
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～

中部地方整備局の三重県内６事務所では、令和元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。

令 和 ２ 年 ７ 月 １ ５ 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
蓮 ダ ム 管 理 所

１．概 要

２．資 料
各事務所の表彰日時、場所、実施方法及び表彰者数については「別紙１」のとおり

３．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、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

４．解 禁
令和２年７月２０日（月）１１時

５．表彰式の実施方法
新型コロナウィルス対策のため、各事務所にて表彰式の実施方法等を例年より変更
しています。取材に来られる場合は、事前に各事務所までお問い合わせください。

６．問い合わせ先
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 ）
総務課長 笹山 義浩 TEL(059)229-2211

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

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

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

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

・蓮ダム管理所（〒515-1615 松阪市飯高町森1810-11）
総務係長 近藤 紀行 TEL(0598)45-0371



令和２年度　優良工事等表彰式

１．表彰日時

（１）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）

 日　　　時 ： 令和２年７月２２日（水）　１４：３０～１６：００

 場　　　所 ： 三重県教育文化会館　大会議室　（津市桜橋２－１４２）

 実施方法 ： 密集を避けるため、受賞企業様ごとにご臨席いただく時間を分けて指定。

　　　　　　　　表彰状の手交及び祝辞の朗読は行なわず、会場内に設置したテーブル

　　　　　　　  の上に配置し、お受け取りいただいた後で記念撮影を行う。

○木曽川下流河川事務所　（三重県桑名市大字福島４６５）

 日　　　時 ：令和２年７月２２日（水）　午前の部①９：００～１０：００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午前の部②１１：００～１２：００

 実施方法 ： 密集を避けるため、２回に分けて表彰式を行う。

　　　　　　　　受賞者等出席者は必要最小人数とし、

　　　　　　　　記念撮影も表彰式終了後に縮小して実施する。

○紀勢国道事務所　（三重県松阪市鎌田町１４４－６）

 日　　　時 ：令和２年７月２８日（火）　１０：００～

 実施方法 ：ソーシャルディスタンスを確保するため、座席の間隔を空けて開催する。

　　　　　　　　式中はマスクの着用・消毒・換気を実施する。

　　　　　　　　受賞者等出席者は必要最少人数とする。

　　　　　　　　記念撮影は表彰式終了後に工事または業務ごとに実施する。

○北勢国道事務所　（三重県四日市市南富田町４-６）

 日　　　時 ：令和２年７月２９日（水）　　①１３：３０～　②１５：００～

 場　　　所 ：四日市市市民交流会館（本町プラザ）　１階ホール　（四日市市本町９－８）

 実施方法 ：密集を避けるため、表彰式を２回に分けて実施。

各回とも表彰状の授与、祝辞および件名毎に記念撮影を行う。

表彰状の授与は、各回の１社目のみ事務所長が全文読み上げて手渡しを行い、

２社目以降は司会が社名を読み上げて事務所長が手渡しを行う。

○蓮ダム管理所　（三重県松阪市飯高町森１８１０－１１）

 日　　　時 ：令和２年７月３０日（木）　１３：３０～

 実施方法 ：密集を避けるため、座席の間隔を空けて実施する。

　　　　　　　　式中はマスクの着用・消毒・換気を実施する。受賞者等出席者は

　　　　　　　必要最少人数とし、記念撮影は表彰式終了後に実施する。

　　　　　　　

○四日市港湾事務所　（三重県四日市市新正３-７-２７）

 日　　　時 ：令和２年７月２１日（火） １０：００～

 場　　　所 ：四日市港湾事務所　１階会議室

 実施方法 ：コロナウイルス感染症対策のため受付及び表彰状の読み上げは行わない。

　　　　　　　　密集を避けるため席の間隔を空けて開催し、記念撮影は会社毎に行う。

 場　　　所 ： 木曽川下流河川事務所　１階会議室

 場　　　所 ：紀勢国道事務所　３階会議室

 場　　　所 ：蓮ダム管理所　２階会議室

別紙１



（２）中部地方整備局長表彰式（優良工事等表彰）

日　　　時：令和２年７月２０日（月）　（午前の部）１１：００～　（午後の部）１３：５０～
場　　　所：ホテル名古屋ガーデンパレス　３階　栄及び泉の間



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

蓮ダム
四日市
港湾

県内
合計

優良工事 2 1 1 2 0 1 7 社

優良業務 2 1 1 1 0 0 5 社

優良工事技術者 2 1 1 2 0 1 7 名

優良業務技術者 2 1 1 1 0 0 5 名

安全工事 0 0 0 1 0 1 2 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

蓮ダム
四日市
港湾

県内
合計

優良工事 6 2 2 4 1 0 15 社

優良業務 5 1 3 1 0 1 11 社

優良工事技術者 7 2 2 4 0 0 15 名

優良業務技術者 4 1 2 1 0 1 9 名

安全工事 0 0 1 0 0 0 1 社

社会貢献 0 1 1 1 0 0 3 社

三重
河川
国道

木曽川
下流
河川

紀勢
国道

北勢
国道

蓮ダム
四日市
港湾

県内
合計

関係協力会社 17 6 5 18 2 3 51 社

関係協力会社技術者 10 3 4 4 0 2 23 名

　

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３０年度　四日市南部地区維持修繕工事 （株）中村組

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）中部社会ネットワーク営業部

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）中部支店

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

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）

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）

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

○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３０年度　宮川西豊浜地区築堤護岸工事 （株）山野建設

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）

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）

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）

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）

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

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）

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)

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)

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）

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）

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

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）

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　中部支社

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３０年度　伊勢景観検討業務 （株）建設環境研究所　中部支社

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　三重支店

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

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

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

○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）中部支社

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）中部支社

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 中部支社

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

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）名古屋支店

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）名古屋支店

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
代表者： （一社）パブリックサービス

紀勢国道事務所 平成３０年度　紀勢国道管内交通量調査業務 南海カツマ(株)

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)

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）

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）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

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

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）中部支店 鈴木　崇史 現場代理人

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
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

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

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

○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 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

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

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

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

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）　中部社会ネットワーク営業部 山内　祐一 主任技術者

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

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

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

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

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

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

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

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

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（有能技術者）

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



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 令和元年度　三重四川航空図化測量業務 （株）パスコ　三重支店 二宮　洋行 主任技術者

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　中部支社 矢部　晋 管理技術者

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）名古屋支店 三上　美穂 管理技術者

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

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）　中部支社 山下　夏実 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）　中部支社 森下　祐 担当技術者

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）　中部支社 藤田　健仁 管理技術者

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）　名古屋支店 中村　幸生 主任技術者

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　中部支社 横山　憲 管理技術者

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

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
代表者： （一社）パブリックサービス

田中　宣史 管理技術者

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

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

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）名古屋支店 塚田　繁 管理技術者

７．安全工事

○中部地方整備局長表彰

事務所名 業務名 会社名

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）

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)

○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３０年度　４２号尾鷲管内中法面防災工事 ユウテック（株）

８．社会貢献

○事務所長表彰

事務所名 業務名 会社名

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）

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

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）



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 　

サンリツ工業(株) とび・土工

(株)翌桧建設 土木・とび・土工

(株)リンクス 土木・とび・土工

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)　北嘉組 とび・土工・石

テクノトーシン(株) とび・土工・塗装

(有)大房建設 とび・土工

森崎建設(株) 土木・とび・土工

宇野重工(株) 綱構造物
(株)辻組 大工・建築・とび・土工

（株）富洋組 とび・土工

（株）﨑山組 とび・土工

タカテック（株） とび・土工

中央建設（株） とび・土工

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 (株)タカミ とび・土工

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 扶桑電通（株）　中部支店 通信

（株）ミック とび・土工

（株）河合組 とび・土工

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 （株）ナガシマ しゅんせつ

（有）寺倉組 土木

（株）中部レキセイ 防水

重明土建（株） とび・土工

（株）ロッセ とび・土工

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 宇佐美工業（株） とび・土工

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 日特建設(株) とび・土工

紀勢国道事務所 平成３０年度　４２号新矢ノ川橋PC上部工事 (株)亀田組 とび・土工

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 (株)ケー・エフ・シー とび・土工

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 (有)新優建設 とび・土工

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 ユウテック(株) とび・土工

(株)高橋工務店 とび・土工

（株）ハンシン建設　名古屋支店 とび・土工

中央産商（株）伊勢営業所 とび・土工

須賀（株） とび・土工

（株）ヒラテツ 鉄筋

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 （株）奥野工業 とび・土工

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 （株）中部サクシード 電工

日本興業（株） 土木

福道建設（株） ほ装

（株）増田工務店 管

日本ハイウエイ・サービス（株）名古屋支店 とび・土工

三重電設（株） 電気

（株）海部架設工業 とび・土工

エスジェイシー寿（株） とび・土工

（株）Take 鋼構造物

加藤鉄筋 鉄筋

中央産商（株）北勢営業所 とび・土工

北勢電気（株） 電気

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

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

平成３０年度　北勢ＢＰ田光四日市跨道橋下部工事

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

北勢国道事務所 平成３０年度名阪国道消融雪配管工事

北勢国道事務所 平成３０年度　名阪国道橋梁補修工事

北勢国道事務所

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

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

三重河川国道事務所

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

平成３０年度　椋川橋耐震補強補修工事

平成３０年度　四日市南部地区維持修繕工事三重河川国道事務所

三重河川国道事務所 令和元年度　津管内事故対策工事

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三重河川国道事務所



事務所名 工事名
協力会社名

（下請け業者名）
専門工事業名 　

大和工機(株) 鋼構造物
淀川油圧機工(株) 管
(株)エム とび・土工

仁中土木(有) とび・土工

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 (有)丸新建設 とび・土工

○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

サンリツ工業(株) 中村　吉男 専任技術者 とび・土工

(株)翌桧建設 小林　利美 専任技術者 土木・とび・土工

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)　北嘉組 荒木　健二 専任技術者 とび・土工・石

三重河川国道事務所 令和元年度　津管内事故対策工事 テクノトーシン(株) 中川　忠二 有能技術者 とび・土工・塗装

(株)富洋組 小川　幹生 専任技術者 とび・土工

(株)﨑山組 和田　雅裕 専任技術者 とび・土工

タカテック(株) 稲葉　満 専任技術者 とび・土工

中央建設(株) 岡本　栄樹 有能技術者 とび・土工

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 扶桑電通（株）　中部支店 水口　健二 専任技術者 通信

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 （株）ミック 酒井　哲哉 有能技術者 とび・土工

水谷　俊博 専任技術者 しゅんせつ

柗井　隆幸 有能技能者 しゅんせつ

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 宇佐美工業（株） 遠藤　英樹 専任技術者 とび・土工
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 日特建設(株) 浅沼　良樹 専任技術者 とび・土工
紀勢国道事務所 平成３０年度　４２号新矢ノ川橋PC上部工事 (株)亀田組 倉吉　政明 専任技術者 とび・土工

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 (株)ケー・エフ・シー 田辺　敬浩 専任技術者 とび・土工

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 ユウテック(株) 山下　裕紀 専任技術者 とび・土工

(株)高橋工務店 伊藤　寿樹 専任技術者 とび・土工

（株）ハンシン建設　名古屋支店 北山　憲一 有能技能者 とび・土工

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 （株）奥野工業 中務　景介 専任技術者 とび・土工

北勢国道事務所 平成３０年度　名阪国道橋梁補修工事 （株）海部架設工業 竺原　健 専任技術者 とび・土工

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)エム 田中　高満 専任技術者 とび・土工

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 (有)丸新建設 神戸　直人 専任技術者 とび・土工

（株）ナガシマ

平成３０年度　四日市南部地区維持修繕工事三重河川国道事務所

四日市港湾事務所

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

平成３０年度　椋川橋耐震補強補修工事三重河川国道事務所

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

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

令和元年度　蓮ダム主放流設備修繕工事蓮ダム管理所
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