南地区道路施設整備⼯事

 平成３０年度 ４１号下呂防災⼯事 株式会社地建防災

 平成３０年度 ⾼⼭管内道路施設整備⼯事

 平成３０年度 中部縦貫⾼⼭IC橋Ｄランプ鋼上部⼯事

 ⽇特建設株式会社 岐⾩営業所

 坂本⼟⽊株式会社

 平成３０年度 ４１号数河南地区道路施設整備⼯事

 ナガイ株式会社

件        名

 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 中部⽀社

 株式会社技研ユニティ

技  術  者  名

件        名

令和２年度  優良⼯事等表彰⼀覧（⾼⼭国道事務所発注分）
  ⽇時︓令和２年１０⽉２６⽇（⽉） １１︓００〜
  場所︓⾶騨総合庁舎 分館３階⼤会議室

 中央コンサルタンツ株式会社

 ⽇産⼯業株式会社

 ⼩  瀬 太  治

件        名

 清  ⽔ 芳  貢

 岩  ⽥ 浩  樹

 平成３０年度 ４１号数河南地区道路施設整備⼯事

 平成３０年度 ４１号下呂防災⼯事

 平成３１年度 ⾶騨地域道路網調査検討業務

 平成３０年度 ４１号下呂北地区道路修繕⼯事

 平成３０年度 中部縦貫⾼⼭清⾒道路整備⼯事

 平成３０年度 ⾼⼭管内道路施設整備⼯事

業   者   名

業   者   名

件        名

技  術  者  名

 平成３０年度 ⾼⼭国道管内防災点検設計業務

件        名

 ⼋ ⾕  誠

 株式会社横河ブリッジ 名古屋営業所

業   者   名

 平成３０年度 ⾼⼭管内道路施設整備⼯事

 平成３０年度 中部縦貫⾼⼭清⾒道路整備⼯事 株式会社⽔⼝⼟建

件        名

 平成３０年度 中部縦貫下切⾼架橋Ａ１下部⼯事
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《 関係協⼒企業専任技術者 》
技 術 者 名

照 井  ⼯

⼭  ⼝ 勝  司

《 関係協⼒企業有能技能者 》
技 能 者 名

⼤ 島  靖

※ 参 考 ︓ 当所管内における局⻑表彰は以下のとおりです。

【 中部地⽅整備局⻑表彰 】

《 優良⼯事 》
事  由

困難克服  平成３０年度 中部縦貫下切⾼架橋Ａ１下部⼯事

困難克服

《 優良⼯事技術者 》
事  由 業   者   名

困難克服  北  村 清  義  ⾼橋建設株式会社  平成３０年度 中部縦貫下切⾼架橋Ａ１下部⼯事

困難克服  ⾦⼦⼯業株式会社

《 優良業務 》
事  由

困難克服

《 優良業務技術者 》
事  由 業   者   名

成績優秀  中央コンサルタンツ株式会社

 ⽇特建設株式会社 岐⾩営業所

 株式会社中⼭興業  平成３０年度 中部縦貫⾼⼭IC橋Ｄランプ鋼上部⼯事

件        名業   者   名

 平成３０年度 中部縦貫⾼⼭IC橋Ｄランプ鋼上部⼯事 株式会社ミック

 ⾦⼦⼯業株式会社

 渡 邊  淳  平成３１年度 ⾼⼭国道管内橋梁点検設計業務

 平成３０年度 ⾼⼭国道管内防災点検設計業務 中央復建コンサルタンツ株式会社 中部⽀社

技  術  者  名 件        名

業   者   名

 ⾼橋建設株式会社

件        名

 平成３０年度 ４１号下呂北地区道路修繕⼯事

 平成３０年度 ４１号下呂北地区道路修繕⼯事

件        名

企   業   名 件        名

 平成３０年度 中部縦貫下切⾼架橋Ａ１下部⼯事

 野  中 達  司

業   者   名 件        名

技  術  者  名
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　　　　　　日時：令和２年１０月２６日(月)　１３時３０分～
　　　　　　場所：飛騨総合庁舎　分館３階大会議室

NO 活　動　内　容

1 日産工業（株） 岐阜県下呂市萩原町跡津439-1 下呂災害対応

2 金子工業（株） 岐阜県下呂市萩原町萩原1500 高山災害対応

3 ナガイ（株） 岐阜県高山市久々野町大西4-1 下呂災害対応

4 （株）新井組 岐阜県高山市大新町２丁目205-10 下呂災害対応

5 大山土木（株） 岐阜県高山市上岡本町３丁目410 下呂災害対応

6 （株）長瀨土建 岐阜県高山市久々野町久々野1559 土嚢製作・運搬

7 （株）林工務店 岐阜県高山市江名子町3246-11 土嚢製作・運搬

8 （株）水口土建 岐阜県高山市朝日町宮之前81 土嚢製作・運搬

9 高橋建設（株） 岐阜県高山市西之一色町３丁目450-2 土嚢製作・運搬

10 （株）讃建 岐阜県下呂市金山町金山3255-1 下呂災害対応

11 （株）ケーネス　中部支店 愛知県名古屋市北区辻本通1丁目11-1 電気通信施設復旧、webカメラ設置

12 （株）鶴見製作所　中部支店 愛知県名古屋市中村区牛田通2-19 ポンプ施設復旧

13 大日コンサルタント(株) 岐阜県岐阜市薮田南３丁目1-21 応急復旧設計・本復旧設計

14 中央コンサルタンツ(株) 愛知県名古屋市西区那古野２丁目11-23 復旧方針検討、工程管理　橋梁緊急点検

15 (株)イビソク 岐阜県大垣市築捨町３丁目102 応急復旧設計

16
愛知県名古屋市中区錦２丁目3-4
名古屋錦フロントタワー

被災箇所緊急点検・調査及び応急・本復旧設計
小坂久々野トンネル　 緊急点検・本復旧設計

17 岐阜県岐阜市金町５丁目-24 被災箇所緊急点検・調査及び応急・本復旧設計

18
岐阜建岐阜市橋本町２丁目-8
濃飛ニッセイビル ５F

小坂久々野トンネル　 緊急点検・本復旧設計

19
愛知県名古屋市中区錦２丁目2-22
名古屋センタービル別館

ドローン撮影、資料作成

　　　　　　日時：令和２年１１月５日(木)　１０時００分～
　　　　　　場所：サンレイラ岐阜　３階大ホール

NO 活　動　内　容

20
愛知県名古屋市千種区内山３丁目18-10
千種ステーションビル６Ｆ

連絡車運転

21 羽島市堀津町382 テトラポット運搬

22 岐阜市鹿島町6-27 テトラポット運搬

23 瑞穂市穂積1330 テトラポット運搬

24 養老郡養老町蛇持21 テトラポット運搬

25 岐阜市大池町3-1 テトラポット運搬

26 本巣市海老430 テトラポット運搬

27 揖斐郡揖斐川町三輪521-1 テトラポット運搬

28 関市倉知3204-4 テトラポット運搬

29 大垣市西崎町２丁目46 テトラポット運搬

30 大垣市神田町2-55 テトラポット運搬

31 羽島市桑原町八神3661
テトラポット搬出時の敷き鉄板、ヤード整地、交通誘
導員による交通整理

（※順不同）

(株)吉川組

杉山建設(株)

(株)久保田工務店

青協建設(株)

岐建（株）

TSUCHIYA(株)

日東工業（株）

（株）市川工務店

（株）松野組

（株）佐竹組

巴産業(株)

（一社）パブリックサービス

日本道路興運（株）名古屋支店

(株)テイコク

企　　　業　　　名 所　　　　　　　　　　在

令和２年７月豪雨　災害対策関係功労者一覧

企　　　業　　　名 所　　　　　　　　　　在

中央復建コンサルタンツ(株)
中部支社

国際航業(株)岐阜営業所




