
解禁指定あり

令 和 ２ 年 ７ 月 １ ０ 日
国土交通省中部地方整備局

中部地方整備局表彰式典を開催！
～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。
なお、今年度は、新型コロナ感染拡大防止の観点から、表彰式を午前の部と午後の
部の２回に分けて行います。

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．局長表彰
① 日 時 令和２年７月２０日（月）

【午前の部】建設事業関係功労者、優良業務、優良業務技術者表彰
午前１１時００分から

【午後の部】優良工事、安全工事、優良工事技術者表彰
午後１３時５０分から

② 場 所 ホテル名古屋ガーデンパレス ３階 栄、泉の間
③ 取 材 取材・撮影可

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

請け企業・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）部長表彰については、別添のとおり実施します。
（２）事務所長表彰の日時は、別途、各事務所からお知らせする予定です。

５．そ の 他
・式典は新型コロナ感染拡大防止のため、座席の間隔を空ける等必要な対策を講じ
ます。

・取材を希望される方は、事前申し込みをお願いします。（別紙参照）
・取材される方におかれましても、新型コロナ感染拡大防止のため、マスク着用、

事前の検温にご協力いただきますようよろしくお願い致します。

６．配 布 先 中部地方整備局記者クラブ
名古屋港記者クラブ

７．解 禁 令和２年７月２０日（月） １１時



８．問い合わせ先
○建設事業関係功労者等及び式典運営について

国土交通省中部地方整備局総務部 TEL 052-953-8117
人事計画官 松本 祐子 、人事課管理係長 寶 久

たから

○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 森 隆好 、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 中津川 哲司 、課長補佐 高橋 佳克



［別添］部長表彰の日時等について

（１）河川部長表彰
①日 時：令和２年７月２０日（月）１１時００分から
②場 所：中部地方整備局 河川部長室（名古屋合同庁舎第２号館５Ｆ）
③取 材：取材・撮影可（マスクの着用をお願いします。）

※問合せ先
・式典について

国土交通省中部地方整備局河川部 TEL 052-953-8146
建設専門官 伊神 啓介

い が み

・優良業務及び優良業務技術者について
国土交通省中部地方整備局河川部 TEL 052-953－8151

河川環境課 課長補佐 川村 昭彦

（２）営繕部長表彰
①日 時：令和２年７月２９日（水）１４時００分から
②場 所：中部地方整備局 大会議室（名古屋合同庁舎第２号館３Ｆ）
③取 材：取材・撮影可（マスクの着用をお願いします。）

※問合せ先
・式典について

国土交通省中部地方整備局営繕部 TEL 052-953-8185
計画課長補佐 植田 隆一

・優良工事技術者及び関係協力会社について
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

・優良業務技術者について
国土交通省中部地方整備局営繕部 TEL 052-953-8191
整備課長補佐 水腰 直樹



別紙

「令和２年度中部地方整備局表彰式」 取材登録票

・取材をご希望される報道機関におかれましては、事前のご登録をお願い致します。こ
ちらの用紙に記載いただき、ＦＡＸにて返信ください。

・取材希望の状況によっては、人数、時間帯を調整させていただく可能性があります。
・マスクの着用、事前の検温をお願い致します。

ＦＡＸ送信期限：７月１７日（金）１２：００まで

【ご登録いただく内容】

１．報道機関名

２．ご氏名

３．連絡先（電話番号）

４．時間帯（以下のどちらかに○をしてください）

午前の部 午後の部

【提出先】 ＦＡＸ：０５２－９５３－８２８１



（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、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

山本　幸司 中部地方整備局総合評価審査委員会等

（功績概要）
多年に亘り、中部地方整備局の道路整備事業の推進に寄与し、大
きく貢献された。

氏　名 対　　　象

林　拙郎 道路に関する防災、災害復旧事業

山田　俊郎 一般国道23号名豊道路の整備事業等

（敬称略）



「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 事務所長表彰 下請企業 主任技術者 有能技能者

41件 93件 251件 95人 28人

優良工事技術者 41人 93人

優良業務 30件 65件

優良業務技術者 30人 65人

安全工事 4件 8件 22件 7人 0人

社会貢献等 8件 10件 6人 2人

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）

企業計 68件 166件 253件

技術者計 42件 97件 83人 20人

企業・技術者計 110件 263件 253件 83人 20人

合　　　　計 356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、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

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

478件

R1
小計

373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（事務所長表彰）

Ｒ2

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名古屋港湾合同庁舎改修工事 （株）ヒラオ工務店 局長表彰 日本ライナー(株)　中部支店

(株)ダイサン

2 多治見砂防国道事務所 平成３０年度木曽川水系中津川第２砂防堰堤改築工事 （株）加藤工務店 局長表彰 (有)アイシン

北陽建設(株)

3 木曽川上流河川事務所 平成３０年度　国営公園羽島地区基盤整備工事 （株）松野組 局長表彰 日本海工（株）名古屋支店 深野　浩之

4 木曽川上流河川事務所 令和元年度　長良川野寺河道掘削工事 （株）伊藤工務店 局長表彰 （株）瀬古興業 神野　浩

（株）旭興業

5 新丸山ダム工事事務所 平成３１年度　新丸山ダム管内維持工事 （株）天野建設 局長表彰 （株）林建設

（株）クマヒロ

6 岐阜国道事務所 平成３０年度２１号岐阜管内橋梁補強補修工事 （株）市川工務店 局長表彰 (株)平田組 河野　直嗣

豊進鉄筋(株) 廣瀬　準一

7 岐阜国道事務所 平成３０年度大垣管内施設補強補修工事 岐建（株） 局長表彰 （有）アイ･ケイエンジニア 高橋　栄

川合基礎（株） 木村　宏康

8 岐阜国道事務所 平成３０年度　八幡管内施設補修工事 （株）大西組 局長表彰 (株)鉞組

(株)丸高商事

9 岐阜国道事務所 平成２９年度東海環状池尻第２高架橋ＰＣ上部工事 （株）日本ピーエス 局長表彰 (株)岐阜ピーシー 野村　健正

(株)野田クレーン 番　信之

10 岐阜国道事務所 平成３０年度岐阜管内施設補修工事 巴産業（株） 局長表彰 日本コンクリート（株）

(株)佐野工務店

11 高山国道事務所 平成３０年度中部縦貫下切高架橋Ａ１下部工事 高橋建設（株） 局長表彰 日特建設（株） 照井　工

（株）サンワ

（株）アンビック

（株）上村組

12 高山国道事務所 平成３０年度４１号下呂北地区道路修繕工事 金子工業（株） 局長表彰 （有）川口工務店

13 沼津河川国道事務所 平成２８年度　狩野川大平地区江尻樋管改築工事 （株）加藤建設 局長表彰 (株)中口 丹羽　晴彦

ブルドーザー基礎(株) 野澤　明弘

(株)丸芳 豊岡　修

14 沼津河川国道事務所 平成３０年度　１号笹原山中ＢＰ笹原新田地区道路建設工事 （株）山田組 局長表彰 （有）鈴木重機

（有）相原建設

倉田工業（株） 小笠原　裕希

15 沼津河川国道事務所 平成２９年度　河津下田道路逆川地区道路建設工事
丸三・東海・長田経常建設

共同企業体
局長表彰 （株）堀口組 齋藤  浩万

番号 事務所名 工事名

令和２年度　優良工事一覧表（令和元年度完了工事）
下請企業等の表彰
（事務所長表彰）

元請企業の表彰

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

下請企業等の表彰
（事務所長表彰）

元請企業の表彰

16 浜松河川国道事務所 平成２８年度　三遠道路３号トンネル東栄地区工事 （株）大林組 局長表彰 吉田直土木（株） 鷹野　芳徳 木村　亨

（株）豊根重機 鈴木　明大

17 浜松河川国道事務所 平成３０年度　牛淵川下流地区河道掘削工事 （株）若杉組 局長表彰 （有）第一建設 鈴木　祥高

18 浜松河川国道事務所 平成３０年度　１号新天竜川橋下部補強工事 中村建設（株） 局長表彰 (有)アダプト 松陰　誠二

ＫＡＭＩＹＡ(株) 伊藤　文利

（株）M'sテック 五明　正義

19 静岡河川事務所 平成３０年度　大井川西島護岸災害復旧工事 大石建設（株） 局長表彰 （株）新村組

山田建材（有） 山田　寛明

20 富士砂防事務所 平成３０年度　富士山風祭上流遊砂地工事 （株）小松建設 局長表彰 渡辺ブルドーザ工事（株） 高橋　秀喜

（有）竹川建設

21 静岡国道事務所 平成３０年度　１号清水立体横砂尾羽地区道路建設工事 平井工業（株） 局長表彰 (有)松永建設工業

三和建商(株)

22 庄内川河川事務所 平成３０年度　庄内川枇杷島築堤工事 （株）イチテック 局長表彰 （株）森部組ハツリ 谷口　彰紀

畑佐興業（株）

23 豊橋河川事務所 平成３０年度　矢作川西尾防災施設造成工事 日起建設（株） 局長表彰 白濱建設(株) 伊豫田　亮平

岩間造園(株)

24 設楽ダム工事事務所 平成３０年度　設楽ダム設楽根羽線１号橋ＰＣ上部工事 極東興和（株） 局長表彰 (株)亀田組 南　俊光

(株)大城

25 名古屋国道事務所 平成３０年度　２３号荒子西部高架橋補強補修工事 中日建設（株） 局長表彰
ボンドエンジニアリング(株)名古屋

支店
加藤　孝広

タカテック(株) 稲葉　満

26 名古屋国道事務所 平成３０年度　豊田地区橋梁補強補修工事 （株）近藤組 局長表彰 エバーストラクション㈱ 佐々木智了

27 愛知国道事務所 平成３０年度　名二環春田３高架橋鋼上部工事 ＪＦＥエンジニアリング（株） 局長表彰 立共建設(株) 藤井　昌克

三好塗装工業(株) 大野　晴司

28 愛知国道事務所 平成３０年度　名二環新政成２高架橋西床版工事 （株）安部日鋼工業 局長表彰 （株）浦野工務店 仲丸　厚也

荒川鉄工（株） 栄野比　誠

29 愛知国道事務所 平成２９年度　３０２号鳴海共同溝立坑整備工事 昭和土木（株） 局長表彰 上野建設興業（株） 橋立　邦裕

30 名四国道事務所 平成３０年度　１５３号豊田北ＢＰ舗装工事 大有建設（株） 局長表彰 中部ニチレキ工事（株）

球磨建設（株）

ヘイセイテック（株）

31 三重河川国道事務所 平成３０年度　四日市南部地区維持修繕工事 （株）中村組 局長表彰 サンリツ工業（株） 中村　吉男

(株)翌桧建設 小林　利美

(株)リンクス

32 三重河川国道事務所 令和元年度　三重管内ネットワーク設備整備工事 富士通（株） 局長表彰 扶桑電通（株）　中部支店 水口　健二

33 木曽川下流河川事務所 平成３０年度　長良川下坂手河道しゅんせつ工事 みらい建設工業（株） 局長表彰 （株）ナガシマ 水谷　俊博 柗井　隆幸



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

下請企業等の表彰
（事務所長表彰）

元請企業の表彰

34 紀勢国道事務所 平成３０年度　４２号熊野管内南法面防災工事 （株）橋本組 局長表彰 日特建設（株） 浅沼　良樹

35 北勢国道事務所 平成３０年度　東海環状大安高架橋中北下部工事 南建工業（株） 局長表彰 (株)高橋工務店 伊藤　寿樹

（株）ハンシン建設　名古屋支店 北山　憲一

中央産商（株）伊勢営業所

36 北勢国道事務所 平成３０年度　北勢ＢＰ田光四日市跨道橋下部工事 信藤建設（株） 局長表彰 須賀（株）

（株）ヒラテツ

37 天竜川上流河川事務所 平成３０年度　天竜川水系中田切砂防堰堤工事 （株）ヤマウラ 局長表彰 （株）山建工 蕎原　樹

（有）松崎重機 松崎　哲也

北陽建設（株）伊那営業所

38 飯田国道事務所 平成３０年度　三遠南信飯喬道路整備工事 木下建設（株） 局長表彰 東海カッター興業（株） 福田　文雄

道栄建設（株）

（株）伍福園

39 飯田国道事務所 平成３０年度　三遠南信天龍峡ＩＣ道路建設工事 長豊建設（株） 局長表彰 （有）小林工業

（有）幸建

信越アステック（株） 斎藤　善彦

40 清水港湾事務所
平成３０年度  清水港興津岸壁(-10m)(改良)(耐震)基礎及び上
部工事

鈴与建設(株) 局長表彰 （有）丸和橋本興業

清水メタル産業（株）

41 四日市港湾事務所
平成３１年度　津松阪港津地区（栗真町屋）3-2工区堤防（改
良）本体工事

(株)山野建設 局長表彰 (株)エム 田中高満

仁中土木(有)

1 多治見砂防国道事務所 平成３０年度　多治見国道東部橋梁補修工事 （株）梅田組 事務所長表彰 （株）篠田製作所 山内　廣明

（有）山水施工

2 多治見砂防国道事務所 平成３０年度庄内川水系平園第６砂防堰堤工事 （株）藤本組 事務所長表彰 （有）石垣興業

3 木曽川上流河川事務所 平成３０年度　長良川第一樹木伐開工事 巴産業（株） 事務所長表彰 山友木材（株）

4 木曽川上流河川事務所 平成３０年度　木曽川上流電気通信施設整備工事 （株）野原電建 事務所長表彰 ＮＤＳ（株）岐阜支店

（有）橋本組

5 木曽川上流河川事務所 平成３０年度　木曽川第一岐阜堤防維持管理工事 （株）川瀬組 事務所長表彰 （株）川島綜合造園

6 木曽川上流河川事務所 平成３０年度　木曽川第一愛知堤防維持管理工事 昭和土建（株） 事務所長表彰 加藤建設（株） 竹中　政勝

7 木曽川上流河川事務所 令和元年度　揖斐川津村地区下流護岸工事 （株）椙岡組 事務所長表彰 （有）寺倉組

8 越美山系砂防事務所 平成３０年度　越美山系高地谷第１砂防堰堤工事 西濃建設（株） 事務所長表彰 揖斐昭和建設（株） 高橋　助義

9 新丸山ダム工事事務所 平成２９年度　新丸山ダム通信設備工事 名菱電子（株） 事務所長表彰 （株）東名エンジニアリング

日東電気（株）

（株）ＭＴＳ



企業名 表彰区分 企業名 主任技術者 有能技能者
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10 岐阜国道事務所 平成３０年度　東海環状高富ＩＣ東地区道路建設工事 （株）加藤建設 事務所長表彰 青協建設（株） 武藤　博之

（株）ノムラ

（株）ニシノ

11 岐阜国道事務所 平成３０年度　１５６号八幡管内防災工事 （株）木越組 事務所長表彰 （有）名里興業

（株）市岡工業

12 岐阜国道事務所 平成２９年度東海環状関高架橋鋼上部工事 高田機工（株） 事務所長表彰 木村建設（株） 中城　正直

（株）ＫＴＫ 東園　光男

13 岐阜国道事務所 平成２９年度東海環状神戸第１高架橋ＰＣ上部工事 昭和コンクリート工業（株） 事務所長表彰 （株）岐阜ピーシー 深尾　仁

（株）野田クレーン 西野　恵一

14 岐阜国道事務所 平成２９年度東海環状下宮第４高架橋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

15 岐阜国道事務所 平成２９年度東海環状加納第１高架橋鋼上部工事
(株)横河NS

エンジニアリング
事務所長表彰 日本通運（株） 藤巻　淳

山口建設工業（株） 後田　健一

四国塗装（株）

16 岐阜国道事務所 平成３０年度東海環状大野神戸ＩＣ南道路建設工事 杉山建設（株） 事務所長表彰 （株）平田組

中京実業（株） 大西　達也

（株）大牧

17 岐阜国道事務所 平成３０年度大垣管内維持修繕工事 三建産業（株） 事務所長表彰 （有）吉治 豊永　佳之

18 岐阜国道事務所 平成３０年度　東海環状揖斐川右岸橋下部工事 （株）佐竹組 事務所長表彰 （株）平田組 熊田　匡貴

19 岐阜国道事務所 平成３０年度　東海環状西深瀬高架橋下部工事 （株）松野組 事務所長表彰 （株）ミック 宗宮　功

（有）三和工務店 桑原　利之

20 岐阜国道事務所 平成３０年度　岐阜国道事務所管内環境整備工事 （株）加藤組 事務所長表彰 コクド（株）

丸勝南谷建設（株）

21 岐阜国道事務所 平成３０年度東海環状岐阜ＩＣ東本線橋Ｐ７橋脚基礎工事 青協建設（株） 事務所長表彰 （株）早川鉄筋

南豊工業（株）

（株）享栄建工

22 高山国道事務所 平成３０年度４１号数河南地区道路施設整備工事 坂本土木（株） 事務所長表彰 （株）鉞組

加藤土木（株）

篠田（株）

23 高山国道事務所 平成３０年度高山管内道路施設整備工事 ナガイ（株） 事務所長表彰 （株）技研ユニティ

（株）技翔

24 高山国道事務所 平成３０年度４１号下呂防災工事 日産工業（株） 事務所長表彰 （株）地建防災

（株）アミックス

25 高山国道事務所 平成３０年度中部縦貫高山清見道路整備工事 （株）水口土建 事務所長表彰 (株)森下建設

26 沼津河川国道事務所 平成３０年度　１３８号ＢＰ須走１号高架橋鋼上部工事 （株）ＩＨＩインフラシステム 事務所長表彰 （株）河内橋梁 橋本　和樹
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27 沼津河川国道事務所 平成３０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） 事務所長表彰 狩野開発（株） 柏谷　龍海

伊豆建機（有）

28 沼津河川国道事務所 平成２９年度　１３８号ＢＰ須走地区北道路建設工事 駿豆建設（株） 事務所長表彰 駿豆ブルドーザー（株） 村田　友彦

小林道路（株） 望月　浩憲

29 沼津河川国道事務所 平成３０年度　１３８号ＢＰぐみ沢高架橋ＰＣ上部工事 川田建設（株） 事務所長表彰 （株）スガナミ 引地　健悟

30 沼津河川国道事務所
平成３０年度　１号笹原山中ＢＰ谷田・笹原新田地区道路建設
工事

大旺新洋（株） 事務所長表彰 渡辺ブルドーザ工事（株） 杉山　政富美

31 沼津河川国道事務所 平成３０年度　１号塚原橋橋梁補強補修工事 臼幸産業（株） 事務所長表彰 上州工業(株) 福田　卓

(株)オー・エム・エス

32 沼津河川国道事務所 令和元年度　１号笹原山中ＢＰ笹原地区道路建設工事 小野建設（株） 事務所長表彰 （株）共進土建

33 沼津河川国道事務所 平成３０年度　１号笹原山中ＢＰエビノ木２号橋ＰＣ上部工事 （株）ピーエス三菱 事務所長表彰 水野工業（株） 川瀬　淳

（株）ライフク

34 浜松河川国道事務所 平成２８年度　三遠道路３号トンネル新城地区工事 戸田建設（株） 事務所長表彰 （株）原工業 松本　憲夫

水谷建設（株） 永田　知路

（株）豊根重機 鈴木　英太郎

アヅマ電機（株） 上野　恭兵

双和テクノ（株） 関谷　厚司

35 浜松河川国道事務所 平成２９年度　１号掛川維持管内西部維持修繕工事 （株）鈴恭組 事務所長表彰 ＫＡＭＩＹＡ(株)

日邦ライン(株) 太田慎一

36 浜松河川国道事務所 平成３０年度　天竜川飯田地区河道掘削工事 （株）植松鈴木組 事務所長表彰 (株)小澤土木

37 浜松河川国道事務所 平成３０年度　牛淵川上流地区河道掘削工事 （株）落合組 事務所長表彰 （有）エイシン 横山　正敏

（株）八ケ代造園

38 浜松河川国道事務所 平成２９年度　浜松維持管内維持修繕工事 （株）水野組 事務所長表彰 (有)モリヤマ

(有)荻造園工事

(有)冨建

39 浜松河川国道事務所 平成２９年度　１号掛川維持管内東部維持修繕工事 （株）エコワーク 事務所長表彰 (株)増商

(株)コウノ

40 静岡河川事務所 平成３０年度　安倍川堤防維持管理修繕工事 花菱建設（株） 事務所長表彰 (株)森造園

41 静岡河川事務所 令和元年度　安倍川俵沢周辺堤防整備工事 石福建設（株） 事務所長表彰 PineVillage(株)

（株）大塚

42 静岡河川事務所 令和元年度　駿河海岸大井川工区離岸堤災害復旧工事 （株）グロージオ 事務所長表彰 錦海運建設（株） 中条　洋希

43 富士砂防事務所 平成３０年度　富士山春沢遊砂地工事 （株）中村組 事務所長表彰 渡辺ブルドーザ工事（株） 渡邉　隆仙

（株）神戸重機土木

(有)望月興業

44 富士砂防事務所 平成３０年度　富士砂防電気通信設備工事 エフコム（株） 事務所長表彰
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45 静岡国道事務所 平成３０年度　静清維持管内橋梁補強補修工事 木内建設（株） 事務所長表彰 山本基礎工業（株） 城取　純

不二工業建設（株）

46 静岡国道事務所 平成３０年度　富士維持管内橋梁補修工事 （株）中村組 事務所長表彰 静岡化工建設(株)

（株）オー・エム・エス

47 静岡国道事務所 平成３０年度　１号静清ＢＰ橋梁補強工事 髙橋建設（株） 事務所長表彰 （株）フタバコーケン 高田　浩次

（株）静岡施工

48 庄内川河川事務所 平成３０年度　庄内川大野木地区築堤工事 大興建設（株） 事務所長表彰 （株）西尾組 水野　和宏

49 庄内川河川事務所 平成３０年度　庄内川宝神地区堤防耐震工事 （株）河村産業所 事務所長表彰 （株）アルテック 林　徳也

東名開発（株） 寺坂　昌洋

50 豊橋河川事務所 平成３０年度　矢作川竜宮橋下部工事 （株）市川工務店 事務所長表彰 （株）東工建設

愛北鋼業（株） 池田　利克

51 豊橋河川事務所 平成３０年度　矢作川豊田高橋取付部築堤工事 （株）近藤建設 事務所長表彰 北川ヒューテック（株）中部支店

（株）ユタカ興建

近藤商事土木（株）

52 設楽ダム工事事務所 平成３０年度　設楽ダム平野松戸線進入路工事 長坂建設興業（株） 事務所長表彰

53 名古屋国道事務所 平成３０年度　１号岡崎康生電線共同溝工事 戸田道路（株） 事務所長表彰 （有）フローリッシュ 加藤　明成

54 名古屋国道事務所 令和元年度　名古屋国道道路プローブ情報設備工事 ＮＤＳ（株） 事務所長表彰
トーツーフィールドエンジニアリング

（株）

えびの通信建設（株）

55 名古屋国道事務所 平成３０年度　２３号名古屋地区環境施設帯整備工事 大有建設（株） 事務所長表彰 丸一建設(株)

佐原工建（株）

（株）フタバ造園

56 名古屋国道事務所 平成３０年度　尾張地区交通安全施設整備工事 （株）オカシズ 事務所長表彰

57 愛知国道事務所 平成３０年度　名二環富田ＩＣ北オンランプ道路建設工事 （株）近藤組 事務所長表彰 （株）波多野組

（株）豊明佐々木鉄筋

58 愛知国道事務所 平成３０年度　名二環服部５高架橋鋼上部工事 日本車輌製造（株） 事務所長表彰 (株)ミック 坂田　裕哉

(有)エンジニアナカヒラ 小川　新二

59 愛知国道事務所 平成３０年度　名二環梅之郷北１高架橋西鋼上部工事 （株）横河ブリッジ 事務所長表彰 （有）大角建設工業 西村　哲浩

60 愛知国道事務所 平成３１年度　３０２号かの里地区道路建設工事 水野建設（株） 事務所長表彰 豊田（株） 尾田　好史

（株）アルテック

61 愛知国道事務所 平成２９年度　名二環春田６高架橋鋼上部工事
（株）横河ＮＳ

エンジニアリング
事務所長表彰 （株）ミック 都竹　宏

島川工業（株） 塩原　英俊

62 愛知国道事務所 令和元年度　４１号名濃バイパス中小口北地区道路建設工事 （株）イチテック 事務所長表彰 （株）アルテック

篠田（株）
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63 名四国道事務所 平成３０年度　２３号蒲郡ＢＰ為当第４橋下部工事 朝日工業（株） 事務所長表彰 協立工事(株)

(有)前田鉄筋工業

64 三重河川国道事務所 平成３０年度　宮川西豊浜地区築堤護岸工事 （株）山野建設 事務所長表彰 (株)北嘉組 荒木　健二 山下　譲

65 三重河川国道事務所 令和元年度　津管内事故対策工事 中井土木（株） 事務所長表彰 テクノトーシン(株) 中川　忠二

(有)大房建設

66 三重河川国道事務所 平成３０年度　鈴鹿川派川南部浄化センター排水樋管改築工事 信藤建設（株） 事務所長表彰 森崎建設(株)

宇野重工(株)

(株)辻組

67 三重河川国道事務所 平成３０年度　椋川橋耐震補強補修工事 岡田工業（株） 事務所長表彰 （株）富洋組 小川　幹生

（株）﨑山組 和田　雅裕

タカテック（株） 稲葉　満

中央建設（株） 岡本　栄樹

68 三重河川国道事務所 平成３０年度　櫛田川堤防維持管理修繕工事 中村土建（株） 事務所長表彰 (株)タカミ

69 三重河川国道事務所 令和元年度　２３号安塚跨道橋下部工事 日本土建（株） 事務所長表彰 （株）ミック 酒井　哲哉

（株）河合組

70 木曽川下流河川事務所 平成３０年度　南濃出張所管内堤防維持管理修繕工事 （株）大橋工務店 事務所長表彰 （有）寺倉組

（株）中部レキセイ

71 木曽川下流河川事務所 平成３０年度　木曽川福豊川表高潮堤防補強工事 岡田工業（株） 事務所長表彰 重明土建（株）

（株）ロッセ

72 紀勢国道事務所 平成３０年度　４２号新矢ノ川橋ＰＣ上部工事 日本高圧コンクリート（株） 事務所長表彰 （株）亀田組 倉吉　政明

73 紀勢国道事務所 平成３０年度　４２号紀北地区トンネル施設修繕工事 シーキューブ（株） 事務所長表彰 （株）ケー・エフ・シー 田辺　敬浩

74 北勢国道事務所 平成３０年度　名阪国道亀山地区橋梁補修工事 アイトム建設（株） 事務所長表彰 （株）奥野工業 中務　景介

75 北勢国道事務所 平成３１年度　名阪国道関トンネル（下り）照明設備修繕工事 末永電気（株） 事務所長表彰 （株）中部サクシード

76 北勢国道事務所 平成３０年度　東海環状大安高架橋下部工事 （株）中村組 事務所長表彰 日本興業（株）

福道建設（株）

77 北勢国道事務所 平成３０年度名阪国道消融雪配管工事 岡田工業（株） 事務所長表彰 （株）増田工務店

日本ハイウエイ・サービス（株）
名古屋支店

三重電設（株）

78 天竜川上流河川事務所 平成３０年度　天竜川伊那地区堤防維持管理修繕工事 守屋建設（株） 事務所長表彰 （株）ASTEAD

（株）渡辺組

79 天竜川上流河川事務所 平成３０年度　天竜川水系滝沢第２砂防堰堤工事 木下建設（株） 事務所長表彰 大平建設（株）

シブキヤ建設（株） 高野　久進

北陽建設（株）飯田営業所



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

下請企業等の表彰
（事務所長表彰）

元請企業の表彰

80 天竜川上流河川事務所 平成３０年度　天竜川駒ヶ根地区堤防維持管理修繕工事 小澤建設（株） 事務所長表彰 （株）ＡＳＴＥＡＤ

三澤ブルドーザー（株）

81 飯田国道事務所 平成３１年度　三遠南信天龍峡ＩＣ休憩施設建築工事 神稲建設（株） 事務所長表彰 （株）飯田綜合木材センター 松下　勝彦

（株）シノダ設備 平沢　謙二

新井電気工事（株） 島岡　栄一

82 飯田国道事務所 平成３０年度　１９号北部交安整備工事 大林工業（株） 事務所長表彰 （株）石原工務店 石原　信治

常磐工業（株）木曽営業所 大野　斉

83 飯田国道事務所 平成３１年度　１９号神戸視距改良工事 大宗土建（株） 事務所長表彰 北陽建設（株）木曽営業所 新井　智樹

（有）源次商店 田中　建志

84 飯田国道事務所 平成３０年度　１５３号修繕整備工事 勝間田建設（株） 事務所長表彰 信越アステック（株） 荒井　幸裕

福美建設（株） 中島　啓司

85 丸山ダム管理所 令和元年度　丸山ダムじん芥流木処理工事 （株）土谷組 事務所長表彰

86 長島ダム管理所 令和元年度　長島ダム堆砂掘削工事 （株）グロージオ 事務所長表彰 瀧重機土木（株） 鈴木　美帆

87 矢作ダム管理所 平成３０年度　矢作ダム法面処理工事 （株）安藤組 事務所長表彰 （有）ケイ・ジー・アイ 宮城　保治

（株）片桐工務所 佐藤　俊平

88 蓮ダム管理所 令和元年度　蓮ダム主放流設備修繕工事 （株）ＩＨＩインフラ建設 事務所長表彰 大和工機(株)

淀川油圧機工(株)

89 清水港湾事務所
平成３０年度　清水港興津岸壁(-10m)(改良)(耐震)上部
及び舗装工事

（株）古川組 事務所長表彰 （株）タカノ建業

（有）杉本舗装

大旺新洋（株）

90 名古屋港湾事務所 平成３１年度　名古屋港庄内川泊地浚渫工事 （株）小島組 事務所長表彰 五港建設（株）

清水　政広

高橋　峰行

91 名古屋港湾事務所 令和元年度　名古屋港金城ふ頭岸壁(-12m)地盤改良工事
東亜・大本特定建設工事

共同企業体
事務所長表彰 信幸建設（株）大阪支社 小川　浩二 福田　哲広

佐々木　孝志

92 名古屋港湾事務所
平成３０年度　名古屋港飛島ふ頭東岸壁（-15m）改良工事
（その4）

あおみ建設（株） 事務所長表彰 丸泰土木（株） 栗原　祐介

93 三河港湾事務所
平成３０年度　衣浦港外港地区西防波堤（改良）被覆工事
（その２）

徳倉建設（株） 事務所長表彰 (株)河崎海事



番号 事務所名 工事名 業者名 氏名 区分 表彰区分

1 多治見砂防国道事務所 平成３０年度木曽川水系中津川第２砂防堰堤改築工事 （株）加藤工務店 後藤　敏彦 監理技術者 局長表彰

2 木曽川上流河川事務所 平成３０年度　国営公園羽島地区基盤整備工事 （株）松野組 大野　裕樹
監理技術者・現場代
理人兼任

局長表彰

3 木曽川上流河川事務所 令和元年度　長良川野寺河道掘削工事 （株）伊藤工務店 浅野　清貴
監理技術者・現場代
理人兼任

局長表彰

4 新丸山ダム工事事務所
平成３０年度　新丸山ダム国道４１８号西山地区工事用道路
工事

セントラル建設（株） 田口　晶規 現場代理人 局長表彰

5 岐阜国道事務所 平成３１年度岐阜管内舗装修繕工事 （株）市川工務店 河合　勇希 監理技術者 局長表彰

6 岐阜国道事務所 平成３０年度２１号岐阜管内橋梁補強補修工事 （株）市川工務店 澤田　憲彦 現場代理人 局長表彰

7 岐阜国道事務所 平成３０年度大垣管内施設補強補修工事 岐建（株） 森　雅寛 現場代理人 局長表彰

8 岐阜国道事務所 令和元年度　東海環状岐阜ＩＣランプ橋西下部工事 岐建（株） 山本　唯盛 現場代理人 局長表彰

9 岐阜国道事務所 平成２９年度美濃加茂管内橋梁補修工事 （株）栗山組 武井　大 監理技術者 局長表彰

10 岐阜国道事務所 平成３０年度　東海環状大垣整備工事 （株）佐竹組 野村　洋輔 監理技術者 局長表彰

11 高山国道事務所 平成３０年度中部縦貫下切高架橋Ａ１下部工事 高橋建設（株） 北村　清義 監理技術者 局長表彰

12 高山国道事務所 平成３０年度４１号下呂北地区道路修繕工事 金子工業（株） 野中　達司 現場代理人 局長表彰

13 沼津河川国道事務所 平成２８年度　狩野川大平地区江尻樋管改築工事 （株）加藤建設 尾関　剛 監理技術者 局長表彰

14 沼津河川国道事務所 平成３０年度　１号笹原山中ＢＰ笹原新田地区道路建設工事 （株）山田組 尾鷲　昌弘 現場代理人 局長表彰

15 沼津河川国道事務所 平成２９年度　河津下田道路逆川地区道路建設工事
丸三・東海・長田経常建設
共同企業体

横山　和 監理技術者 局長表彰

16 浜松河川国道事務所 平成２８年度　三遠道路３号トンネル東栄地区工事 （株）大林組 黒川　尚義
監理技術者・現場代
理人兼任

局長表彰

17 浜松河川国道事務所 平成３０年度　牛淵川下流地区河道掘削工事 （株）若杉組 森下　文規 現場代理人 局長表彰

18 浜松河川国道事務所 平成３０年度　１号新天竜川橋下部補強工事 中村建設（株） 清水　颯夢 現場代理人 局長表彰

19 静岡河川事務所 令和元年度　安倍川俵沢周辺堤防整備工事 石福建設（株） 芝原　英和
監理技術者・現場代
理人兼任

局長表彰

20 富士砂防事務所 平成３０年度　富士山風祭上流遊砂地工事 （株）小松建設 工藤　悟樹 監理技術者 局長表彰

21 静岡国道事務所 令和元年度　静清維持交通安全施設整備工事 （株）佐藤興商 勝見　慎太郎 現場代理人 局長表彰

22 庄内川河川事務所 平成３０年度　庄内川枇杷島築堤工事 （株）イチテック 川嵜　健志
監理技術者・現場代
理人兼任

局長表彰

23 豊橋河川事務所 平成３０年度　豊川加藤新田災害復旧工事 鈴中工業（株） 川本　拓哉 監理技術者 局長表彰

24 設楽ダム工事事務所 平成３０年度　設楽ダム設楽根羽線１号橋ＰＣ上部工事 極東興和（株） 佐中　章純 監理技術者 局長表彰

25 名古屋国道事務所 平成３０年度　２３号荒子西部高架橋補強補修工事 中日建設（株） 稲垣　幸晃 現場代理人 局長表彰

26 名古屋国道事務所 平成３０年度　豊田地区橋梁補強補修工事 （株）近藤組 杉江　俊太郎 現場代理人 局長表彰

27 愛知国道事務所 平成３０年度　名二環春田３高架橋鋼上部工事 ＪＦＥエンジニアリング（株） 佐藤　梁太 現場代理人 局長表彰

28 愛知国道事務所 平成３０年度　名二環新政成２高架橋西床版工事 （株）安部日鋼工業 羽田野　博行 監理技術者 局長表彰

29 愛知国道事務所 平成２９年度　３０２号鳴海共同溝立坑整備工事 昭和土木（株） 加藤　篤志 監理技術者 局長表彰

30 名四国道事務所 平成３０年度　１５５号豊田南ＢＰ天王地区整備工事 太啓建設（株） 鬼頭　進一 監理技術者 局長表彰

31 三重河川国道事務所 平成３０年度　四日市南部地区維持修繕工事 （株）中村組 高橋　博 監理技術者 局長表彰

32 三重河川国道事務所 平成３０年度　宮川西豊浜地区築堤護岸工事 （株）山野建設 山下　譲 監理技術者 局長表彰

33 木曽川下流河川事務所 平成３０年度　長良川下坂手河道しゅんせつ工事 みらい建設工業（株） 鈴木　崇史 現場代理人 局長表彰

34 紀勢国道事務所 平成３０年度　４２号熊野管内南法面防災工事 （株）橋本組 世古　勝則
監理技術者・現場代
理人兼任

局長表彰

35 北勢国道事務所 平成３０年度　東海環状大安高架橋中北下部工事 南建工業（株） 濱中　佑介 現場代理人 局長表彰

36 北勢国道事務所 平成３０年度　北勢ＢＰ田光四日市跨道橋下部工事 信藤建設（株） 神谷　伊佐央 監理技術者 局長表彰

37 天竜川上流河川事務所 平成３０年度　天竜川水系中田切砂防堰堤工事 （株）ヤマウラ 桑原　賢司 監理技術者 局長表彰

38 飯田国道事務所 平成３０年度　三遠南信飯喬道路整備工事 木下建設（株） 鎌倉　康
監理技術者・現場代
理人兼任

局長表彰

39 飯田国道事務所 平成３０年度　三遠南信天龍峡ＩＣ道路建設工事 長豊建設（株） 代田　義明 監理技術者 局長表彰

40 清水港湾事務所
平成３０年度　清水港興津岸壁(-10m)(改良)(耐震)基礎及び
上部工事

鈴与建設(株) 梅田　亘 現場代理人 局長表彰

41 四日市港湾事務所
平成３１年度　津松阪港津地区(栗真町屋)3-2工区堤防(改
良)本体工事

（株）山野建設 赤堀和哉 監理技術者 局長表彰

1 営繕部 Ｈ３０名古屋港湾合同庁舎改修工事 （株）ヒラオ工務店 藤田　健斗
主任技術者・現場代
理人兼任

部長表彰

令和２年度　優良工事技術者一覧表（令和元年度完了工事）



番号 事務所名 工事名 業者名 氏名 区分 表彰区分

2 多治見砂防国道事務所 平成３０年度　多治見国道東部橋梁補修工事 （株）梅田組 三尾　郷 監理技術者 事務所長表彰

3 多治見砂防国道事務所 平成３０年度庄内川水系平園第６砂防堰堤工事 （株）藤本組 安藤　康太
監理技術者・現場代
理人兼任

事務所長表彰

4 木曽川上流河川事務所 平成３０年度　長良川第一樹木伐開工事 巴産業（株） 松井　明生 監理技術者 事務所長表彰

5 木曽川上流河川事務所 平成３０年度　木曽川上流電気通信施設整備工事 （株）野原電建 松浦　秀紀
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 平成３０年度　木曽川第一岐阜堤防維持管理工事 （株）川瀬組 野原　正隆 監理技術者 事務所長表彰

7 木曽川上流河川事務所 平成３０年度　木曽川第一愛知堤防維持管理工事 昭和土建（株） 渡邉　雄太 現場代理人 事務所長表彰

8 木曽川上流河川事務所 令和元年度　揖斐川津村地区下流護岸工事 （株）椙岡組 中島　佑太 現場代理人 事務所長表彰

9 越美山系砂防事務所 平成３０年度　越美山系高地谷第１砂防堰堤工事 西濃建設（株） 大野　洋介 現場代理人 事務所長表彰

10 越美山系砂防事務所 平成３０年度　越美山系ナンノ谷砂防ダム３号災害復旧工事 （株）久保田工務店 中田　朗
監理技術者・現場代
理人兼任

事務所長表彰

11 新丸ダム工事事務所 平成２９年度　新丸山ダム通信設備工事 名菱電子（株） 田中　康平 現場代理人 事務所長表彰

12 岐阜国道事務所 平成３０年度　東海環状岐阜ＩＣランプ橋中下部工事 岐建（株） 高木　和弥
監理技術者・現場代
理人兼任

事務所長表彰

13 岐阜国道事務所 平成３０年度岐阜管内施設補修工事 巴産業（株） 遠山　浩樹 監理技術者 事務所長表彰

14 岐阜国道事務所 平成３０年度　東海環状西深瀬地区東地盤改良工事 （株）加藤建設 安間　準 監理技術者 事務所長表彰

15 岐阜国道事務所 平成３０年度１５６号八幡管内防災工事 （株）木越組 森永　豊 現場代理人 事務所長表彰

16 岐阜国道事務所 平成３０年度　東海環状高富ＩＣランプ橋下部工事 （株）市川工務店 藤井　敬太
監理技術者・現場代
理人兼任

事務所長表彰

17 岐阜国道事務所 平成３０年度大垣管内維持修繕工事 三建産業（株） 廣瀨　政美 監理技術者 事務所長表彰

18 岐阜国道事務所 平成３０年度東海環状岐阜ＩＣ下部工事 巴産業（株） 國枝　光照 監理技術者 事務所長表彰

19 岐阜国道事務所 平成３０年度　岐阜国道事務所管内環境整備工事 （株）加藤組 尾藤　考泰
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 平成３０年度東海環状岐阜ＩＣ東本線橋Ｐ７橋脚基礎工事 青協建設（株） 和田　慎也 監理技術者 事務所長表彰

21 岐阜国道事務所 平成３０年度　東海環状揖斐川右岸橋下部工事 （株）佐竹組 森山　紘好 現場代理人 事務所長表彰

22 岐阜国道事務所 平成３０年度東海環状大野神戸ＩＣ南道路建設工事 杉山建設（株） 小森　隆寛 現場代理人 事務所長表彰

23 岐阜国道事務所 平成３０年度東海環状岐阜ＩＣ道路建設工事 （株）市川工務店 後藤　智宏 監理技術者 事務所長表彰

24 高山国道事務所 平成３０年度４１号数河南地区道路施設整備工事 坂本土木（株） 小瀬　太治
監理技術者・現場代
理人兼任

事務所長表彰

25 高山国道事務所 平成３０年度高山管内道路施設整備工事 ナガイ（株） 岩田　浩樹 現場代理人 事務所長表彰

26 高山国道事務所 平成３０年度４１号下呂防災工事 日産工業（株） 伊藤　雅啓 現場代理人 事務所長表彰

27 高山国道事務所 平成３０年度中部縦貫高山清見道路整備工事 （株）水口土建 清水　芳貢 監理技術者 事務所長表彰

28 沼津河川国道事務所 平成３０年度　１３８号ＢＰ須走１号高架橋鋼上部工事 （株）ＩＨＩインフラシステム 影石　真一
監理技術者・現場代
理人兼任

事務所長表彰

29 沼津河川国道事務所
平成３０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

事務所長表彰

30 沼津河川国道事務所 平成２９年度　１３８号ＢＰ須走地区北道路建設工事 駿豆建設（株） 鈴木　克志 現場代理人 事務所長表彰

31 沼津河川国道事務所 平成３０年度　１３８号ＢＰぐみ沢高架橋ＰＣ上部工事 川田建設（株） 水野　聡 現場代理人 事務所長表彰

32 沼津河川国道事務所
平成３０年度　１号笹原山中ＢＰ谷田・笹原新田地区道路建
設工事

大旺新洋（株） 一円　孝寛 現場代理人 事務所長表彰

33 沼津河川国道事務所 平成３０年度　１号笹原山中ＢＰエビノ木２号橋ＰＣ上部工事 （株）ピーエス三菱 岡林　秀勝 現場代理人 事務所長表彰

34 沼津河川国道事務所 平成３０年度　狩野川上流部堤防維持管理修繕工事 土屋建設（株） 木村　清彦
監理技術者・現場代
理人兼任

事務所長表彰

35 沼津河川国道事務所 令和元年度　１号笹原山中ＢＰ笹原地区道路建設工事 小野建設（株） 佐藤　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 平成２８年度　三遠道路３号トンネル新城地区工事 戸田建設（株） 相羽　周 現場代理人 事務所長表彰

37 浜松河川国道事務所 平成２９年度　１号掛川維持管内西部維持修繕工事 （株）鈴恭組 後藤　寿仁 監理技術者 事務所長表彰

38 浜松河川国道事務所 平成３０年度　天竜川飯田・掛塚地区樹木伐開工事 中村建設（株） 大石　竜督 監理技術者 事務所長表彰

39 浜松河川国道事務所 平成３０年度　牛淵川上流地区河道掘削工事 （株）落合組 安田　和俊
監理技術者・現場代
理人兼任

事務所長表彰

40 浜松河川国道事務所 平成３０年度　１号島田金谷菊川道路建設工事 （株）中村組 栗原　毅
監理技術者・現場代
理人兼任

事務所長表彰

41 浜松河川国道事務所 平成３０年度　天竜川飯田地区河道掘削工事 （株）植松鈴木組 前沢　順哉 現場代理人 事務所長表彰

42 静岡河川事務所 平成３０年度　安倍川水系有東木地区工事用道路工事 （株）白鳥建設 志村　和彦
監理技術者・現場代
理人兼任

事務所長表彰

43 静岡河川事務所 平成３０年度　富士海岸蒲原工区保全工事 高橋建設（株） 林　勇太
監理技術者・現場代
理人兼任

事務所長表彰

44 静岡河川事務所 平成３０年度　富士海岸蒲原工区離岸堤工事 鈴与建設（株） 湯川　重太 監理技術者 事務所長表彰

45 静岡河川事務所 平成３０年度　駿河海岸一色堤防補強工事 大河原建設（株） 近藤　和巳
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 業者名 氏名 区分 表彰区分

46 富士砂防事務所 平成３０年度　富士山春沢遊砂地工事 （株）中村組 齋藤　巧 現場代理人 事務所長表彰

47 富士砂防事務所 平成３０年度　富士山砂沢上流遊砂地工事 （株）早野組 町田　恭一郎 現場代理人 事務所長表彰

48 静岡国道事務所 令和元年度　静岡国道道路情報提供設備整備工事 ＮＤＳ（株） 逸見　勲
監理技術者・現場代
理人兼任

事務所長表彰

49 静岡国道事務所 令和元年度　道の駅富士（下り）トイレ改修等工事 （株）井出組 堀池　祐介
監理技術者・現場代
理人兼任

事務所長表彰

50 静岡国道事務所 平成３１年度　静清維持管内西部維持修繕工事 （株）エコワーク 森口　弘 現場代理人 事務所長表彰

51 庄内川河川事務所 平成３０年度　庄内川大野木地区築堤工事 大興建設（株） 下永　真己 監理技術者 事務所長表彰

52 庄内川河川事務所 平成３０年度　庄内川宝神地区堤防耐震工事 （株）河村産業所 平松　真次 現場代理人 事務所長表彰

53 豊橋河川事務所 平成３０年度　矢作川竜宮橋下部工事 （株）市川工務店 渡邉　典文 監理技術者 事務所長表彰

54 豊橋河川事務所 平成３０年度　矢作川西尾防災施設造成工事 日起建設（株） 片桐　崇晴 監理技術者 事務所長表彰

55 設楽ダム工事事務所 平成３０年度　設楽ダム平野松戸線進入路工事 長坂建設興業（株） 牧　正雄 現場代理人 事務所長表彰

56 名古屋国道事務所 平成３０年度　１号岡崎康生電線共同溝工事 戸田道路（株） 志賀　一生 監理技術者 事務所長表彰

57 名古屋国道事務所 平成２９年度　第一管内橋梁補強補修工事 （株）市川工務店 村井　桂太 監理技術者 事務所長表彰

58 名古屋国道事務所 令和元年度　名古屋国道道路プローブ情報設備工事 ＮＤＳ（株） 川本　敏生 監理技術者 事務所長表彰

59 名古屋国道事務所 平成３０年度　２３号名古屋地区環境施設帯整備工事 大有建設（株） 手塚　純二 監理技術者 事務所長表彰

60 愛知国道事務所 平成３０年度　名二環富田ＩＣ北オンランプ道路建設工事 （株）近藤組 徳田　仁 現場代理人 事務所長表彰

61 愛知国道事務所 平成３０年度　名二環木場２高架橋東鋼上部工事 ＪＦＥエンジニアリング（株） 戸部　真世 現場代理人 事務所長表彰

62 愛知国道事務所 平成３０年度　名二環服部５高架橋鋼上部工事 日本車輌製造（株） 楠本　栄作 監理技術者 事務所長表彰

63 愛知国道事務所 平成３０年度　名二環梅之郷北１高架橋西鋼上部工事 （株）横河ブリッジ 本郷　大輔 監理技術者 事務所長表彰

64 愛知国道事務所 平成３０年度　名二環新政成３高架橋西床版工事 （株）安部日鋼工業 渡邊　健治 監理技術者 事務所長表彰

65 愛知国道事務所 平成３１年度　３０２号かの里地区道路建設工事 水野建設（株） 鈴村　直弘 現場代理人 事務所長表彰

66 名四国道事務所 令和元年度　名四国道豊田出張所管内整備工事 関興業（株） 神谷　知宏 監理技術者 事務所長表彰

67 三重河川国道事務所 令和元年度　津管内事故対策工事 中井土木（株） 中村　仲作 監理技術者 事務所長表彰

68 三重河川国道事務所
平成３０年度　鈴鹿川派川南部浄化センター排水樋管改築
工事

信藤建設（株） 辻　智裕 現場代理人 事務所長表彰

69 三重河川国道事務所 平成３０年度　椋川橋耐震補強補修工事 岡田工業（株） 田中　隆之
監理技術者・現場代
理人兼任

事務所長表彰

70 三重河川国道事務所 平成３０年度　櫛田川堤防維持管理修繕工事 中村土建（株） 三宅　裕哉
監理技術者・現場代
理人兼任

事務所長表彰

71 三重河川国道事務所 令和元年度　三重管内ネットワーク設備整備工事 富士通（株） 山内　祐一 主任技術者 事務所長表彰

72 三重河川国道事務所 令和元年度　２３号安塚跨道橋下部工事 日本土建（株） 小林　善光 監理技術者 事務所長表彰

73 木曽川下流河川事務所 平成３０年度　南濃出張所管内堤防維持管理修繕工事 （株）大橋工務店 伊藤　貴志 現場代理人 事務所長表彰

74 木曽川下流河川事務所 平成３０年度　木曽川福豊川表高潮堤防補強工事 岡田工業（株） 浅野　彰吾 現場代理人 事務所長表彰

75 紀勢国道事務所 平成３０年度　４２号新矢ノ川橋ＰＣ上部工事 日本高圧コンクリート（株） 小林　陽一郎 監理技術者 事務所長表彰

76 紀勢国道事務所 平成３０年度　４２号紀北地区トンネル施設修繕工事 シーキューブ（株） 木村　聡一
監理技術者・現場代
理人兼任

事務所長表彰

77 北勢国道事務所 平成３０年度　名阪国道橋梁補修工事 松岡建設（株） 坂口　誠 監理技術者 事務所長表彰

78 北勢国道事務所 平成３０年度　名阪国道亀山地区橋梁補修工事 アイトム建設（株） 山﨑　雅和 監理技術者 事務所長表彰

79 北勢国道事務所 平成３１年度　名阪国道関トンネル（上り）照明設備修繕工事 （株）関電工事 鈴木　義之
監理技術者・現場代
理人兼任

事務所長表彰

80 北勢国道事務所 平成３０年度　東海環状源太川橋下部工事 伊勢土建工業（株） 生川　勝俊 現場代理人 事務所長表彰

81 天竜川上流事務所 平成３０年度　天竜川伊那地区堤防維持管理修繕工事 守屋建設（株） 伊藤　喜洋
監理技術者・現場代
理人兼任

事務所長表彰

82 天竜川上流事務所 平成３０年度　天竜川水系滝沢第２砂防堰堤工事 木下建設（株） 梅本　智佳
監理技術者・現場代
理人兼任

事務所長表彰

83 天竜川上流事務所 平成３０年度　天竜川駒ヶ根地区堤防維持管理修繕工事 小澤建設（株） 小澤　光良
監理技術者・現場代
理人兼任

事務所長表彰

84 飯田国道事務所 平成３１年度　三遠南信天龍峡ＩＣ休憩施設建築工事 神稲建設（株） 大場　皇輝 現場代理人 事務所長表彰

85 飯田国道事務所 平成３０年度　１９号北部交安整備工事 大林工業（株） 蓑島　博
監理技術者・現場代
理人兼任

事務所長表彰

86 飯田国道事務所 平成３１年度　１９号神戸視距改良工事 大宗土建（株） 森　勇二 監理技術者 事務所長表彰

87 飯田国道事務所 平成３０年度　１５３号修繕整備工事 勝間田建設（株） 大蔵　廣光 監理技術者 事務所長表彰

88 矢作ダム管理所 平成３０年度　矢作ダム法面処理工事 （株）安藤組 安藤　剛史
監理技術者・現場代
理人兼任

事務所長表彰

89 清水港湾事務所
平成３０年度　清水港興津岸壁(-10m)(改良)(耐震)上部及び
舗装工事

(株)古川組 望月　大輔 現場代理人 事務所長表彰



番号 事務所名 工事名 業者名 氏名 区分 表彰区分

90 名古屋港湾事務所 平成３１年度　名古屋港庄内川泊地浚渫工事 （株）小島組 吉岡　孝則 監理技術者 事務所長表彰

91 名古屋港湾事務所 平成３０年度 飛島ふ頭東岸壁(-15m)改良工事(その４) あおみ建設（株） 表口　勝彦 監理技術者 事務所長表彰

92 名古屋港湾事務所 令和元年度　名古屋港金城ふ頭岸壁(-12m)地盤改良工事
東亜・大本特定建設工事共
同企業体

新庄　幸作 監理技術者 事務所長表彰

93 三河港湾事務所
平成３０年度　衣浦港外港地区西防波堤（改良）被覆工事
（その２）

徳倉建設(株) 栗林　幸平 監理技術者 事務所長表彰



番号 事務所名 業務名 業者名 表彰区分

1 道路部
令和元年度　中部地方整備局管内無電柱化推進計画検
討業務

（株）東京建設コンサルタント 局長表彰

2 港湾空港部 令和元年度　港湾施設の維持管理方策検討業務 （一財）沿岸技術研究センター 局長表彰

3 営繕部 Ｈ３０春日井公共職業安定所設計業務 (株)あい設計 局長表彰

4 多治見砂防国道事務所 平成３０年度　多治見国道管内施設点検業務 三井共同建設コンサルタント（株） 局長表彰

5 木曽川上流河川事務所 平成３０年度　木曽川上流護岸詳細設計業務 八千代エンジニヤリング（株） 局長表彰

6 岐阜国道事務所 平成３０年度東海環状南部施工計画検討業務 大日コンサルタント（株） 局長表彰

7 高山国道事務所 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） 局長表彰

8 沼津河川国道事務所 平成３１年度　沼津河川国道事務所危機管理検討業務 日本工営（株） 局長表彰

9 沼津河川国道事務所 平成３０年度　河津下田道路１期北部道路詳細設計業務 中日本建設コンサルタント（株） 局長表彰

10 浜松河川国道事務所 平成３０年度　浜松道路改築北部積算技術業務
平成３０年度　浜松道路改築北部積算技
術業務　ＰＳ・技建開発設計共同体

局長表彰

11 浜松河川国道事務所 令和元年度　三遠南信地域地質リスク検討業務 サンコーコンサルタント（株） 局長表彰

12 富士砂防事務所 平成３０年度　富士山北麓砂防施設測量業務 昭和測量（株） 局長表彰

13 静岡国道事務所
平成３０年度　１３９号富士改良蓼原地区跨線橋詳細設計
業務

（株）エイト日本技術開発 局長表彰

14 静岡国道事務所 令和元年度　１号藤枝バイパストンネル地質調査業務 中央開発（株） 局長表彰

15 庄内川河川事務所 平成３１年度　庄内川下流部流量観測業務 新晃コンサルタント（株） 局長表彰

16 設楽ダム工事事務所
平成３０年度　設楽ダム小松田口線大名倉地区予備設計
業務

協和設計（株） 局長表彰

17 名古屋国道事務所
平成３１年度　名古屋国道管内自転車通行空間整備検討
業務

（株）オリエンタルコンサルタンツ 局長表彰

18 名古屋国道事務所
平成３１年度　名古屋国道事務所用地関係資料作成整理
等業務

（株）オオバ 局長表彰

19 愛知国道事務所 平成３１年度　名岐道路整備検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 局長表彰

20 名四国道事務所 平成３１年度　名四国道技術資料作成業務 セントラルコンサルタント（株） 局長表彰

21 名四国道事務所 平成３１年度　名四国道用地関係資料作成整理等業務 中部復建（株） 局長表彰

22 三重河川国道事務所 平成３０年度　伊勢景観検討業務 （株）建設環境研究所 局長表彰

23 三重河川国道事務所 令和元年度　三重四川航空図化測量業務 （株）パスコ 局長表彰

24 木曽川下流河川事務所
平成３１年度　国営木曽三川公園桑名七里の渡し公園整
備検討業務

平成３１年度　国営木曽三川公園桑名七
里の渡し公園整備検討業務　中央コンサ
ル・浦野設計共同体

局長表彰

25 紀勢国道事務所 平成３０年度熊野ＩＣ詳細設計業務 （株）綜合技術コンサルタント 局長表彰

26 北勢国道事務所 平成３１年度　北勢国道道路情報管理業務 （株）エルム測建 局長表彰

27 天竜川上流河川事務所 平成３１年度　天竜川上流河川整備計画検討業務 （株）建設技術研究所 局長表彰

28 飯田国道事務所 平成３１年度　三遠南信道喬木地区環境調査業務 大日本コンサルタント（株） 局長表彰

29 中部技術事務所
平成３１年度　中部地整管内多自然川づくり評価手法検討
業務

いであ（株） 局長表彰

30 名古屋港湾事務所 平成３１年度　名古屋港航路環境現況調査 玉野総合コンサルタント（株） 局長表彰

1 河川部
令和元年度　生態学的な観点から河川特性の評価に関す
る調査検討業務

（公財）リバーフロント研究所 部長表彰

2 多治見砂防国道事務所 平成３０年度　多治見砂防上松管内詳細設計業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 事務所長表彰

3 多治見砂防国道事務所 平成３０年度　多治見砂防妻木管内詳細設計業務 いであ（株） 事務所長表彰

4 多治見砂防国道事務所 平成３０年度　多治見砂防木曽川水系地質調査業務 大同コンサルタンツ（株） 事務所長表彰

5 多治見砂防国道事務所
令和元年度　庄内川水系一の洞第１砂防堰堤用地調査業
務

（株）三進 事務所長表彰

6 木曽川上流河川事務所 平成３０年度　木曽川上流管内詳細設計業務 大日コンサルタント（株） 事務所長表彰

7 木曽川上流河川事務所 平成３０年度　木曽川上流管内堤防測量業務 東和コンサルタント（株） 事務所長表彰

8 越美山系砂防事務所 平成３１年度　越美山系砂防事業効果整理検討業務 日本工営（株） 事務所長表彰

令和２年度　優良業務一覧表（令和元年度完了業務）



番号 事務所名 業務名 業者名 表彰区分

9 新丸ダム工事事務所 平成３１年度　新丸山ダム環境モニタリング調査業務 いであ（株） 事務所長表彰

10 新丸ダム工事事務所 令和元年度　新丸山ダム原石山周辺地質調査業務 （株）ダイヤコンサルタント 事務所長表彰

11 岐阜国道事務所 平成３０年度東海環状北部施工計画検討業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 事務所長表彰

12 岐阜国道事務所 平成３０年度岐阜国道管内道路予備設計業務 八千代エンジニヤリング（株） 事務所長表彰

13 岐阜国道事務所 平成３１年度２５８号大垣林地区電線共同溝詳細設計業務 （株）綜合技術コンサルタント 事務所長表彰

14 高山国道事務所 平成３１年度　高山国道管内橋梁点検設計業務 中央コンサルタンツ（株） 事務所長表彰

15 高山国道事務所 平成３１年度飛騨地域道路網調査検討業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 事務所長表彰

16 高山国道事務所 平成３１年度高山国道管内交通量調査業務 （株）イビソク 事務所長表彰

17 沼津河川国道事務所 令和元年度　沼津河川国道管内道路施工検討業務 大日コンサルタント（株） 事務所長表彰

18 沼津河川国道事務所 平成３０年度　国道１３８号管理設備等詳細設計業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 事務所長表彰

19 沼津河川国道事務所 平成３１年度　沼津河川国道管内交通事故対策調査業務
平成３１年度　沼津河川国道管内交通事
故対策調査業務　計量計画研究所・東京
建設コンサルタント設計共同体

事務所長表彰

20 沼津河川国道事務所 平成３１年度　狩野川上流流量観測業務 静岡コンサルタント（株） 事務所長表彰

21 沼津河川国道事務所 平成３０年度　１号沼津市東椎路地区用地調査業務 （株）東日 事務所長表彰

22 浜松河川国道事務所
令和元年度　三遠南信水窪佐久間道路道路予備修正設
計業務

（株）建設技術研究所 事務所長表彰

23 浜松河川国道事務所 平成３０年度　浜松管内防災点検業務 アジア航測（株） 事務所長表彰

24 浜松河川国道事務所 平成３１年度　浜松河川管理施設等監理検討業務
平成３１年度　浜松河川管理施設等監理
検討業務　中部地域づくり・中央コンサル
設計共同体

事務所長表彰

25 静岡河川事務所 平成３１年度　駿河蒲原海岸生態系調査業務 いであ（株） 事務所長表彰

26 富士砂防事務所 平成３０年度　富士山北麓砂防施設詳細設計業務 （株）エイト日本技術開発 事務所長表彰

27 静岡国道事務所 平成３１年度　静岡地域道路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

28 静岡国道事務所 平成３０年度　静岡特殊車両事務業務
平成３０年度　静岡特殊車両事務業務　
セントレック・ＰＳ設計共同体

事務所長表彰

29 静岡国道事務所 平成３１年度　静清維持管内西部橋梁点検業務 日本工営（株） 事務所長表彰

30 静岡国道事務所 令和元年度　１号藤枝バイパス測量業務 大同コンサルタンツ（株） 事務所長表彰

31 静岡営繕事務所
令和元年度　静岡県警察学校第二清明・清華寮設備改修
設計業務

一級建築士事務所エスティーピー 事務所長表彰

32 庄内川河川事務所 平成３０年度　庄内川総合排水計画検討業務 八千代エンジニヤリング（株） 事務所長表彰

33 豊橋河川事務所 平成３１年度　矢作川流域圏地域連携業務 アジア航測（株） 事務所長表彰

34 設楽ダム工事事務所 平成３１年度　設楽ダム環境監視調査業務 （株）建設環境研究所 事務所長表彰

35 設楽ダム工事事務所 平成３１年度　設楽ダム希少魚類生息調査業務 いであ（株） 事務所長表彰

36 設楽ダム工事事務所
令和元年度　設楽ダム小松田口線川向東地区用地調査業
務

中部復建（株） 事務所長表彰

37 名古屋国道事務所 平成３１年度　名古屋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 事務所長表彰

38 名古屋国道事務所 平成３１年度　尾張南地区橋梁点検業務 （株）エイト日本技術開発 事務所長表彰

39 名古屋国道事務所 平成３１年度　国道１５３号伊勢神トンネル修正設計業務 八千代エンジニヤリング（株） 事務所長表彰

40 名古屋国道事務所 令和元年度　名国管内施設点検計画作成業務 中央コンサルタンツ（株） 事務所長表彰

41 愛知国道事務所 平成３１年度　愛知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

42 名四国道事務所 平成３１年度　西知多道路（東海ＪＣＴ）施工方針検討業務 中央コンサルタンツ（株） 事務所長表彰

43 三重河川国道事務所 平成３１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） 事務所長表彰

44 三重河川国道事務所 平成３０年度　２３号南玉垣地区電線共同溝詳細設計業務 セントラルコンサルタント（株） 事務所長表彰

45 三重河川国道事務所 平成３１年度　三重県内交通円滑化検討業務 （株）建設技術研究所 事務所長表彰

46 三重河川国道事務所 令和元年度　三重道路管理データベース更新業務 （株）テクノスジャパン 事務所長表彰



番号 事務所名 業務名 業者名 表彰区分

47 三重河川国道事務所 令和元年度　鈴鹿川地質調査業務 日本工営（株） 事務所長表彰

48 木曽川下流河川事務所 平成３０年度　木曽三川下流部自然再生計画検討業務 日本工営（株） 事務所長表彰

49 紀勢国道事務所 平成３１年度　紀勢国道調査管理資料作成業務
平成３１年度　紀勢国道調査管理資料作
成業務　ＰＳ・日本振興設計共同体

事務所長表彰

50 紀勢国道事務所 平成３１年度　紀勢国道管内交通量調査業務 南海カツマ（株） 事務所長表彰

51 紀勢国道事務所 平成３０年度　紀勢国道地質調査業務 東邦地水（株） 事務所長表彰

52 北勢国道事務所 平成３１年度　北勢国道交通量調査業務 南海カツマ（株） 事務所長表彰

53 天竜川上流河川事務所
令和元年度　天竜川水系大規模土砂災害監視システム検
討業務

日本工営（株） 事務所長表彰

54 天竜川上流河川事務所 平成３１年度　単価契約　天竜川河川図面作成業務 （株）北国コンサル 事務所長表彰

55 天竜川上流河川事務所 平成３１年度　天竜川水系入谷地区地すべり観測業務 （株）ゼンシン 事務所長表彰

56 天竜川上流河川事務所 令和元年度　天竜川水系下伊那地区権利調査業務 大日コンサルタント（株） 事務所長表彰

57 飯田国道事務所 平成３１年度　１９号薮原地区水文調査業務 （株）建設技術研究所 事務所長表彰

58 飯田国道事務所 平成３１年度　三遠南信道青崩峠道路施工計画業務 （株）片平新日本技研 事務所長表彰

59 天竜川ダム統合管理事務所
平成３１年度　　美和ダム・小渋ダム管理フォローアップ検
討業務

（株）建設環境研究所 事務所長表彰

60 矢作ダム管理所 平成３１年度　矢作ダム下流域浸水想定図検討業務 （株）東京建設コンサルタント 事務所長表彰

61 中部技術事務所 平成３１年度　中部地整管内流量観測高度化検討業務 中電技術コンサルタント（株） 事務所長表彰

62 清水港湾事務所 令和元年度　清水港岸壁予備設計 (株)ニュージェック 事務所長表彰

63 名古屋港湾事務所 平成３１年度　名古屋港船舶技術資料作成外業務 (株)ポルテック 事務所長表彰

64 名古屋港湾空港技術調査事務所 平成３０年度　津松阪港津地区（栗真）堤防基本設計 （株）エコー 事務所長表彰

65 四日市港湾事務所
令和元年度　四日市港臨港道路地下埋設物現況把握検
討業務

日本工営（株） 事務所長表彰



番号 事務所名 業務名 業者名 氏名 区分 表彰区分

1 道路部 令和元年度　中部地方整備局管内無電柱化推進計画検討業務 （株）東京建設コンサルタント 川口　正 管理技術者 局長表彰

2 港湾空港部 令和元年度　港湾施設の維持管理方策検討業務 （一財）沿岸技術研究センター 稲田　勉 管理技術者 局長表彰

3 多治見砂防国道事務所 平成３０年度　多治見砂防上松管内詳細設計業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 青山　哲司 管理技術者 局長表彰

4 木曽川上流河川事務所 平成３０年度　木曽川上流管内詳細設計業務 大日コンサルタント（株） 平田　武史 管理技術者 局長表彰

5 新丸ダム工事事務所 平成３０年度　新丸山ダム国道４１８号８号橋詳細設計業務 協和設計（株） 粂　敏行 担当技術者 局長表彰

6 岐阜国道事務所 平成３０年度　東海環状北部施工計画検討業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 大内　隆志 管理技術者 局長表彰

7 岐阜国道事務所 平成３０年度　東海環状南部施工計画検討業務 大日コンサルタント（株） 宮之上　昭彦 管理技術者 局長表彰

8 高山国道事務所 平成３１年度　高山国道管内橋梁点検設計業務 中央コンサルタンツ（株） 渡邊　淳 管理技術者 局長表彰

9 沼津河川国道事務所 平成３１年度　沼津河川国道事務所危機管理検討業務 日本工営（株） 松尾　環 管理技術者 局長表彰

10 沼津河川国道事務所 令和元年度　沼津河川国道管内道路施工検討業務 大日コンサルタント（株） 工藤　晴朗 担当技術者 局長表彰

11 浜松河川国道事務所 令和元年度　三遠南信水窪佐久間道路道路予備修正設計業務 （株）建設技術研究所 一藁　義治 担当技術者 局長表彰

12 静岡河川事務所 平成３１年度　静岡河川海岸施設点検業務 大鐘測量設計（株） 杉本　光宏 主任技術者 局長表彰

13 富士砂防事務所 平成３０年度　富士山北麓砂防施設測量業務 昭和測量（株） 堀内　太一 主任技術者 局長表彰

14 静岡国道事務所 平成３１年度　１号藤枝バイパス施工方針検討業務 協和設計（株） 渡邊　浩幸 管理技術者 局長表彰

15 豊橋河川事務所 平成３１年度　矢作川流域圏地域連携業務 アジア航測（株） 中田　慎 管理技術者 局長表彰

16 設楽ダム工事事務所 平成３１年度　設楽ダム環境監視調査業務 （株）建設環境研究所 荒木　隆 管理技術者 局長表彰

17 名古屋国道事務所 平成３１年度　名古屋国道管内自転車通行空間整備検討業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 立松　秀樹 管理技術者 局長表彰

18 名古屋国道事務所 平成３１年度　名古屋国道事務所用地関係資料作成整理等業務 （株）オオバ 靍見　武男 主任担当者 局長表彰

19 愛知国道事務所 平成３１年度　愛知国道管内施工方針検討業務 中央コンサルタンツ（株） 伊藤　文一 担当技術者 局長表彰

20 名四国道事務所 平成３１年度　名四国道整備効果検討業務 （株）建設技術研究所 河田　明博 担当技術者 局長表彰

21 三重河川国道事務所 令和元年度　三重四川航空図化測量業務 （株）パスコ 二宮　洋行 主任技術者 局長表彰

22 三重河川国道事務所 平成３０年度　伊勢景観検討業務 （株）建設環境研究所 矢部　晋 管理技術者 局長表彰

23 木曽川下流河川事務所 平成３０年度　木曽三川下流部自然再生計画検討業務 日本工営（株） 五十嵐　美穂 管理技術者 局長表彰

24 紀勢国道事務所 平成３０年度熊野ＩＣ詳細設計業務 （株）綜合技術コンサルタント 芳村　彰則 管理技術者 局長表彰

25 北勢国道事務所 平成３１年度　名阪国道交通安全対策検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 山下　夏実 担当技術者 局長表彰

26 天竜川上流河川事務所 平成３１年度　天竜川上流河川整備計画検討業務 （株）建設技術研究所 荒木　孝之 管理技術者 局長表彰

27 天竜川上流河川事務所 令和元年度　天竜川水系大規模土砂災害監視システム検討業務 日本工営（株） 石井　秀樹 管理技術者 局長表彰

28 飯田国道事務所 平成３１年度　三遠南信道喬木地区環境調査業務 大日本コンサルタント（株） 勝亦　修 管理技術者 局長表彰

29 中部技術事務所 平成３１年度　中部地整管内多自然川づくり評価手法検討業務 いであ（株） 早坂　裕幸 管理技術者 局長表彰

30
名古屋港湾空港技術調
査事務所

平成３０年度　津松阪港津地区（栗真）堤防基本設計 （株）エコー 安田　将人 管理技術者 局長表彰

1 河川部
令和元年度　生態学的な観点から河川特性の評価に関する調査検
討業務

（公財）リバーフロント研究所 内藤　太輔 管理技術者 部長表彰

2 営繕部 Ｈ３０春日井公共職業安定所設計業務 （株）あい設計 金﨑　博之 管理技術者 部長表彰

3 多治見砂防国道事務所 平成３０年度　多治見国道管内施設点検業務 三井共同建設コンサルタント（株） 山田　誠 管理技術者 事務所長表彰

4 多治見砂防国道事務所 平成３０年度　多治見砂防妻木管内詳細設計業務 いであ（株） 上葛　健太 担当技術者 事務所長表彰

5 多治見砂防国道事務所 平成３０年度　多治見砂防中津川管内詳細設計業務 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

6 木曽上流河川事務所 平成３０年度　木曽川上流護岸詳細設計業務 八千代エンジニヤリング（株） 中山　敬邦 管理技術者 事務所長表彰

7 木曽上流河川事務所 平成３１年度　木曽川上流環境調査業務 いであ（株） 賀川　真樹 管理技術者 事務所長表彰

8 新丸山ダム工事事務所 平成３１年度　新丸山ダム環境モニタリング調査業務 いであ（株） 萩原　陽二郞 担当技術者 事務所長表彰

9 岐阜国道事務所 平成３１年度岐阜国道管内測量調査業務 （株）興栄コンサルタント 伊藤　俊治
主任技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

10 岐阜国道事務所 平成３０年度東海環状（養老から県境）海津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

11 岐阜国道事務所 平成３０年度岐阜国道管内道路予備設計業務 八千代エンジニヤリング（株） 大矢　竜市 管理技術者 事務所長表彰

12 岐阜国道事務所 平成３１年度岐阜国道開通効果分析業務 （株）建設技術研究所 鈴村　雅彦 管理技術者 事務所長表彰

令和２年度　優良業務技術者一覧表（令和元年度完了業務）



番号 事務所名 業務名 業者名 氏名 区分 表彰区分

13 高山国道事務所 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） 八谷　誠 管理技術者 事務所長表彰

14 高山国道事務所 平成３１年度飛騨地域道路網調査検討業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 吉田　賢史 担当技術者 事務所長表彰

15 高山国道事務所 平成３０年度　石浦バイパス橋梁詳細設計業務 大日コンサルタント（株） 幸　哲也 担当技術者 事務所長表彰

16 沼津河川国道事務所 平成３１年度　狩野川堤防整備詳細設計業務 大日コンサルタント（株） 小原　正慎 担当技術者 事務所長表彰

17 沼津河川国道事務所 平成３１年度　狩野川上流流量観測業務 静岡コンサルタント（株） 川口　利宏 主任技術者 事務所長表彰

18 沼津河川国道事務所 平成３１年度　狩野川下流黄瀬川大場川来光川流量観測業務 伸東測量設計（株） 伊藤　邦浩 主任技術者 事務所長表彰

19 沼津河川国道事務所 平成３０年度　国道１３８号管理設備等詳細設計業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 矢野　修平 管理技術者 事務所長表彰

20 沼津河川国道事務所 平成３１年度　沼津河川国道管内交通事故対策調査業務
平成３１年度　沼津河川国道管内交通
事故対策調査業務　計量計画研究所・
東京建設コンサルタント設計共同体

絹田　裕一 管理技術者 事務所長表彰

21 浜松河川国道事務所 令和元年度　三遠南信地域地質リスク検討業務 サンコーコンサルタント（株） 伏木　治 担当技術者 事務所長表彰

22 浜松河川国道事務所 平成３０年度　浜松道路改築北部積算技術業務
平成３０年度　浜松道路改築北部積算
技術業務　ＰＳ・技建開発設計共同体

竹内　公一 管理技術者 事務所長表彰

23 浜松河川国道事務所 平成３０年度　浜松管内防災点検業務 アジア航測（株） 坂口　宏 管理技術者 事務所長表彰

24 浜松河川国道事務所 平成３１年度　浜松河川資料作成業務
平成３１年度　浜松河川資料作成業務　
ＰＳ・日本振興設計共同体

安岡　弘之 管理技術者 事務所長表彰

25 静岡河川事務所 平成３１年度　安倍川流量観測及び水文観測所保守点検業務 （株）スルガコンサル 佐野　圭祐 主任技術者 事務所長表彰

26 富士砂防事務所 平成３０年度　富士山北麓砂防施設詳細設計業務 （株）エイト日本技術開発 田中　栄吾 担当技術者 事務所長表彰

27 静岡国道事務所 平成３１年度　静岡国道管内トンネル点検業務 セントラルコンサルタント（株） 三原　茂人 担当技術者 事務所長表彰

28 静岡国道事務所 平成３１年度　１号藤枝バイパス潮高架橋詳細修正設計業務 中日本建設コンサルタント（株） 山本　高由 管理技術者 事務所長表彰

29 静岡国道事務所 令和元年度　１号藤枝地区トンネル地質調査業務 国際航業（株） 山田　優子 担当技術者 事務所長表彰

30 静岡国道事務所 平成３１年度　静岡国道管内水文調査業務 （株）建設技術研究所 改田　行司 主任技術者 事務所長表彰

31 静岡営繕事務所 令和元年度　静岡県警察学校第二清明・清華寮設備改修設計業務 一級建築士事務所エスティーピー 酒井　勝 管理技術者 事務所長表彰

32 庄内川河川事務所 平成３０年度　庄内川総合排水計画検討業務 八千代エンジニヤリング（株） 竹村　仁志 管理技術者 事務所長表彰

33 豊橋河川事務所 平成３０年度　豊橋河川積算技術業務 （一社）パブリックサービス 大野　貴弘 管理技術者 事務所長表彰

34 設楽ダム工事事務所 平成３０年度　設楽ダム小松田口線大名倉地区予備設計業務 協和設計（株） 原田　敏広 管理技術者 事務所長表彰

35 設楽ダム工事事務所 平成３１年度　設楽ダム希少魚類生息調査業務 いであ（株） 小澤　英樹 管理技術者 事務所長表彰

36 設楽ダム工事事務所 平成３０年度　設楽ダム地質解析業務 日本工営（株） 竹下　秀敏 管理技術者 事務所長表彰

37 設楽ダム工事事務所 平成３０年度　設楽ダムコンクリート配合試験解析業務 （株）ニュージェック 大野　健一 管理技術者 事務所長表彰

38 設楽ダム工事事務所 平成３１年度　設楽ダム計画資料作成業務 日本振興（株） 佐藤　徹 管理技術者 事務所長表彰

39 名古屋国道事務所 平成３１年度　名古屋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 飯野　浩明 管理技術者 事務所長表彰

40 名古屋国道事務所 平成３１年度　尾張南地区橋梁点検業務 （株）エイト日本技術開発 萩原　明伯 管理技術者 事務所長表彰

41 名古屋国道事務所 平成３１年度　国道１５３号伊勢神トンネル修正設計業務 八千代エンジニヤリング（株） 草野　一郎 管理技術者 事務所長表彰

42 名古屋国道事務所 令和元年度　名古屋国道管内交通量調査業務 （株）大建コンサルタント 田村　善美 管理技術者 事務所長表彰

43 愛知国道事務所 平成３１年度　名岐道路整備検討業務 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

44 名四国道事務所 平成３１年度　西知多道路（東海ＪＣＴ）施工方針検討業務 中央コンサルタンツ（株） 正木　智弘 担当技術者 事務所長表彰

45 三重河川国道事務所 平成３１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） 森下　祐 担当技術者 事務所長表彰

46 三重河川国道事務所 平成３０年度　２３号南玉垣地区電線共同溝詳細設計業務 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

47 三重河川国道事務所 令和元年度　鈴鹿川地質調査業務 日本工営（株） 中村　幸生 主任技術者 事務所長表彰

48 三重河川国道事務所 平成３１年度　三重県内交通円滑化検討業務 （株）建設技術研究所 横山　憲 管理技術者 事務所長表彰

49 木曽川下流河川事務所
平成３１年度　国営木曽三川公園桑名七里の渡し公園整備検討業
務

平成３１年度　国営木曽三川公園桑名
七里の渡し公園整備検討業務　中央コ
ンサル・浦野設計共同体

浅野　誠一 管理技術者 事務所長表彰

50 紀勢国道事務所 平成３１年度　紀勢国道調査管理資料作成業務
平成３１年度　紀勢国道調査管理資料
作成業務　ＰＳ・日本振興設計共同体

田中　宣史 管理技術者 事務所長表彰

51 紀勢国道事務所 平成３０年度　有馬井戸地区詳細設計業務 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

52 北勢国道事務所 平成３１年度　北勢国道道路情報管理業務 （株）エルム測建 金松　勇次 管理技術者 事務所長表彰

53 天竜川上流河川事務所 平成３１年度　単価契約　天竜川河川図面作成業務 （株）北国コンサル 小原　透浩 管理技術者 事務所長表彰



番号 事務所名 業務名 業者名 氏名 区分 表彰区分

54 天竜川上流河川事務所 令和元年度　天竜川上流伊北地区護岸詳細設計業務 （株）北測 羽柴　真佐樹 管理技術者 事務所長表彰

55 天竜川上流河川事務所 平成３０年度　天竜川水系下伊那地区砂防渓流調査業務 （株）ゼンシン 境澤　昌志 管理技術者 事務所長表彰

56 飯田国道事務所 平成３１年度　飯田国道道路施設補修設計業務 玉野総合コンサルタント（株） 阿部　光伸 管理技術者 事務所長表彰

57 飯田国道事務所 平成３１年度　三遠南信道天龍峡地区整備計画検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 西谷　真吾 管理技術者 事務所長表彰

58
天竜川ダム統合管理事
務所

平成３１年度　　美和ダム・小渋ダム管理フォローアップ検討業務 （株）建設環境研究所 佐藤　隆善 管理技術者 事務所長表彰

59 丸山ダム管理所 平成３１年度　丸山ダム水辺現地調査（底生動物・空間利用）業務 アジア航測（株） 森　啓彰 管理技術者 事務所長表彰

60 矢作ダム管理所 平成３１年度　矢作ダム下流域浸水想定図検討業務 （株）東京建設コンサルタント 錦織　俊之 管理技術者 事務所長表彰

61 中部技術事務所 平成３１年度　中部地整管内流量観測高度化検討業務 中電技術コンサルタント（株） 大森　嘉郎 管理技術者 事務所長表彰

62 清水港湾事務所 令和元年度　清水港岸壁予備設計 (株)ニュージェック 西尾　岳裕 管理技術者 事務所長表彰

63 名古屋港湾事務所 平成３１年度　名古屋港航路環境現況調査 玉野総合コンサルタント（株） 山田　政樹 担当技術者 事務所長表彰

64 名古屋港湾事務所 平成３１年度　名古屋港船舶技術資料作成外業務 (株)ポルテック 西尾　誠市 管理技術者 事務所長表彰

65 四日市港湾事務所 令和元年度　四日市港臨港道路地下埋設物現況把握検討業務 日本工営（株） 塚田　繁 管理技術者 事務所長表彰



企業名 表彰区分 企業名 主任技術者 有能技能者

1 多治見砂防国道事務所 平成３０年度木曽川水系下洞沢砂防施設工事 大宗土建（株） 局長表彰 (株)佐々木工務店

(株)エナ重機　木曽営業所

2 豊橋河川事務所 平成３０年度　豊川加藤新田災害復旧工事 鈴中工業（株） 局長表彰 眞木海工(株) 長島　康雄

3 北勢国道事務所 平成３０年度　名阪国道橋梁補修工事 松岡建設（株） 局長表彰 （株）海部架設工業 竺原　健

エスジェイシー寿（株）

（株）Take

4 四日市港湾事務所
平成３１年度　津松阪港津地区(阿漕浦・御殿場)1-2
工区堤防(改良)本体工事

日本土建（株） 局長表彰 （有）丸新建設 神戸　直人

1 岐阜国道事務所 平成２９年度美濃加茂管内橋梁補修工事 （株）栗山組 事務所長表彰 ヤマダインフラテクノス（株）

パインテール（株）

2 沼津河川国道事務所 平成３０年度　１３８号籠坂地区道路整備工事 福田道路（株） 事務所長表彰 コジマ工業（株）

豊田（株） 小中　規彰

ワールド開発工業（株）　
名古屋営業所

3 浜松河川国道事務所 平成３０年度　１号浜松河川国道管内舗装修繕工事 岐建（株） 事務所長表彰 ナカムラ道路(株)

(株)イヤマトータルブリッジサ
ポート

4 静岡国道事務所 平成３１年度　静岡国道管内道路清掃作業
富士ロード

サービス（株）
事務所長表彰

5 庄内川河川事務所 平成３１年度　庄内川河川事務所予備発電設備工事 （株）野原電建 事務所長表彰 三愛物産（株）

（株）ハラ電機

剱崎建設（株）

6 名古屋国道事務所 平成３０年度　第三出張所管内維持修繕工事 昭和土木（株） 事務所長表彰 （株）二友組

7 名四国道事務所 平成２８年度　２３号蒲郡ＢＰ豊沢道路建設工事 戸田建設（株） 事務所長表彰 山旺建設（株） 金田　健一

双和テクノ（株） 松尾　良弘

日本基礎技術（株） 真居　正信

8 紀勢国道事務所 平成３０年度　４２号尾鷲管内中法面防災工事
ユウテック

（株）
事務所長表彰 (有)新優建設

番号 事務所名 工事名

令和２年度　安全工事一覧表（令和元年度完了工事）

元請企業の表彰
下請企業等の表彰
（事務所長表彰）



企業名 表彰区分 企業名 主任技術者 有能技能者

1 新丸ダム工事事務所 平成２８年度　新丸山ダム転流工事 前田建設工業（株） 事務所長表彰 （株）宮本組 野口　開外

日特建設（株） 多湖　洋平

2 高山国道事務所 平成３０年度中部縦貫高山ＩＣ橋Ｄランプ鋼上部工事 （株）横河ブリッジ 事務所長表彰 （株）ミック 山口　勝司

（株）中山興業 大島　靖

3 浜松河川国道事務所 平成３０年度　１号浜名大橋橋梁補修工事 （株）中村組 事務所長表彰 （株）シーエス技研 坂藤　正一

4 静岡河川事務所 平成３０年度　大井川河道整備工事 （株）山田組 事務所長表彰

5 庄内川河川事務所 平成３０年度　庄内川第一管内維持修繕工事 犬飼建設（株） 事務所長表彰 犬飼　泰治

6 木曽川下流河川事務所 平成３０年度　長良川背割堤上地区河道整備工事 高田建設（株） 事務所長表彰 宇佐美工業（株） 遠藤　英樹

7 紀勢国道事務所 平成３０年度　４２号尾鷲管内北法面防災工事 （株）塩谷組 事務所長表彰 ユウテック（株） 山下　裕紀

8 北勢国道事務所 平成３０年度　１号桑名東部桑名地区改良工事 松岡建設（株） 事務所長表彰 加藤鉄筋

中央産商（株）
北勢営業所

北勢電気（株）

番号 事務所名 工事名

令和２年度　社会貢献等工事一覧表（令和元年度完了工事）
下請企業等の表彰
（事務所長表彰）

元請企業の表彰
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