
平成２８年７月１３日
国土交通省中部地方整備局

建設事業に貢献された方及び優れた工事施工企業等を表彰します
～中部地方整備局表彰式を実施～

１．概 要

中部地方整備局では、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下請の企業、技術者及び有能技能者に対し、中部地方
整備局長又は担当事務所長が表彰を行います。

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 平成２８年７月２１日（木） 午前１０時から

② 場 所 ホテル名古屋ガーデンパレス ３階 栄

③ 取 材 取材・撮影可

４．事務所長表彰
事務所長表彰の日程等につきましては、おって各事務所からお知らせします。

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

６．解 禁 平成２８年７月２１日（木）

７．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 北村 智昭
人事課管理係長 近藤 禎義

○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

技術管理課長 高須 博幸
技術検査官 石原 幸宏

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 課長補佐 牛場 茂友
港湾空港整備・補償課 港湾係長 嶋田 康宏



別添資料

◎局長表彰
路線名

国道41号
（表彰理由概要）

河川名

矢田川
（表彰理由概要）

河川名

安倍川
（表彰理由概要）

　多年に亘り、河川事業に関連した地域づくりに、大きく貢献された。

「建設事業関係功労者等表彰」

氏　　　　　名

　うしづま水辺の楽校世話人会

氏　　　　　名

　井上　久則

　多年に亘り、道路整備事業の促進に寄与し、大きく貢献された。

団　　体　　名

　神野　英之

　多年に亘り、河川事業に関連した地域づくりに、大きく貢献された。



「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

（参考：優良工事等表彰部門別事由）

優良工事等表彰となった工事については、下請企業等も当該工事の品質確保・向上等に貢献

したものとして、事務所長より表彰状を授与することとしております。

部　　　　門 事　　　　　由

優良工事、優良工事
技術者、優良業務、
優良業務技術者

工事・技術者・業務の成績が優秀であったもの

安全工事
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

社会貢献等
工事施工にあたり、地域に根ざした社会活動に貢献
新技術・新工法の活用・普及及び技術の向上に貢献など

建設事業関係功労者 － 建設事業推進にあたって、顕著な功績がある者

優良工事等

下請企業 主任技術者 有能技能者

35 81 223 87 14

②優良工事技術者 20 48

③優良業務 24 72

④優良業務技術者 21 48

⑤安全工事 3 6 13 8 2

⑥社会貢献等 7 13 7 1

企業計 62 166 249

技術者計 41 96 102 17

103 262 249 102 17

368

（参考）

企業計 79 197 338

技術者計 50 116 142 6

129 313 338 142 6

486

H27

合計
442

下請企業等の事務所長表彰

部門

H28

①優良工事

合計
365

事務所長表彰
（営繕部保全指導

・監督室長表彰含む）

（営繕部保全指導・監督室長表彰含む）

優良工事等表彰（元請企業）

局長表彰



別紙【個別表彰リスト】

企業名 郵便番号 企業所在地 表彰区分 企業名 郵便番号 企業所在地 主任技術者 有能技能者

1 多治見 平成２６年度　２１号坂祝ＢＰ北部舗装工事 福田道路（株）中部支店 460-0002 名古屋市中区丸の内３丁目２３番８号 局長表彰 伸永建設(株) 509-6101 岐阜県瑞浪市土岐町２８３３番地の１

豊田（株） 461-0025 名古屋市東区徳川二丁目９番１８号 渡邊　泰臣

岐阜地中線（有） 501-2575 岐阜県岐阜市太郎丸中島７２番１

2 多治見
平成２６年度　木曽川水系梨子沢第３砂防堰堤災害
関連緊急工事

大宗土建（株） 399-5301
長野県木曽郡南木曽町読書３６９２－
３

局長表彰 (有)山水施工 508-0411 岐阜県中津川市加子母4308-1

3 木曽上流
平成２７年度　新水門川排水機場ポンプ設備修繕
工事

（株）荏原製作所　中部支社 451-0044 愛知県名古屋市西区菊井２－２２－７ 局長表彰 （株）ダイケン 807-1134
福岡県北九州市八幡西区茶屋の原
２－６－２９

山口　正章

ユタカプラント（株） 455-0804 名古屋市港区当知２－９０９

大一塗装（株） 513-0014 三重県鈴鹿市高岡町２４７０

4 木曽上流 平成２５年度　加茂川排水機場整備工事 （株）市川工務店 500-8518 岐阜県岐阜市鹿島町６－２７ 局長表彰 （株）横建 504-0021
岐阜県各務原市那加前洞新町5丁目
109-4

遠藤　豊

（株）フジ・アールエムシー 425-0005 静岡県焼津市方ノ上372-1 平口　道弘

5 岐阜国道 平成２７年度　大和地区整備工事 （株）大西組 501-5126
岐阜県郡上市白鳥町向小駄良１０１４
－１

局長表彰 （株）丸高商事 501-4601 岐阜県郡上市大和町大間見1029-3 野首　圭司

（株）安部日鋼工業 500-8638
岐阜県岐阜市六条大溝3丁目13番3
号

伊藤　章次

（株）山内組 501-0214
岐阜県瑞穂市生津外宮東町1丁目
28-5

高橋　良幸

6 岐阜国道 平成２５年度　２２号新木曽川橋補強工事 杉山建設（株） 501-0476 岐阜県本巣市海老４３０ 局長表彰 セントラル工材（株） 444-0324
愛知県西尾市寺津町十三間13番の
１

矢野　則三

7 岐阜国道 平成２６年度　東海環状揖斐川橋右岸下部工事 前田建設工業（株）中部支店 460-0008 愛知県名古屋市中区栄５－２５－２５ 局長表彰 丸十工業（株） 442-0875 愛知県豊川市佐奈川町１５番地 佐々木　亮介

（株）横建 504-0021
岐阜県各務原市那加前洞新町５丁
目１０９－４

浅野　裕行

橋本建設（株） 511-1113
三重県桑名市長島町押付字三番縄
４１－３

濱田　眞一

8 高山国道 平成２７年度　４１号下原整備工事 金子工業（株） 509-2598 岐阜県下呂市萩原町萩原１５００ 局長表彰 (株)オクダ技巧 509-2512 岐阜県下呂市萩原町大ヶ洞69-1

9 沼津 平成２４年度　天城北道路湯ヶ島第一トンネル工事 （株）森本組　名古屋支店 453-0852 名古屋市中村区角割町５－７－２ 局長表彰 （株）金子組 713-8102 岡山県倉敷市玉島１丁目８－１８ 大森　政利

菅沼建設（株） 419-0114 静岡県田方郡函南町仁田１３－９
小野田　享司
朗

10 沼津
平成２６年度　１号笹原山中ＢＰ山中新田地区道路
建設工事

（株）山田組 411-0943 静岡県駿東郡長泉町下土狩８８－１ 局長表彰 （有）相原建設 410-2315
静岡県伊豆の国市田京７６番地の２
３

小林建設（株） 410-0022 静岡県沼津市大岡３３４３番地の１ 古路木　浩

倉田工業（株） 411-0853 静岡県三島市大社町１４番地の５ 和田　泰之

11 浜松 平成２６年度　１号浜松維持管内橋梁補修工事 （株）中村組 430-0906 静岡県浜松市中区住吉５－２２－１ 局長表彰 （株）シーエス技研 430-0801 浜松市東区神立町４６１番地の１ 坂藤　正一

平成２８年度　優良工事一覧表（平成２７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）
番号 事務所名 工事名
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別紙【個別表彰リスト】

企業名 郵便番号 企業所在地 表彰区分 企業名 郵便番号 企業所在地 主任技術者 有能技能者

平成２８年度　優良工事一覧表（平成２７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）
番号 事務所名 工事名

12 浜松 平成２６年度　佐久間道路川合地区下部工事 中村建設（株） 430-0904 静岡県浜松市中区中沢町７１－２３ 局長表彰 （株）青島組 438-0006 静岡県磐田市寺谷67 山内　健太郎

（有）榛村建設 436-0221 静岡県掛川市上垂木2347

（有）恩田工業 431-1421 浜松市北区三ヶ日町本坂27-1

13 静岡河川 平成２６年度　駿河海岸川尻堤防補強工事 （株）グロージオ 427-0053 静岡県島田市御仮屋町８８６３－１ 局長表彰 (有)田村工務店 421-0421 静岡県牧之原市細江2532番地の4

(株)羽田工務店 428-0103
静岡県島田市川根町身成3434番地
の1

14 富士砂防 平成２６年度　由比地すべり深礎杭ＳＡ３工事 静和工業（株） 422-8066 静岡県静岡市駿河区泉町３－１５ 局長表彰 (株)都建設 601-1439 京都市伏見区石田森東町1-2 稲里　洋一郎

(株)カネジュウ橋本土建 424-0114 静岡市清水区庵原町223-20

15 静岡国道 平成２６年度　１３９号蓼原地区道路建設工事 （株）石井組 416-0922 静岡県富士市水戸島元町４－１０ 局長表彰 深澤建設（株） 416-0909 静岡県富士市松岡604-8

駿河重機建設（株） 421-3201 静岡市清水区蒲原東148-1

16 庄内川 平成２７年度　土岐川青木地区付替河川工事 （株）吉川組 507-0072 岐阜県多治見市明和町２－５０ 局長表彰 （株）イトウ産業 509-5154 岐阜県土岐市泉西山町1-36 岩渕　秀男

(株)ｂ・プロジェクト 509-6472 岐阜県瑞浪市釜戸町１３１３－１ 日比野　英二

17 名国 平成２６年度　１号下之一色地区舗装工事 世紀東急工業（株）名古屋支店 464-0850
名古屋市千種区今池５－２４－３２　今
池ゼネラルビル２階

局長表彰 富山建設（株） 511-0814
三重県桑名市松並町2丁目32番地の
1

（株）司 471-0006
愛知県豊田市市木町4丁目14番地の
9

18 名国 平成２６年度　１５３号伊勢神迂回路建設工事 太啓建設（株） 471-0071 愛知県豊田市東梅坪町１０－３－３ 局長表彰 （株）榊建設 444-2814 愛知県豊田市榊野町西洞３４ 小池　守

（株）東工建設 471-0818 愛知県豊田市室町２丁目５８番地６ 松井　渉

原田鋼業（株） 470-0424 愛知県豊田市御作町深渡１１７７番８ 米良　英寿

19 愛知国道 平成２６年度　名二環大西北２高架橋基礎工事 矢作建設工業（株） 461-0004 愛知県名古屋市東区葵３－１９－７ 局長表彰 橋本建設㈱ 511-1113
三重県桑名市長島町押付字三番縄
41-3

青木　宏伺

柘植鉄筋 491-0112 愛知県一宮市泉３－７－１０　１０３号 柘植　一徳

ジャパンパイル㈱中部支店 461-0005
名古屋市東区東桜１丁目１４番１１号
DNI東桜ビルディング３階

新井　規人

20 愛知国道 平成２６年度　名二環春田野２高架橋中基礎工事 （株）加藤建設 497-8501
愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字
下市場１９－１

局長表彰 名盛建設（株） 458-0847 名古屋市緑区浦里5丁目100番

橋本建設（株）各務原支店 510-6025 岐阜県各務原市川島河田町924-7

21 愛知国道 平成２５年度　名二環梅之郷北６高架橋南下部工事 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株） 503-0917 岐阜県大垣市神田町２－５５ 局長表彰 （株）横建 504-0021
岐阜県各務原市那加前洞新町5-
109-4

岩崎　諭

（株）石井鉄筋 509-0313 岐阜県加茂郡川辺町下飯田82-1 奥村　亮

川合基礎（株） 503-0816 岐阜県大垣市小泉町183
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別紙【個別表彰リスト】

企業名 郵便番号 企業所在地 表彰区分 企業名 郵便番号 企業所在地 主任技術者 有能技能者

平成２８年度　優良工事一覧表（平成２７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）
番号 事務所名 工事名

22 名四国道 平成２６年度　２３号蒲郡ＢＰ東部整備工事 長坂建設興業（株） 444-0521
愛知県西尾市吉良町上横須賀神ノ木
２４

局長表彰 （株）伊藤建設 444-0101
愛知県額田郡幸田町大字長嶺字東
野２９番地６

白濱建設（株） 444-0007
愛知県岡崎市大平町字家下１０番地
１

23 三重 平成２６年度　雲出川五主地区高潮堤防補強工事 丸亀産業（株） 515-0011 三重県松阪市高町４５０－１ 局長表彰 （有）中谷土建 515-0103
三重県松阪市西黒部町３２６番地の
３

（株）山下組 517-0703 三重県志摩市和具７９９番地の２

丸亀重機建設（株） 515-0015 三重県松阪市宮町１００番地の１

24 三重 平成２７年度　四日市北部地区維持修繕工事 （株）杉本組 510-0842 三重県四日市市石原町１ 局長表彰 サンリツ工業(株) 510-0863 三重県四日市市大字塩浜３４６−１ 寺田　立

（有）倉建 512-8054 三重県四日市市朝明町1900番地 小笠原　守

25 木曽下流 平成２６年度　木曽川佐屋川樋管地盤改良工事 （株）山野建設 516-0062 三重県伊勢市浦口４－１－１１ 局長表彰 宇佐美工業(株) 457-0814 名古屋市南区柴田本通2-12-1 鈴木　正幸

三和建工(株) 510-8006 三重県四日市市東富田町2-17 藤井　認

26 木曽下流 平成２７年度　七里の渡地区文化のエリア整備工事 大島造園土木（株） 460-0008 愛知県名古屋市中区栄１－１０－３４ 局長表彰 山田土木（株） 496-8003 愛知県愛西市千引町郷前57-2 高橋和男

27 紀勢国道 平成２７年度　４２号東紀州整備工事 （株）塩谷組 519-3406 三重県北牟婁郡紀北町相賀２９９－１ 局長表彰 三重舗道（株） 510-0244 三重県鈴鹿市白子町2988-1 大石　和彦

中央産商（株） 514-0832 三重県津市南中央2-18

28 北勢国道 平成２６年度　名阪国道橋梁補強工事 アイトム建設（株） 510-0066 三重県四日市市南浜田町４－１ 局長表彰 (株)ケミカル工事 名古屋支店 452-0962 愛知県清須市春日中沼５４-３ 水野　祐太

(株)イヤマトータルブリッジサ
ポート

458-0915 名古屋市緑区野末町１４１１番地 服部　真也

(株)奥野工業 510-0854
三重県四日市市塩浜本町２丁目８７
６-１

稲生　　心

29 北勢国道 平成２５年度　東海環状青川橋南下部工事 伊勢土建工業（株） 511-0016 三重県桑名市相生町７ 局長表彰 （有）オオブ工業 511-1121
三重県桑名市長島町東殿名１０５６
番地

河野　豊

山長建設 519-0103 三重県亀山市川合町７２１－３５

（株）ヒラテツ 512-1111 三重県四日市市山田町５０６２－２

30 天竜上流 平成２７年度　天竜川水系中田切床固工事 （株）ヤマウラ 399-4195 長野県駒ヶ根市北町２２－１ 局長表彰 木曽土建工業（株） 399-6203 長野県木曽郡木祖村小木曽　172-2 安原　哲

31 飯田国道 平成２６年度　三遠南信八重河内道路建設工事 長豊建設（株） 395-0001 長野県飯田市座光寺５５５８－１ 局長表彰 （株）近藤工務店 399-1311 長野県飯田市南信濃和田1387

ムサシ建設工業（株） 110-0015 東京都台東区東上野1-24-2 大角　秀夫

（株）竹工業 958-0853 新潟県村上市山居町2-3-43 島田　和也
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32 飯田国道 平成２６年度　三遠南信神之峰道路建設工事 木下建設（株） 395-8680 長野県飯田市松尾町１－２２ 局長表彰 （有）小林工業 395-0822
長野県飯田市松尾寺所７３１０番地
の２

北原　孝次

南信火薬販売（株） 395-0043 長野県飯田市通り町２丁目８番地 窪野　達也

大平建設（株） 395-1101
長野県下伊那郡喬木村１３１６番地
の２

北陽建設（株）飯田営業所 395-0803 長野県飯田市鼎下山491番地3

33 営繕部 Ｈ２５名古屋国税総合庁舎耐震改修工事 東洋建設（株）名古屋支店 460-0003
名古屋市中区錦２－１２－１４　ＭＡＮ
ＨＹＯ第一ビル５階

局長表彰 常盤工業（株） 102-8182
東京都千代田区九段北四丁目2番38
号

麦田　俊武

（株）コンステック名古屋支店 460-0002 名古屋市中区丸の内3-14-32 藤井　稔也

34 清水港湾
平成２６年度 清水港興津岸壁(-10m）(改良)(耐震)
改良工事

鈴与建設（株） 424-0825 静岡市清水区松原町５－１７ 局長表彰
日本国土開発(株)静岡営業
所

420-0034
静岡市葵区常盤町2-3-4　パーククラ
ブ1192　パーキングビル3F

冨田　陽一

(株)花村組 424-0873
静岡市清水区有東坂
1－232－7

高野　貞臣

35
四日市港
湾

平成２６年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞4
号幹線）橋梁（P18～P22・P26）下部工事

若築建設（株）名古屋支店 460-0003 名古屋市中区錦１－１１－２０ 局長表彰 （株）斫木村 503-0856 岐阜県大垣市新田町５－２２

（株）ハンシン建設名古屋支
店

453-0013 名古屋市中村区亀島２－１４－１０ 永山　雅規

1 多治見 平成２７年度　木曽川水系桜洞砂防堰堤工事 （株）加藤工務店 508-0021 岐阜県中津川市中川町３－２４ 事務所長表彰 (有)源次商店 399-5301 長野県木曽郡南木曽町読書3967-8

2 多治見 平成２６年度　２１号坂祝ＢＰトンネル舗装工事 （株）ガイアートＴ・Ｋ　中部支店 454-0022 名古屋市中川区露橋２－３０－４ 事務所長表彰 (株)三建エンジニアリング 501-2115 岐阜県山県市梅原2902番地5

ヘイセイテック(株) 505-0122 岐阜県可児郡御嵩町顔戸378-14

3 多治見
平成２６年度　木曽川水系梨子沢第４砂防堰堤災害
関連緊急工事

奥田工業（株） 399-5504
長野県木曽郡大桑村大字野尻１３００
－２

事務所長表彰 福美建設(株) 399-4231 長野県駒ヶ根市中沢4894番地1 小倉　善雄

4 木曽上流 平成２６年度　木曽川上流電気通信設備整備工事
イシデンエンジニアリング（株）名
古屋営業所

452-0823 名古屋市西区あし原町２５９番地 事務所長表彰 (有)緑電設 455-0881 名古屋市港区船頭場５丁目714-14

(株)エクセル 454-0961
名古屋市中川区戸田明正２丁目101
番地

5 木曽上流 平成２６年度　杭瀬川静里築堤工事 岐建（株） 503-0918 岐阜県大垣市西崎町２－４６ 事務所長表彰 三建産業（株） 503-0995 岐阜県大垣市十六町８４８番地 金城　秀弥

（株）ヤマモト 501-0798
岐阜県揖斐郡揖斐川町三倉１３３－
１

坂下　仁良

6 木曽上流 平成２６年度　長良川穂積上低水護岸工事 杉山建設（株） 501-0476 岐阜県本巣市海老４３０ 事務所長表彰 （株）平田組 501-6133 岐阜県岐阜市日置江７－１－１ 井口　竜太

7 木曽上流 平成２６年度　揖斐川大巻基盤整備工事 高田建設（株） 503-0115 岐阜県安八郡安八町南今ヶ渕５１８ 事務所長表彰 ノービ重機（株） 501-6233 岐阜県羽島市竹鼻町飯柄187

（株）河合興業 503-0311 岐阜県海津市平田町佛師川109-1

8 越美砂防
平成２７年度　越美山系高地谷第１砂防堰堤道路工
事

西濃建設（株） 501-0697 岐阜県揖斐郡揖斐川町上ミ野１２８ 事務所長表彰 揖斐昭和建設（株） 501-0603
岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方１８９
６－１

高橋　助義

三気建設（株） 501-0552
岐阜県揖斐郡大野町大字大衣斐２６
４

揖斐建設（株） 501-1313
岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲深坂９１
８－１
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9 新丸ダム
平成２６年度　新丸山ダム国道４１８号潮見地区改
良工事

セントラル建設（株） 509-7201 岐阜県恵那市大井町１２０２－４ 事務所長表彰 （株）マルト建設 509-8232 岐阜県恵那市飯地町２７４

（株）佐藤重機工業 505-0121 岐阜県可児郡御嵩町中１０９４－３ 永瀬　隆司

10 岐阜国道 平成２６年度　東海環状養老ＩＣ本線橋下部工事 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株） 503-0917 岐阜県大垣市神田町２－５５ 事務所長表彰 （株）テノックス 460-0026
名古屋市中区伊勢山2-8-21 NKCﾋﾞﾙ
2F

鈴木　一浪

(有)アイ・ケイエンジニア 503-0935 岐阜県大垣市島里1丁目8-8

（株）北井建築 501-0234 岐阜県瑞穂市牛牧1202番地1 児野 勝義

11 岐阜国道 平成２６年度　大垣地区交通安全施設工事 （株）加藤組 501-6035 岐阜県羽島郡笠松町円城寺１４３３ 事務所長表彰 丸勝南谷建設(株) 501-6271
岐阜県羽島市小熊町東小熊３３９３
番地の２

コクド(株) 504-0924
岐阜県各務原市下切町西欠下１０１
８番地

12 岐阜国道 平成２６年度　東海環状西深瀬南道路建設工事 岐建（株） 503-0918 岐阜県大垣市西崎町２－４６ 事務所長表彰 （株）ヤマモト 501-0704 岐阜県揖斐郡揖斐川町三倉133-1 中島　時義

東興ジオテック（株）中部支店 454-0804 名古屋市中川区月島町6-1

13 岐阜国道
平成２６年度　東海環状口ヶ島南高架橋Ｐ６３橋脚
工事

（株）佐竹組 503-1303 岐阜県養老郡養老町蛇持２１ 事務所長表彰 (株)平田組 501-6133 岐阜県岐阜市日置江7-1-1 西口　好弘

松岡鉄筋工業（有） 503-2111
岐阜県不破郡垂井町平尾658番地の
1

14 岐阜国道 平成２７年度　１５６号大和改良万場大橋床版工事 青協建設（株） 501-3936 岐阜県関市倉知３２０４－４ 事務所長表彰 (有)三和工務店 501-0513 岐阜県揖斐郡大野町大野758-36

（株）早川鉄筋 505-0125 岐阜県可児郡御嵩町伏見558-1

15 岐阜国道 平成２６年度　東海環状東部地区整備工事 大脇建設（株） 509-1105 岐阜県加茂郡白川町河岐１８９７－１ 事務所長表彰 加藤建設（株） 503-2505
岐阜県揖斐郡揖斐川町春田小宮神
１１５８－１

小森　直仁

巴産業（株） 500-8373 岐阜県岐阜市大池町３－１

16 岐阜国道 平成２５年度　東海環状西深瀬西道路建設工事 （株）市川工務店 500-8518 岐阜県岐阜市鹿島町６－２７ 事務所長表彰 (株)横建 504-0021
岐阜県各務原市那加前洞新町５－１
０９－４

東興ジオテック（株）中部支店 454-0804 名古屋市中川区月島町6-1

17 高山国道 平成２５年度　４１号牧地区道路整備工事
加藤・グリーン経常建設（共企）
代表者：加藤土木（株） 506-1161 岐阜県飛騨市神岡町船津１９９９

事務所長表彰 （株）アンビック 939-8251 富山県富山市西荒屋614

　　　　　（株）グリーン 509-4105 岐阜県高山市国府町蓑輪３９２
形川斫工業 939-1272 富山県高岡市下麻生5101

18 高山国道 平成２６年度　中部縦貫新張地区高架橋下部工事 （株）長瀬土建 509-3205 岐阜県高山市久々野町久々野１５５９ 事務所長表彰 （株）アンビック 939-8251 富山県富山市西荒屋614

（株）石井鉄筋 509-0313 岐阜県加茂郡川辺町下飯田82-1

19 高山国道 平成２６年度　中部縦貫上野道路建設工事 大山土木（株） 506-0055 岐阜県高山市上岡本町３－４１０ 事務所長表彰 翔建設(同) 509-2201 岐阜県下呂市東上田1576-2

(株)サクラ建設 506-0825
岐阜県高山市石浦町6丁目416番地
12

大昌建設（株） 506-0001 岐阜県高山市冬頭町729番地の1
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20 沼津 平成２５年度　１３８号ＢＰぐみ沢高架橋北下部工事 小野建設（株） 411-0801 静岡県三島市谷田６０－３ 事務所長表彰 (有)三輪建設 411-0047 静岡県三島市佐野4-9

(有)臼井鉄筋工業所 410-0022 静岡県沼津市大岡509-5

谷建設(株) 411-0824 静岡県三島市長伏577-9

21 沼津 平成２６年度　天城北道路　梶山高架橋下部工事 加和太建設（株） 411-0033 静岡県三島市文教町１－５－１５ 事務所長表彰 杉山鉄筋工業（株） 410-0811 静岡県沼津市中瀬町２０－２１

22 沼津 平成２７年度　沼津河川国道植栽維持工事 （株）森造園 420-0042 静岡市葵区駒形通５－５－８ 事務所長表彰 中西造園（株） 417-0814 静岡県富士市西船津３２８番地の２

（株）大志建設 410-0007 静岡県沼津市西沢田８５０番地の８

23 沼津 平成２６年度　狩野川下河原町東部地区護岸工事 土屋建設（株） 410-2321 静岡県伊豆の国市三福９０１ 事務所長表彰 （株）　古見建設 410-2413 静岡県伊豆市小立野157-2

伊豆建機（有） 410-2321 静岡県伊豆の国市三福386-1

（株）　日栄工基 414-0001 静岡県伊東市宇佐美2063-1

24 沼津 平成２６年度　富士海岸土砂流出防止工事 （株）石井組 416-8659 静岡県富士市水戸島元町４－１０ 事務所長表彰 ダイエー工業(株) 416-0908 静岡県富士市柚木105番地の1 錦織　史博

25 沼津 平成２７年度　沼津維持管内維持修繕工事 山本建設（株） 411-0832 静岡県三島市南二日町８－３９ 事務所長表彰 （有）山根興業 411-0852 静岡県三島市東町6-17 池田　正春

26 浜松
平成２７年度　佐久間・三遠道路下奈根地区整備工
事

福田道路（株）中部支店 460-0002 名古屋市中区丸の内３丁目２３番８号 事務所長表彰 （株）田中組 449-0214
愛知県北設楽郡東栄町大字本郷字
久保田41番地

27 浜松 平成２６年度　１号国本地区舗装修繕工事 （株）佐藤渡辺　中部支店 462-0034 名古屋市北区天道町３－１５ 事務所長表彰 （株）エコワーク 427-0047 静岡県島田市中溝町1703 杉田　満義

豊田（株） 461-0025 名古屋市東区徳川二丁目9番18号

28 浜松 平成２６年度　１号掛川管内橋梁塗装工事 ヤマダインフラテクノス（株） 476-0002 愛知県東海市名和町石塚１２－５ 事務所長表彰 加藤塗装（株） 430-0834 静岡県浜松市南区松島町468-7番地

29 浜松 平成２６年度　天竜川三家地区護岸補修工事 藤野建設（株） 431-1115 静岡県浜松市西区和地町６３２０ 事務所長表彰 （株）美興 433-8117 浜松市中区高丘東１丁目５－１９

（株）植田土木 430-0854 浜松市南区瓜内町３１２－２２

30 静岡河川 平成２６年度　安倍川郷島地区築堤工事 石福建設（株） 421-1213 静岡県静岡市葵区山崎１－３５－１ 事務所長表彰 （株）山本建材 421-2122 静岡市葵区松野１１３５－１ 梶山音次

31 静岡河川 平成２６年度　富士海岸蒲原中地区西離岸堤工事 静和工業（株） 422-8066 静岡県静岡市駿河区泉町３－１５ 事務所長表彰

32 静岡河川 平成２７年度　安倍川下川原樋管撤去工事 伸栄建設（株） 421-1211 静岡県静岡市葵区慈悲尾６７－１ 事務所長表彰 （株）トランスポータータカ 421-0205 焼津市宗高３９５－２

33 富士砂防 平成２５年度　由比地すべり山中排水トンネル工事 矢作建設工業（株） 461-0004 愛知県名古屋市東区葵３－１９－７ 事務所長表彰 成豊建設(株) 150-0002 東京都渋谷区渋谷1-6-4 伊藤　覚

丸大杉山建材(株) 420-0923 静岡市葵区川合三丁目31番38号

34 静岡国道 平成２７年度　５２号小河内地区北防災工事 静和工業（株） 422-8066 静岡県静岡市駿河区泉町３－１５ 事務所長表彰 日特建設(株)静岡営業所 422-8032 静岡市駿河区有東１丁目１６－７ 芹澤　光平
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別紙【個別表彰リスト】
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元請企業の表彰 下請企業等の表彰（事務所長表彰）
番号 事務所名 工事名

35 静岡国道 平成２６年度　静清維持管内東部維持修繕工事 木内建設（株） 422-8004
静岡県静岡市駿河区国吉田１－７－３
７

事務所長表彰 大昌建設(株) 299-4332
千葉県長生郡長生村金田２６９５番
地

鈴木　隆

日特建設(株)静岡営業所 422-8032 静岡市駿河区有東１丁目１６－７ 芹澤　光平

36 静岡国道 平成２４年度　１号中吉田電線共同溝工事 （株）ガイアートＴ・Ｋ　中部支店 454-0022 名古屋市中川区露橋２－３０－４ 事務所長表彰 (株)望建工業 420-0885 静岡市葵区大岩町３－１３

（株）小笠原商店 420-0961 静岡市葵区北３丁目３９番３０号

37 庄内川
平成２６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 508-0421 岐阜県中津川市加子母１００５ 事務所長表彰 カシモ機械(株) 508-0421 岐阜県中津川市加子母２３０１番地

38 豊橋
平成２６年度　矢作川白浜漏水対策及び橋台下部
工事

（株）近藤組 448-0002 愛知県刈谷市一里山町伐払１２３ 事務所長表彰 フクタ建設(株) 471-0067 愛知県豊田市栄生町3丁目67番地1 伊藤　立樹

ライト工業(株) 453-0851 名古屋市中村区畑江通4-22 木村　由貴

39 名国 平成２６年度　１号蟹江大橋橋梁補強工事 鈴中工業（株） 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内１－９－７ 事務所長表彰 ㈱梶川建設 447-0033 愛知県碧南市天神町２丁目８番地 福川　武志

五建工業㈱ 455-0832 名古屋市港区宝神3丁目1719番地

日本土建㈱ 514-8586 三重県津市大倉19番1号

40 名国 平成２６年度　１９号桜通自転車通行空間整備工事 中日建設（株） 460-0016 愛知県名古屋市中区橘１－１－２０ 事務所長表彰 愛知産業㈱ 451-0082 名古屋市西区大金町4丁目6番地 森川　拓也

㈱イワタ 424-0065 静岡県静岡市清水区長崎300番地

東海緑化㈱ 455-0071 名古屋市港区新船町1丁目1番

41 名国 平成２７年度　第四出張所管内維持修繕工事 水野建設（株） 464-0031
愛知県名古屋市千種区徳川山町１－
１２－３０

事務所長表彰 （有）玉建設 485-0062 愛知県小牧市藤島町中島28-9 窪田　勝巳

42 名国 平成２６年度　１号一色電線共同溝工事 中部土木（株） 465-0092 愛知県名古屋市名東区社台３－１２５ 事務所長表彰 日本技建（株） 453-0861
名古屋市中村区岩塚本通４丁目１１
番地

（有）丸東建設 467-0826
愛知県名古屋市瑞穂区白龍町２丁
目４６番地の３

43 愛知国道 平成２６年度　１号日光川道路建設工事 フジタ道路（株）名古屋支店 480-1144 愛知県長久手市熊田３０６番地 事務所長表彰 ユーエルロード㈱ 480-0303
愛知県春日井市明知町字西厚金821
番地1

森産業㈱ 490-1105 愛知県あま市新居八島182番地の1

豊田㈱ 461-0025
愛知県名古屋市東区徳川２－９－１
８

44 愛知国道 平成２７年度　３０２号勝川地区道路建設工事 昭和土木（株） 468-0001
愛知県名古屋市天白区植田山５－２３
０１

事務所長表彰 丸杉建設（株） 500-8668 岐阜県岐阜市城東通5-5 小倉　正浩

（株）藤正組 501-0504 岐阜県揖斐郡大野町大字野461-21
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別紙【個別表彰リスト】

企業名 郵便番号 企業所在地 表彰区分 企業名 郵便番号 企業所在地 主任技術者 有能技能者
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元請企業の表彰 下請企業等の表彰（事務所長表彰）
番号 事務所名 工事名

45 愛知国道 平成２６年度　飛島大橋右岸下部工事 東急建設（株）名古屋支店 460-0002 名古屋市中区丸の内３－２２－２４ 事務所長表彰 （株）ベーステック 457-0806 名古屋市南区鳴浜町一丁目36番地 福島　尚

（株）ヤマモト 501-6023
岐阜県各務原市川島小網町1900-
230

松﨑　繁

46 愛知国道 平成２６年度　名二環大西北１高架橋南下部工事 （株）渡邊組 491-0352
愛知県一宮市萩原町富田方字上畑３
３

事務所長表彰 （株）岡﨑組 457-0804
愛知県名古屋市南区源兵衛町５番
地５

(有)丸広建設 501-6330 岐阜県羽島市堀津町１０１番地

47 愛知国道 平成２６年度　名二環梅之郷南２高架橋中下部工事 （株）近藤組 448-0002 愛知県刈谷市一里山町伐払１２３ 事務所長表彰 （株）渡辺工務店 486-0949 愛知県春日井市惣中町2丁目6番地

(株)アイテツ 465-0092
愛知県名古屋市名東区社台１－６７
－３

（有）原鉄筋工業 458-0815
愛知県名古屋市緑区徳重2丁目705
番地

48 愛知国道 平成２６年度　飛島大橋左岸下部工事 （株）大林組　名古屋支店 461-0005
愛知県名古屋市東区東桜１－１０－１
９

事務所長表彰 （株）　川口組 464-0858 名古屋市千種区千種3丁目12番3号 瀬尾　正幸 栗原　俊文

寄神建設（株）名古屋支店 456-0024 名古屋市熱田区森後町8-27 菅田　友之

（株）　ヤタベ鉄筋 467-0002
名古屋市瑞穂区川澄町4-2-1　スカ
イビュー瑞穂109号

小澤　誠

49 愛知国道 平成２６年度　名二環春田野２高架橋中下部工事 大興建設（株） 493-0007
愛知県一宮市木曽川町外割田字寺前
８２

事務所長表彰 ジェイテクノ(株) 468-0047 名古屋市天白区井の森町163番地

愛知スチール(株) 483-8182 愛知県江南市今市場町宮前157番地

50 名四国道 平成２６年度　２３号岡崎ＢＰ西部地区舗装工事 中部土木（株） 465-0092 愛知県名古屋市名東区社台３－１２５ 事務所長表彰 （株）高須組 444-0423 愛知県西尾市一色町一色間浜畑45

ワールド開発工業（株）名古
屋営業所

485-0039 愛知県小牧市外堀三丁目119番地

Ｇテクノ（株） 441-0101 愛知県豊川市宿町佐平山48番地

51 三重 平成２６年度　２３号中ノ川高架橋下部左岸工事 （株）松本組 515-2324 三重県松阪市嬉野町１４４５－２ 事務所長表彰 (有)ランテック 510-0086 三重県四日市市諏訪町5-8-608

(有)内田鉄筋 514-0101 三重県津市白塚町4881-4

52 三重 平成２７年度　宮川昼田地区環境護岸整備工事 （株）森組 516-1108 三重県伊勢市円座町１００５ 事務所長表彰 （株）ウエムラ 516-2119
三重県度会郡度会町注連指
１９６３－２

53 三重 平成２６年度　２３号鈴鹿・津地区道路建設工事 三重農林建設（株） 514-0112 三重県津市一身田中野２７５－１ 事務所長表彰 ㈲ヤツカ建設 514-0063 三重県津市渋見町364-1

ツルタ工業㈱ 514-1254 三重県津市森町5008-5 大川　裕勝

㈱伊勢森建設 510-0107 三重県四日市市楠町北一色227-1

54 三重 平成２７年度　津南部地区維持修繕工事 （株）田村組 515-0064 三重県松阪市五反田町１－１２９３－１ 事務所長表彰 （株）大功土木 514-2202 三重県津市芸濃町林２３３８－２

北川重建（株） 515-0041 三重県松阪市上川町３７５３番地１

（有）ウス井樹園 514-1116 三重県津市新家町１６４０
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企業名 郵便番号 企業所在地 表彰区分 企業名 郵便番号 企業所在地 主任技術者 有能技能者
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元請企業の表彰 下請企業等の表彰（事務所長表彰）
番号 事務所名 工事名

55 木曽下流
平成２７年度　揖斐川地蔵上流川表高潮堤防補強
工事

高田建設（株） 503-0115 岐阜県安八郡安八町南今ケ渕５１８ 事務所長表彰 植田基工（株） 567-0066 大阪府茨木市下井町11-3 三村心一

56 木曽下流 平成２７年度　揖斐川太田築堤工事 山正建設（株） 490-1323 愛知県稲沢市平和町下起南１５３ 事務所長表彰 （株）瀬古興業 503-0634 岐阜県海津市海津町沼新田552 岸　浩司

ハヤシ建設（株） 496-094 愛知県愛西市山路町下中地119番地

57 木曽下流
平成２７年度　揖斐川白鶏上流川表高潮堤防補強
工事

（株）福田組　名古屋支店 460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目２３番８号 事務所長表彰 （株）ナガシマ 511-1146
三重県桑名市長島町十日外面１２８
番地２

鈴木　良典

（株）エステック　名古屋支店 460-0003 名古屋市中区錦３－１１－３３ 市川　正憲

58 木曽下流
平成２６年度　揖斐川白鶏下流川裏高潮堤防補強
工事

岡田工業（株） 510-0886 三重県四日市市日永東３－２－３９ 事務所長表彰 重明土建（株） 492-0002
愛知県あま市七宝町遠島十坪107番
地の1

59 木曽下流 平成２６年度　肱江川中須橋撤去工事 （株）大橋工務店 503-0651 岐阜県海津市海津町平原４３２ 事務所長表彰 桑原造園土木㈱ 503-0412 岐阜県海津市南濃町奥条267-3

60 紀勢国道 平成２６年度　４２号熊野管内歩道整備工事 常盤工業（株）中部支店 468-0051
愛知県名古屋市天白区植田３－１５０
４

事務所長表彰 ワールド開発工業（株） 485-0039 愛知県小牧市外堀３－１１９

（株）セルフ舎建設 519-3658 三重県尾鷲市倉ノ谷町１２－１１

61 紀勢国道 平成２７年度　４２号東紀州舗装工事 （株）ＮＩＰＰＯ　中部支店 460-0008 名古屋市中区栄１－７－３３ 事務所長表彰 （株）丸昇建設 519-3658 三重県尾鷲市倉ノ谷町26-21

東進産業（株） 514-0126 三重県津市大里睦合町2597番地 前川　勝彦

62 紀勢国道 平成２６年度　紀勢線古里地区整備工事 朝日丸建設（株） 516-0007 三重県伊勢市小木町６０４－３ 事務所長表彰 （株）セルフ舎建設 519-3658 三重県尾鷲市倉ノ谷12番11号 西　和志

三重舗道（株） 510-0244 三重県鈴鹿市白子町2988-1 新井　裕治

63 紀勢国道 平成２７年度　４２号小原野地区整備工事 東建興業（株） 519-3204
三重県北牟婁郡紀北町東長島１１４５
－５

事務所長表彰 中村土建（株） 515-0033 三重県松阪市垣鼻町756番地

（有）水杉鉄筋 519-3203 三重県北牟婁郡紀北町島原712

64 北勢国道
平成２５年度　東海環状北勢第一高架橋中下部工
事

（株）加藤建設 497-8501
愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字
下市場１９－１

事務所長表彰 (株）ミック 457-0823 名古屋市南区元塩町３－１８ 沼　辰哉

中央建設（株） 512-0913 三重県四日市市西坂部町３５８１ 武田　康史

諸岡建設（株） 510-0014
三重県三重郡菰野町大字田光４５７
－２

中田　力

65 北勢国道 平成２６年度　東海環状長深道路建設工事 松岡建設（株） 510-8114
三重県三重郡川越町大字亀崎新田５
１－１

事務所長表彰 金森建設（株） 511-1143
三重県桑名市長島町西外面１９３０
番地

（有）川崎建設 511-0283
三重県いなべ市大安町南金井６２８
―８

（有）大平工業 511-0921
三重県桑名市大字東金井５８９番地
４

66 北勢国道 平成２７年度　北勢国道道路建設工事 岡田工業（株） 510-0886 三重県四日市市日永東３－２－３９ 事務所長表彰 三重同愛建設（協組） 511-0808
三重県桑名市大字下深谷部貝戸９０
７－１

中司　一孝

西出建設（株） 512-0906
三重県四日市市山之一色町５１８－
６

西出　直生
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67 北勢国道 平成２６年度　東海環状東員水管橋鋼上部工事 川田工業（株）名古屋営業所 460-0008
愛知県名古屋市中区栄二丁目４番１
号

事務所長表彰 島川工業(株) 276-0031
千葉県八千代市八千代台北５－８－
６

今井重機建設(株) 939-1517 富山県南砺市百町１１４ 山村　健治

68 天竜上流
平成２６年度　天竜川水系栂村沢砂防堰堤補強工
事

神稲建設（株） 395-0032 長野県飯田市主税町１８ 事務所長表彰 (有)小池興業 399-3102 長野県下伊那郡高森町吉田412-6 澤上　英世

69 天竜上流 平成２７年度　天竜川宮田護岸工事 池田建設（株） 396-0009 長野県伊那市日影３２９－１ 事務所長表彰 （株）西部重機 396-0029 長野県伊那市横山９４９４－１

70 飯田国道 平成２６年度　木曽維持管内維持修繕工事 木曽土建工業（株） 399-6203
長野県木曽郡木祖村大字小木曽１７２
－２

事務所長表彰 伸永建設（株） 509-6101 岐阜県瑞浪市土岐町2833番地の1

71 飯田国道 平成２６年度　飯田維持管内修繕整備工事 （株）ヤマウラ 399-4195 長野県駒ヶ根市北町２２－１ 事務所長表彰 東海カッター興業（株） 390-0852 長野県松本市島立2235-14 丸山　哲也

信越アステック（株） 395-0003 長野県飯田市上郷別府89-1

72 飯田国道
平成２５年度　１５３号伊南バイパス田切中下部工
事

勝間田建設（株） 395-0042 長野県飯田市松尾町３－１９ 事務所長表彰 （株）小平建設 399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂4583-1

（有）田中鉄筋 399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島5118-
18

73 天竜ダム 平成２７年度　天竜川ダム統管通信設備整備工事 名菱電子（株） 470-0124 愛知県日進市浅田町東前田３８－２３ 事務所長表彰

74 長島ダム 平成２７年度　長島ダム維持工事 （株）神田組 428-0411 静岡県榛原郡川根本町千頭９２４－１ 事務所長表彰

75 矢作ダム 平成２７年度　矢作ダム非常用放流設備修繕工事 日立造船（株）中部支社 450-0003
名古屋市中村区名駅南１丁目２４番３
０号

事務所長表彰

76 静岡営繕 Ｈ２７清水地方合同庁舎設備改修工事 （株）エクノスワタナベ 426-0027 静岡県藤枝市緑町１－５－１０ 事務所長表彰 （株）掛川空調サービス 436-0025 静岡県掛川市下俣1020-2 成田　勧

77
名古屋港

湾
平成２６年度 名古屋港東航路(-16m)浚渫土排送工
事

(株)不動テトラ　中部支店 460-0008 名古屋市中区栄５－２７－１４ 事務所長表彰 錦海運建設(株) 235-0007 横浜市磯子区西町10-23

78
名古屋港
湾

平成２７年度 名古屋港灯浮標等雑工事 森本工業(株) 455-0831 名古屋市港区十一屋２－１５０－６ 事務所長表彰 横葉　正博

森本　健輔

79 清水港湾 平成２７年度 御前崎港防波堤(西）築造工事 みらい建設工業（株）中部支店 454-0804 名古屋市中川区月島町６－１ 事務所長表彰 井上工業（株）東海支店 420-0852
静岡市葵区紺屋町11番12号　山梨ビ
ル３階

松田　健作

（有）平野潜水工業所 424-0941 静岡市清水区富士見町４−１２ 青木　一郎

80
四日市港

湾
平成２７年度 四日市港霞ヶ浦南ふ頭地区岸壁
（W24）改良および岸壁(W26)補修工事

(株)おかむら 454-0842 名古屋市中川区宮脇町１－３３ 事務所長表彰 （有）留野組 455-0821 名古屋市港区高木町１丁目４５番地

81 三河港湾 平成２７年度 三河港神野地区岸壁(-12m)本体工事 神野建設（株） 441-8077
愛知県豊橋市神野新田町字コノ割９－
１

事務所長表彰 ライト工業（株） 453-0851 名古屋市中村区畑江通4-22 霧生 創太郎

大起建設（株） 441-8073
愛知県豊橋市大崎町字笠松88番地
の1
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別紙【個別表彰リスト】

番号 事務所 工事名 郵便番号 企業所在地 氏名 技術者区分 表彰区分

1 多治見 平成２６年度　２１号坂祝ＢＰ北部舗装工事 福田道路（株） 中部支店 460-0002 名古屋市中区丸の内３丁目２３番８号 清水　一秋 監理技術者 局長表彰

2 木曽上流 平成２７年度　新水門川排水機場ポンプ設備修繕工事 （株）荏原製作所 中部支社 451-0044 愛知県名古屋市西区菊井２－２２－７ 須藤　功太郎
監理技術者・現場

代理人兼任
局長表彰

3 岐阜国道 平成２６年度　東海環状口ヶ島南高架橋Ｐ６４橋脚工事 岐建（株） 503-0918 岐阜県大垣市西崎町２－４６ 石脇　育英 監理技術者 局長表彰

4 岐阜国道 平成２７年度　大和地区整備工事 （株）大西組 501-5126 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良１０１４－１ 大坪　幹典
監理技術者・現場

代理人兼任
局長表彰

5 高山国道 平成２７年度　４１号下原整備工事 金子工業（株） 509-2598 岐阜県下呂市萩原町萩原１５００ 野中　達司 監理技術者 局長表彰

6 沼津
平成２６年度　河津下田道路逆川梨本地区道路建設工
事

加和太建設（株） 411-0033 静岡県三島市文教町１－５－１５ 鈴木　茂孝 現場代理人 局長表彰

7 浜松 平成２６年度　１号浜松維持管内橋梁補修工事 （株）中村組 430-0906 静岡県浜松市中区住吉５－２２－１ 丸山　智紀 現場代理人 局長表彰

8 静岡河川 平成２７年度　富士海岸蒲原中地区西離岸堤工事 鈴与建設（株） 424-0825 静岡県静岡市清水区松原町５－１７ 若山　裕亮 監理技術者 局長表彰

9 静岡国道 平成２７年度　静岡国道管内道路照明維持修繕工事 高橋電気工業（株） 427-0039 静岡県島田市向谷４－１００６－１ 森川　弘之
主任技術者・現場

代理人兼任
局長表彰

10 名国 平成２６年度　１号下之一色地区舗装工事 世紀東急工業（株） 名古屋支店 464-0850
名古屋市千種区今池５－２４－３２　今池ゼネ
ラルビル２階

大西　卓也 監理技術者 局長表彰

11 愛知国道 平成２６年度　名二環大西北２高架橋基礎工事 矢作建設工業（株） 461-0004 愛知県名古屋市東区葵３－１９－７ 本多　由一 現場代理人 局長表彰

12 愛知国道 平成２６年度　名二環春田野２高架橋中基礎工事 （株）加藤建設 497-8501
愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市場
１９－１

安井　茂人 監理技術者 局長表彰

13 愛知国道 平成２５年度　名二環梅之郷北６高架橋南下部工事 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株） 503-0917 岐阜県大垣市神田町２－５５ 伊藤　博雄 監理技術者 局長表彰

14 三重 平成２６年度　雲出川五主地区高潮堤防補強工事 丸亀産業（株） 515-0011 三重県松阪市高町４５０－１ 中谷　憲司 現場代理人 局長表彰

15 木曽下流 平成２６年度　木曽川佐屋川樋管地盤改良工事 （株）山野建設 516-0062 三重県伊勢市浦口４－１－１１ 上村　憲司 現場代理人 局長表彰

16 紀勢国道 平成２７年度　４２号東紀州整備工事 （株）塩谷組 519-3406 三重県北牟婁郡紀北町相賀２９９－１ 柴田　剛志 監理技術者 局長表彰

17 北勢国道 平成２６年度　東海環状東員水管橋鋼上部工事 川田工業（株） 名古屋営業所 460-0008 愛知県名古屋市中区栄二丁目４番１号 澤田　成和 現場代理人 局長表彰

18 天竜上流 平成２７年度　天竜川水系中田切床固工事 （株）ヤマウラ 399-4195 長野県駒ヶ根市北町２２－１ 三井　康孝
監理技術者・現場

代理人兼任
局長表彰

19 飯田国道 平成２６年度　三遠南信八重河内道路建設工事 長豊建設（株） 395-0001 長野県飯田市座光寺５５５８－１ 小原　茂樹 監理技術者 局長表彰

20 清水港湾
平成２６年度 清水港興津岸壁(-10m）(改良)(耐震)改良
工事

鈴与建設(株) 424-0825 静岡県静岡市清水区松原町５－１７ 平野　暁 現場代理人 局長表彰

1 多治見
平成２６年度　木曽川水系梨子沢第３砂防堰堤災害関連
緊急工事

大宗土建（株） 399-5301 長野県木曽郡南木曽町読書３６９２－３ 原　智浩 現場代理人 事務所長表彰

2 多治見 平成２７年度　木曽川水系桜洞砂防堰堤工事 （株）加藤工務店 508-0021 岐阜県中津川市中川町３－２４ 上原　真吾 現場代理人 事務所長表彰

3 木曽上流 平成２５年度　加茂川排水機場整備工事 （株）市川工務店 500-8518 岐阜県岐阜市鹿島町６－２７ 金　文学 現場代理人 事務所長表彰

平成２８年度　優良工事技術者一覧表（平成２７年度完了工事）

企業名
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別紙【個別表彰リスト】

番号 事務所 工事名 郵便番号 企業所在地 氏名 技術者区分 表彰区分

平成２８年度　優良工事技術者一覧表（平成２７年度完了工事）

企業名

4 木曽上流 平成２６年度　木曽川上流電気通信設備整備工事
イシデンエンジニアリング
（株）

名古屋営業所 452-0823 名古屋市西区あし原町２５９番地 天井　康夫
監理技術者・現場

代理人兼任
事務所長表彰

5 越美砂防 平成２７年度　越美山系地谷第２砂防堰堤工事 西建産業（株） 501-0622 岐阜県揖斐郡揖斐川町脛永１６４５－１ 佐藤　武志 監理技術者 事務所長表彰

6 岐阜国道 平成２５年度　２２号新木曽川橋補強工事 杉山建設（株） 501-0476 岐阜県本巣市海老４３０ 杉岡　宏明 現場代理人 事務所長表彰

7 岐阜国道 平成２６年度　東海環状養老ＩＣ本線橋下部工事 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株） 503-0917 岐阜県大垣市神田町２－５５ 野田　邦人 現場代理人 事務所長表彰

8 岐阜国道 平成２５年度　東海環状三輪地区小洞道路建設工事 巴産業（株） 500-8373 岐阜県岐阜市大池町３－１ 山田　進 監理技術者 事務所長表彰

9 岐阜国道 平成２６年度　大垣地区交通安全施設工事 （株）加藤組 501-6035 岐阜県羽島郡笠松町円城寺１４３３ 苅谷　孝彦 監理技術者 事務所長表彰

10 高山国道 平成２５年度　４１号牧地区道路整備工事
加藤・グリーン経常建設
（共企）

代：加藤土木（株）
（株）グリーン

506-1161
509-4105

岐阜県飛騨市神岡町船津１９９９
岐阜県高山市国府町蓑輪３９２

若田　英二 現場代理人 事務所長表彰

11 沼津
平成２６年度　狩野川水系青羽根地区入の洞砂防堰堤
工事

小野建設（株） 411-0801 静岡県三島市谷田６０－３ 古屋　政則
主任技術者・現場

代理人兼任
事務所長表彰

12 沼津 平成２５年度　１３８号ＢＰぐみ沢高架橋南下部工事 臼幸産業（株） 410-1304 静岡県駿東郡小山町藤曲１０９－１ 石川　敏生 監理技術者 事務所長表彰

13 沼津 平成２６年度　沼津河川国道管内道路防災工事 渡邊工業（株） 410-1102 静岡県裾野市深良７４４ 福田　康昭
監理技術者・現場

代理人兼任
事務所長表彰

14 浜松 平成２７年度　佐久間・三遠道路下奈根地区整備工事 福田道路（株） 中部支店 460-0002 名古屋市中区丸の内３丁目２３番８号 石田　真登
監理技術者・現場

代理人兼任
事務所長表彰

15 浜松 平成２６年度　佐久間道路川合地区下部工事 中村建設（株） 430-0904 静岡県浜松市中区中沢町７１－２３ 大石　竜督 監理技術者 事務所長表彰

16 浜松 平成２６年度　１号国本地区舗装修繕工事 （株）佐藤渡辺 中部支店 462-0034 名古屋市北区天道町３－１５ 中島　竜二 監理技術者 事務所長表彰

17 静岡河川 平成２６年度　駿河海岸川尻堤防補強工事 （株）グロージオ 427-0053 静岡県島田市御仮屋町８８６３－１ 岩瀬　弘明 現場代理人 事務所長表彰

18 静岡河川 平成２４年度　大井川サイホン撤去工事 大日本土木（株） 名古屋支店 460-8412 名古屋市中区錦１－１９－２４ 宇野　哲郎 現場代理人 事務所長表彰

19 富士砂防 平成２６年度　由比地すべり深礎杭ＳＡ３工事 静和工業（株） 422-8066 静岡県静岡市駿河区泉町３－１５ 大島　賢 監理技術者 事務所長表彰

20 静岡国道 平成２６年度　静清維持管内中部維持修繕工事 花菱建設（株） 420-0847 静岡県静岡市葵区西千代田町５－１８ 岡村　健太 現場代理人 事務所長表彰

21 庄内川 平成２７年度　土岐川青木地区付替河川工事 （株）吉川組 507-0072 岐阜県多治見市明和町２－５０ 長久保　勝正
監理技術者・現場

代理人兼任
事務所長表彰

22 豊橋 平成２６年度　矢作川白浜漏水対策及び橋台下部工事 （株）近藤組 448-0002 愛知県刈谷市一里山町伐払１２３ 前田　浩司 監理技術者 事務所長表彰

23 名国 平成２６年度　１５３号伊勢神迂回路建設工事 太啓建設（株） 471-0071 愛知県豊田市東梅坪町１０－３－３ 鬼頭　進一 現場代理人 事務所長表彰

24 名国 平成２６年度　１号蟹江大橋橋梁補強工事 鈴中工業（株） 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内１－９－７ 山田　滋紀 現場代理人 事務所長表彰

25 名国 平成２６年度　１９号桜通自転車通行空間整備工事 中日建設（株） 460-0016 愛知県名古屋市中区橘１－１－２０ 水野　安基 現場代理人 事務所長表彰

26 愛知国道 平成２６年度　１号日光川道路建設工事 フジタ道路（株） 名古屋支店 480-1144 愛知県長久手市熊田３０６番地 馬場　公志 監理技術者 事務所長表彰
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別紙【個別表彰リスト】

番号 事務所 工事名 郵便番号 企業所在地 氏名 技術者区分 表彰区分

平成２８年度　優良工事技術者一覧表（平成２７年度完了工事）

企業名

27 愛知国道 平成２７年度　３０２号勝川地区道路建設工事 昭和土木（株） 468-0001 愛知県名古屋市天白区植田山５－２３０１ 鈴木　庸介 監理技術者 事務所長表彰

28 愛知国道 平成２６年度　飛島大橋右岸下部工事 東急建設（株） 名古屋支店 460-0002 名古屋市中区丸の内３－２２－２４ 水井　隆之 現場代理人 事務所長表彰

29 名四国道 平成２６年度　２３号岡崎ＢＰ西部地区舗装工事 中部土木（株） 465-0092 愛知県名古屋市名東区社台３－１２５ 寺岡　強志 監理技術者 事務所長表彰

30 三重 平成２７年度　四日市北部地区維持修繕工事 （株）杉本組 510-0842 三重県四日市市石原町１ 矢田　憲司 監理技術者 事務所長表彰

31 三重 平成２６年度　２３号中ノ川高架橋下部左岸工事 （株）松本組 515-2324 三重県松阪市嬉野町１４４５－２ 羽根　俊幸 監理技術者 事務所長表彰

32 木曽下流 平成２７年度　七里の渡地区文化のエリア整備工事 大島造園土木（株） 460-0008 愛知県名古屋市中区栄１－１０－３４ 岩田　哲也 現場代理人 事務所長表彰

33 木曽下流 平成２７年度　揖斐川地蔵上流川表高潮堤防補強工事 高田建設（株） 503-0115 岐阜県安八郡安八町南今ヶ渕５１８ 服部　正直 監理技術者 事務所長表彰

34 木曽下流 平成２７年度　揖斐川太田築堤工事 山正建設（株） 490-1323 愛知県稲沢市平和町下起南１５３ 鈴木　雅志 監理技術者 事務所長表彰

35 紀勢国道 平成２６年度　４２号熊野管内歩道整備工事 常盤工業（株） 中部支店 468-0051 愛知県名古屋市天白区植田３－１５０４ 加藤　佳嗣 監理技術者 事務所長表彰

36 紀勢国道 平成２７年度　４２号尾鷲南地区道路建設工事 ユウテック（株） 519-5711 三重県南牟婁郡紀宝町井田２４０４－１３ 有城　和哉 監理技術者 事務所長表彰

37 北勢国道 平成２５年度　東海環状北勢第一高架橋中下部工事 （株）加藤建設 497-8501
愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市場
１９－１

佐々木　知也 現場代理人 事務所長表彰

38 北勢国道 平成２６年度　北勢ＢＰ垂坂道路建設工事 アイトム建設（株） 510-0066 三重県四日市市南浜田町４－１ 田中　大樹 監理技術者 事務所長表彰

39 北勢国道 平成２６年度　東海環状長深道路建設工事 松岡建設（株） 510-8114 三重県三重郡川越町大字亀崎新田５１－１ 吉田　政信 監理技術者 事務所長表彰

40 天竜上流 平成２６年度　天竜川水系栂村沢砂防堰堤補強工事 神稲建設（株） 395-0032 長野県飯田市主税町１８ 宮内　孝二 監理技術者 事務所長表彰

41 飯田国道 平成２６年度　三遠南信神之峰道路建設工事 木下建設（株） 395-8680 長野県飯田市松尾町１－２２ 鎌倉　康 現場代理人 事務所長表彰

42 飯田国道 平成２６年度　木曽維持管内維持修繕工事 木曽土建工業（株） 399-6203 長野県木曽郡木祖村大字小木曽１７２－２ 長島　輝男 監理技術者 事務所長表彰

43 天竜ダム 平成２７年度　天竜川ダム統管通信設備整備工事 名菱電子（株） 470-0124 愛知県日進市浅田町東前田３８－２３ 布目　修
主任技術者・現場

代理人兼任
事務所長表彰

44 長島ダム 平成２７年度　長島ダム維持工事 （株）神田組 428-0411 静岡県榛原郡川根本町千頭９２４－１ 長嶋　洋司 主任技術者 事務所長表彰

45 営繕部 Ｈ２７飛騨森林管理署改修ほか１件工事 奥原建設（株） 506-0007 岐阜県高山市総和町３－１１１－２ 小笠原　豊治
監理技術者・現場

代理人兼任
室長表彰

46 名古屋港湾 平成２６年度 名古屋港東航路(-16m)浚渫土排送工事 (株)不動テトラ 中部支店 460-0008 名古屋市中区栄５－２７－１４ 城戸　順康 現場代理人 事務所長表彰

47 四日市港湾
平成２６年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞4号幹
線）橋梁（P18～P22・P26）下部工事

若築建設（株） 名古屋支店 460-0003 名古屋市中区錦１－１１－２０ 角田　哲也 現場代理人 事務所長表彰

48 三河港湾 平成２７年度 三河港神野地区岸壁(-12m)本体工事 神野建設(株) 441-8077 愛知県豊橋市神野新田町字コノ割９－１ 中筬　智晴 現場代理人 事務所長表彰
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別紙【個別表彰リスト】

番号 事務所 業務名 郵便番号 企業所在地 表彰区分

1 中部地整
平成２７年度　中部地整管内ＥＴＣ２．０データを活用した交通安全対策検討業
務

（一財）計量計画研究所 162-0845 東京都新宿区市谷本村町２－９ 局長表彰

2 多治見 平成２７年度　木曽川砂防警戒避難支援モデル検討業務 （株）アイ・ディー・エー 370-1201 群馬県高崎市倉賀野町４２２１－１３ 局長表彰

3 木曽上流 平成２７年度　木曽川上流木曽川詳細設計業務 大日コンサルタント（株） 500-8384 岐阜県岐阜市薮田南３－１－２１ 局長表彰

4 岐阜国道 平成２７年度　岐阜国道整備効果検討業務
450-0003
461-0004

【長大】名古屋市中村区名駅南１－１８－２４
【三菱】名古屋市東区葵１－１９－３０

局長表彰

5 岐阜国道 平成２６年度　東海環状（高富から岐阜）椿洞トンネル詳細設計業務 セントラルコンサルタント（株） 中部支社 460-0003 愛知県名古屋市中区錦一丁目１８番２２号 局長表彰

6 高山国道 平成２６年度　高山国道管内防災点検業務 中央復建コンサルタンツ（株） 中部支社 460-0003 名古屋市中区錦２－３－４　名古屋錦フロントタワー 局長表彰

7 高山国道 平成２７年度　高山国道事務所用地関係資料作成整理等業務 （株）石田技術コンサルタンツ 485-0028 愛知県小牧市東新町５０ 局長表彰

8 沼津 平成２７年度　狩野川水系砂防設備・渓流状況点検業務 （株）テクノスジャパン 410-0822 静岡県沼津市下香貫矢丸１１９６－４ 局長表彰

9 静岡河川 平成２７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 422-8072 静岡県静岡市駿河区小黒３－６－２３ 局長表彰

10 静岡河川 平成２７年度　安倍川河川堤防地中探査業務 川崎地質（株） 中部支社 465-0095 名古屋市名東区高社１－２６６ 局長表彰

11 富士砂防 平成２７年度　富士砂防管内砂防設備予備設計業務 玉野総合コンサルタント（株） 静岡支店 422-8064 静岡市駿河区新川１－２－２１ 局長表彰

12 名国 平成２７年度　名古屋国道管内電線共同溝詳細修正設計業務 中央コンサルタンツ（株） 451-0042 愛知県名古屋市西区那古野２－１１－２３ 局長表彰

13 愛知国道 平成２７年度　愛知国道道路交通自動車起終点調査業務 （株）綜合技術コンサルタント 中部支店 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内３丁目２０番３号 局長表彰

14 三重 平成２７年度　鈴鹿川氾濫解析検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 中部支社 451-0046 名古屋市西区牛島町２－５ 局長表彰

15 三重 平成２７年度　三重河川国道特殊車両事務業務 （株）セントレック 467-0856 名古屋市瑞穂区新開町２１番１０号 局長表彰

16 木曽下流 平成２７年度　木曽三川下流部堤防耐震性能検討業務 （株）建設技術研究所 中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－５－１３ 局長表彰

17 紀勢国道 平成２７年度　南三重地域南部道路設計業務 八千代エンジニヤリング（株） 名古屋支店 460-0004 名古屋市中区新栄町２丁目９番地 局長表彰

18 紀勢国道 平成２７年度　熊野尾鷲道路電気室設計業務 （有）南勢建築設計 516-0035 三重県伊勢市勢田町５８０－３ 局長表彰

19 北勢国道 平成２７年度　北勢国道管内道路維持管理計画検討業務 （株）東京建設コンサルタント 中部支社 460-0003 愛知県名古屋市中区錦２－５－５ 局長表彰

20 天竜上流 平成２６年度　天竜川水系生態系保全対策検討業務 （株）環境アセスメントセンター 420-0047 静岡県静岡市葵区清閑町１３－１２ 局長表彰

21 飯田国道 平成２７年度　飯田国道管内維持管理計画検討業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 中部支店 450-0003 名古屋市中村区名駅南２丁目１４－１９ 局長表彰

22 中技 平成２７年度　排水計画検討業務 日本工営（株） 名古屋支店 461-0005 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 局長表彰

23 名古屋港湾 平成２７年度 名古屋港新土砂処分場漁業影響検討業務 いであ（株） 名古屋支店 455-0032 愛知県名古屋市港区入船１－７－１５ 局長表彰

24 清水港湾 平成２７年度 清水港大型船舶受入施設検討業務 中電技術コンサルタント(株) 東京支店 100-0005 東京都千代田区丸の内１－７－１２ 局長表彰

平成２８年度　優良業務一覧表（平成２７年度完了業務）

平成２７年度　岐阜国道整備効果検討業務長大・三菱Ｕ
ＦＪリサーチ＆コンサルティング設計共同体

企業名
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別紙【個別表彰リスト】

番号 事務所 業務名 郵便番号 企業所在地 表彰区分

平成２８年度　優良業務一覧表（平成２７年度完了業務）

企業名

1 多治見 平成２７年度　多治見砂防国道管内交通量調査業務 中部復建（株） 466-0059 愛知県名古屋市昭和区福江１－１８０５ 事務所長表彰

2 多治見 平成２７年度　木曽川梨子沢砂防計画検討業務
461-0005
461-0005

【日本工営】名古屋市東区東桜２－１７－１４
【玉野総合】名古屋市東区東桜２－１７－１４

事務所長表彰

3 多治見 平成２７年度　瑞浪恵那道路釜戸東地区路線測量業務 （株）メイホーエンジニアリング 500-8326 岐阜県岐阜市吹上町６－２１ 事務所長表彰

4 木曽上流 平成２６年度　長良川流域治水計画検討業務 （株）建設技術研究所 中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－５－１３ 事務所長表彰

5 木曽上流 平成２７年度　木曽川上流管理施設耐震点検業務 八千代エンジニヤリング（株） 名古屋支店 460-0004 名古屋市中区新栄町２丁目９番地 事務所長表彰

6 越美砂防 平成２７年度　越美山系深層崩壊警戒避難区域検討業務 アジア航測（株） 岐阜支店 500-8381 岐阜県岐阜市市橋４丁目６－７　鈴木ビル４Ｆ 事務所長表彰

7 越美砂防 平成２６年度　ガラン谷第１砂防堰堤用地調査及び補償説明業務 大同コンサルタンツ（株） 500-8288 岐阜県岐阜市中鶉２－１１ 事務所長表彰

8 新丸ダム 平成２７年度　新丸山ダム水理模型実験改良業務 （株）建設技術研究所 中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－５－１３ 事務所長表彰

9 岐阜国道 平成２７年度　東海環状施工検討業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 中部支店 450-0003 名古屋市中村区名駅南２丁目１４－１９ 事務所長表彰

10 岐阜国道 平成２７年度　岐阜国道管内交通安全対策検討業務 大日コンサルタント（株） 500-8384 岐阜県岐阜市薮田南３－１－２１ 事務所長表彰

11 岐阜国道 平成２７年度　岐阜国道東海環状資料作成業務
460-0002
450-0003

【ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ】名古屋市中区丸の内３－１３－１ｾﾌﾟﾄﾝ丸の内ﾋﾞﾙ
【ﾃｨｰﾈｯﾄ】名古屋市中村区名駅南２－１４－１９

事務所長表彰

12 岐阜国道 平成２６年度　東海環状（高富から岐阜）岐阜ＩＣ東本線橋橋梁詳細設計業務 大日本コンサルタント（株） 中部支社 451-0044 愛知県名古屋市西区菊井二丁目１９番１１号 事務所長表彰

13 岐阜国道 平成２７年度　東海環状北部水文調査 （株）建設技術研究所 中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－５－１３ 事務所長表彰

14 岐阜国道 平成２７年度　東海環状南部水文調査 国際航業（株） 岐阜営業所 500-8463 岐阜市加納新本町３－１　ＳＰＡＺＩＯ　４Ｆ 事務所長表彰

15 岐阜国道 平成２７年度　４７５号事業認定図書相談用資料作成業務 （株）ドーコン 名古屋事務所 460-0003 名古屋市中区錦３－１－３０　錦マルエムビル 事務所長表彰

16 高山国道 平成２７年度　飛騨地域整備効果検討調査 （株）建設技術研究所 中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－５－１３ 事務所長表彰

17 高山国道 平成２７年度　高山国道管内施設点検業務 国際航業（株） 岐阜営業所 500-8463 岐阜市加納新本町３－１　ＳＰＡＺＩＯ　４Ｆ 事務所長表彰

18 沼津 平成２７年度　沼津河川国道事務所管内道路概略検討業務 （株）建設技術研究所 中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－５－１３ 事務所長表彰

19 沼津 平成２７年度　沼津河川国道事務所危機管理検討業務 日本工営（株） 名古屋支店 461-0005 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 事務所長表彰

20 沼津 平成２７年度　東駿河湾環状道路橋梁点検業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 中部支店 450-0003 名古屋市中村区名駅南２丁目１４－１９ 事務所長表彰

21 浜松 平成２７年度　天竜川氾濫解析検討業務 （株）東京建設コンサルタント 中部支社 460-0003 愛知県名古屋市中区錦２－５－５ 事務所長表彰

22 浜松 平成２６年度　三遠道路８号橋梁詳細設計業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 中部支店 450-0003 名古屋市中村区名駅南２丁目１４－１９ 事務所長表彰

23 浜松 平成２７年度　浜松地域道路防災対策検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 中部支社 451-0046 名古屋市西区牛島町２－５ 事務所長表彰

24 浜松 平成２７年度　浜松河川国道道路構造物細部設計業務 八千代エンジニヤリング（株） 名古屋支店 460-0004 名古屋市中区新栄町２丁目９番地 事務所長表彰

平成２７年度岐阜国道東海環状資料作成業務ＰＳ・ティー
ネット設計共同体

平成２７年度木曽川梨子沢砂防計画検討業務日本工営・
玉野総合コンサルタント設計共同体
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別紙【個別表彰リスト】

番号 事務所 業務名 郵便番号 企業所在地 表彰区分

平成２８年度　優良業務一覧表（平成２７年度完了業務）

企業名

25 浜松 平成２７年度　浜松管内橋梁補修設計業務 中央コンサルタンツ（株） 451-0042 愛知県名古屋市西区那古野２－１１－２３ 事務所長表彰

26 浜松 平成２７年度　佐久間道路・三遠道路事業認定申請図書作成業務 （株）ドーコン 名古屋事務所 460-0003 名古屋市中区錦３－１－３０　錦マルエムビル 事務所長表彰

27 静岡河川 平成２７年度　静岡河川設計資料作成業務
460-0002
410-0822

【ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ】名古屋市中区丸の内３－１３－１ｾﾌﾟﾄﾝ丸の内ﾋﾞﾙ
【ﾃｸﾉｽｼﾞｬﾊﾟﾝ】沼津市下香貫矢丸１１９６－４

事務所長表彰

28 富士砂防 平成２７年度　富士山山体地質調査業務 サンコーコンサルタント（株） 名古屋支店 460-0008 愛知県名古屋市中区栄２－１１－７　伏見大島ビル 事務所長表彰

29 静岡国道 平成２７年度　静清維持管内橋梁補修設計業務 八千代エンジニヤリング（株） 名古屋支店 460-0004 名古屋市中区新栄町２丁目９番地 事務所長表彰

30 静岡国道 平成２７年度　静岡国道事務所技術資料作成業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 中部支店 450-0003 名古屋市中村区名駅南２丁目１４－１９ 事務所長表彰

31 静岡国道 平成２７年度　静岡国道管内トンネル点検業務 応用地質（株） 静岡支店 422-8056 静岡市駿河区津島町１２－１９ 事務所長表彰

32 庄内川 平成２７年度　庄内川工事計画検討業務 八千代エンジニヤリング（株） 名古屋支店 460-0004 名古屋市中区新栄町２丁目９番地 事務所長表彰

33 庄内川 平成２６年度　庄内川氾濫解析モデル検討業務 （株）ニュージェック 中部支店 460-0003 名古屋市中村区名駅５－２７－１３ 事務所長表彰

34 豊橋 平成２７年度　豊川・矢作川自然再生事業検討業務 （株）建設環境研究所 中部支社 460-0003 名古屋市中区錦２－１５－２２ 事務所長表彰

35 豊橋 平成２７年度　豊橋河川管内工事測量業務 中部復建（株） 466-0059 愛知県名古屋市昭和区福江１－１８０５ 事務所長表彰

36 設楽ダム 平成２７年度　設楽ダム湿地環境活用検討業務 （株）建設環境研究所 中部支社 460-0003 名古屋市中区錦２－１５－２２ 事務所長表彰

37 名国 平成２７年度　名古屋国道管内自転車通行空間整備検討業務 日本工営（株） 名古屋支店 461-0005 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 事務所長表彰

38 名国 平成２７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） 中部支社 451-0046 名古屋市西区牛島町２－５ 事務所長表彰

39 名国 平成２７年度　尾張南地区橋梁点検業務 三井共同建設コンサルタント（株） 中部支社 464-0850 名古屋市千種区今池５－２４－３２ 事務所長表彰

40 名国 平成２７年度　名古屋国道橋梁補強補修設計業務 （株）長大 名古屋支社 450-0003 名古屋市中村区名駅南１－１８－２４ 事務所長表彰

41 名国 平成２７年度　名古屋国道道路管理用設備設計業務 （株）ニュージェック 中部支店 460-0003 名古屋市中村区名駅５－２７－１３ 事務所長表彰

42 愛知国道 平成２６年度　名古屋環状２号線富田地区橋梁上部工詳細設計業務 中央コンサルタンツ（株） 451-0042 愛知県名古屋市西区那古野２－１１－２３ 事務所長表彰

43 愛知国道 平成２７年度　愛知国道交通量調査業務 （株）梶川土木コンサルタント 448-0037 愛知県刈谷市高倉町４－５０８ 事務所長表彰

44 名四国道 平成２７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） 中部支社 460-0003 愛知県名古屋市中区錦一丁目１８番２２号 事務所長表彰

45 三重 平成２７年度　四日市管内南部橋梁点検業務 大日コンサルタント（株） 名古屋支社 453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤３－１－１８ 事務所長表彰

46 三重 平成２７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 460-0003 名古屋市中区錦１－５－１３ 事務所長表彰

47 三重 平成２７年度　櫛田川流量観測及び水文観測所保守点検業務 丸栄調査設計（株） 515-0812 三重県松阪市船江町１５２８－２ 事務所長表彰

48 木曽下流 平成２７年度　国営木曽三川公園七里の渡し整備検討業務 中央コンサルタンツ（株） 451-0042 愛知県名古屋市西区那古野２－１１－２３ 事務所長表彰

平成２７年度　静岡河川設計資料作成業務パブリック
サービス・テクノス設計共同体
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別紙【個別表彰リスト】

番号 事務所 業務名 郵便番号 企業所在地 表彰区分

平成２８年度　優良業務一覧表（平成２７年度完了業務）

企業名

49 木曽下流 平成２７年度　木曽川下流管内築堤護岸詳細設計業務 大日コンサルタント（株） 名古屋支社 453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤３－１－１８ 事務所長表彰

50 紀勢国道 平成２７年度　紀勢国道管内防災点検・設計業務 （株）エイト日本技術開発 中部支社 460-0003 愛知県名古屋市中区錦１－１１－２０ 事務所長表彰

51 北勢国道 平成２７年度　北勢国道管内整備検討業務 （株）長大 名古屋支社 450-0003 名古屋市中村区名駅南１－１８－２４ 事務所長表彰

52 北勢国道 平成２７年度　名阪国道橋梁補修設計業務 （株）エイト日本技術開発 中部支社 460-0003 愛知県名古屋市中区錦１－１１－２０ 事務所長表彰

53 天竜上流 平成２７年度　天竜川上流水辺現地調査（鳥類）業務 いであ（株） 名古屋支店 455-0032 愛知県名古屋市港区入船１－７－１５ 事務所長表彰

54 天竜上流 平成２７年度　天竜川水系渓流現況把握調査業務 （株）ゼンシン 399-4115 長野県駒ヶ根市上穂栄町１３－７ 事務所長表彰

55 天竜上流 平成２７年度　天竜川水系下伊那地区測量業務 馬場測量設計（株） 396-0014 長野県伊那市狐島４０１２ 事務所長表彰

56 天竜上流 平成２７年度　天竜川水系三峰川・竜西流域地質調査業務 北陽建設（株） 398-0003 長野県大町市社５３７７ 事務所長表彰

57 天竜上流 平成２７年度　天竜川水系芦洞沢砂防堰堤用地調査業務 （株）北測 399-4431 長野県伊那市西春近下島２８７５－３ 事務所長表彰

58 三峰川 平成２７年度　美和ダム再開発事業計画検討業務 （株）建設技術研究所 中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－５－１３ 事務所長表彰

59 飯田国道 平成２７年度　飯田国道管内事業整備計画検討業務 大日コンサルタント（株） 500-8384 岐阜県岐阜市薮田南３－１－２１ 事務所長表彰

60 飯田国道 平成２７年度　飯田国道管内道路施設点検業務
395-0813
460-0002

【技建】長野県飯田市毛賀１３８２
【中部地域づくり】名古屋市中区丸の内３－５－１０

事務所長表彰

61 飯田国道 平成２７年度　飯田国道管内交通量調査業務 （株）島田建設コンサルタント 399-0421 長野県上伊那郡辰野町大字辰野１６４２ 事務所長表彰

62 天竜ダム 平成２７年度　天竜川ダム長寿命化計画資料作成業務 （株）東京建設コンサルタント 中部支社 460-0003 愛知県名古屋市中区錦２－５－５ 事務所長表彰

63 天竜ダム 平成２７年度　天竜川ダム貯水池測量業務 （株）パスコ 名古屋支店 461-0003 愛知県名古屋市中区錦２－２－１３ 事務所長表彰

64 長島ダム 平成２７年度　長島ダム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 422-8072 静岡県静岡市駿河区小黒３－６－２３ 事務所長表彰

65 矢作ダム 平成２７年度　矢作ダム排砂施設検討業務 （株）建設技術研究所 中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－５－１３ 事務所長表彰

66 中技 平成２７年度　中部地方整備局管内橋梁検査業務 （一財）橋梁調査会 112-0013 東京都文京区音羽２－１０－２ 事務所長表彰

67 営繕部 Ｈ２７岐阜地方合同庁舎設備改修工事監理業務 （株）ＴＡＳ建築設計事務所 463-0048 愛知県名古屋市守山区小幡南２－１０－１ 室長表彰

68 名古屋港湾 平成２７年度 名古屋港金城ふ頭地区岸壁(-10.5m)土質調査 川崎地質（株） 中部支社 465-0095 名古屋市名東区高社１－２６６ 事務所長表彰

69 名古屋港湾 平成２７年度 名古屋港港内土質調査 明治コンサルタント（株） 中部支店 465-0026 名古屋市名東区藤森２－２７３ 事務所長表彰

70 四日市港湾 平成２６年度 四日市港湾事務所監督等補助業務 (株)ポルテック － 105-0004 東京都港区新橋４－３－１ 事務所長表彰

71 三河港湾 平成２７年度 衣浦港外港地区整備効果検討業務 (株)日本海洋科学 － 212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地　ソリッドスクエア西館３階 事務所長表彰

72
名古屋港湾空
港技術調査事

務所
平成２７年度 新地震動を用いた防波堤等効果検証業務 (株)日本港湾コンサルタント 中部事務所 453-0015 名古屋市中村区椿町１８－２２ 事務所長表彰

平成２７年度　飯田国道管内道路施設点検業務技建開
発・中地協設計共同体
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別紙【個別表彰リスト】

番号 事務所 業務名 郵便番号 企業所在地 氏名 技術者区分 表彰区分

1 中部地整
平成２７年度　中部地整管内ＥＴＣ２．０データを活用した
交通安全対策検討業務

（一財）計量計画研究所 162-0845 東京都新宿区市谷本村町２－９ 絹田　裕一 管理技術者 局長表彰

2 多治見 平成２７年度　木曽川砂防警戒避難支援モデル検討業務 （株）アイ・ディー・エー 370-1201 群馬県高崎市倉賀野町４２２１－１３ 兒玉　真 管理技術者 局長表彰

3 木曽上流 平成２７年度　木曽川上流木曽川詳細設計業務 大日コンサルタント（株） 500-8384 岐阜県岐阜市薮田南３－１－２１ 平田　武史 管理技術者 局長表彰

4 越美砂防 平成２６年度　天神堂岡谷流域砂防施設詳細設計業務 （株）建設技術研究所 中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－５－１３ 金野　崇史 管理技術者 局長表彰

5 岐阜国道 平成２７年度　岐阜国道整備効果検討業務
450-0003
461-0004

【長大】名古屋市中村区名駅南１－１８－２４
【三菱】名古屋市東区葵１－１９－３０

宮下　光宏 担当技術者 局長表彰

6 岐阜国道 平成２７年度　４７５号事業認定図書相談用資料作成業務 （株）ドーコン 名古屋事務所 460-0003 名古屋市中区錦３－１－３０　錦マルエムビル 井窪　将 主任担当者 局長表彰

7 高山国道 平成２６年度　高山国道管内防災点検業務 中央復建コンサルタンツ（株） 中部支社 460-0003 名古屋市中区錦２－３－４　名古屋錦フロントタワー 國眼　定 管理技術者 局長表彰

8 沼津 平成２７年度　狩野川水系砂防施設長寿命化計画修正業務
461-0005
461-0005

【日本工営】名古屋市東区東桜２－１７－１４
【玉野総合】名古屋市東区東桜２－１７－１４

加藤　真雄 管理技術者 局長表彰

9 浜松 平成２７年度　天竜川氾濫解析検討業務 （株）東京建設コンサルタント 中部支社 460-0003 愛知県名古屋市中区錦２－５－５ 都丸　真人 管理技術者 局長表彰

10 静岡河川 平成２７年度　静岡河川設計資料作成業務
460-0002
410-0822

【ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ】名古屋市中区丸の内３－１３－１ｾﾌﾟﾄﾝ丸の内ﾋﾞﾙ
【ﾃｸﾉｽｼﾞｬﾊﾟﾝ】沼津市下香貫矢丸１１９６－４

池部　亨 担当技術者 局長表彰

11 静岡国道 平成２７年度　静清維持管内橋梁補修設計業務 八千代エンジニヤリング（株） 名古屋支店 460-0004 名古屋市中区新栄町２丁目９番地 永冨　大亮 管理技術者 局長表彰

12 名国 平成２７年度　名古屋国道管内電線共同溝詳細修正設計業務 中央コンサルタンツ（株） 451-0042 愛知県名古屋市西区那古野２－１１－２３ 佐藤　貴章 管理技術者 局長表彰

13 愛知国道 平成２７年度　愛知国道道路交通自動車起終点調査業務 （株）綜合技術コンサルタント 中部支店 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内３丁目２０番３号 芳村　彰則 管理技術者 局長表彰

14 三重 平成２７年度　鈴鹿川氾濫解析検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 中部支社 451-0046 名古屋市西区牛島町２－５ 浅野　寿雄 管理技術者 局長表彰

15 木曽下流 平成２７年度　木曽三川下流部堤防耐震性能検討業務 （株）建設技術研究所 中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－５－１３ 楊　雪松 管理技術者 局長表彰

16 紀勢国道 平成２７年度　南三重地域南部道路設計業務 八千代エンジニヤリング（株） 名古屋支店 460-0004 名古屋市中区新栄町２丁目９番地 大矢　竜市 担当技術者 局長表彰

17 北勢国道 平成２７年度　北勢国道管内道路維持管理計画検討業務 （株）東京建設コンサルタント 中部支社 460-0003 愛知県名古屋市中区錦２－５－５ 北堀　裕隆 管理技術者 局長表彰

18 天竜上流 平成２６年度　天竜川水系生態系保全対策検討業務 （株）環境アセスメントセンター 420-0047 静岡県静岡市葵区清閑町１３－１２ 元木　達也 管理技術者 局長表彰

19 飯田国道 平成２７年度　飯田国道管内事業整備計画検討業務 大日コンサルタント（株） 500-8384 岐阜県岐阜市薮田南３－１－２１ 瀬古　賢司 管理技術者 局長表彰

20 名古屋港湾平成２７年度 名古屋港新土砂処分場漁業影響検討業務 いであ（株） 名古屋支店 455-0032 愛知県名古屋市港区入船１－７－１５ 風間　崇宏 管理技術者 局長表彰

21 清水港湾 平成２７年度 清水港大型船舶受入施設検討業務 中電技術コンサルタント(株) 東京支店 100-0005 東京都千代田区丸の内１－７－１２ 日高　康之 管理技術者 局長表彰

1 多治見 平成２７年度　瑞浪恵那道路釜戸東地区路線測量業務 （株）メイホーエンジニアリング 500-8326 岐阜県岐阜市吹上町６－２１ 遠藤　哲郎 担当技術者 事務所長表彰

2 多治見 平成２７年度　木曽川梨子沢砂防計画検討業務
461-0005
461-0005

【日本工営】名古屋市東区東桜２－１７－１４
【玉野総合】名古屋市東区東桜２－１７－１４

池島　剛 管理技術者 事務所長表彰

3 木曽上流 平成２６年度　長良川流域治水計画検討業務 （株）建設技術研究所 中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－５－１３ 伊藤　猛 管理技術者 事務所長表彰

4 木曽上流 平成２７年度　木曽川上流管理施設耐震点検業務 八千代エンジニヤリング（株） 名古屋支店 460-0004 名古屋市中区新栄町２丁目９番地 中山　敬邦 管理技術者 事務所長表彰

平成２８年度　優良業務技術者一覧表（平成２７年度完了業務）

平成２７年度　狩野川水系砂防施設長寿命化計画修正
業務玉野総合コンサルタント・日本工営設計共同体

平成２７年度　岐阜国道整備効果検討業務長大・三菱Ｕ
ＦＪリサーチ＆コンサルティング設計共同体

平成２７年度　静岡河川設計資料作成業務パブリック
サービス・テクノス設計共同体

平成２７年度木曽川梨子沢砂防計画検討業務日本工営・
玉野総合コンサルタント設計共同体

企業名
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別紙【個別表彰リスト】

番号 事務所 業務名 郵便番号 企業所在地 氏名 技術者区分 表彰区分

平成２８年度　優良業務技術者一覧表（平成２７年度完了業務）

企業名

5 越美砂防 平成２７年度　越美山系深層崩壊警戒避難区域検討業務 アジア航測（株） 岐阜支店 500-8381 岐阜県岐阜市市橋４丁目６－７　鈴木ビル４Ｆ 江口　友章 管理技術者 事務所長表彰

6 新丸ダム 平成２７年度　新丸山ダム水理模型実験改良業務 （株）建設技術研究所 中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－５－１３ 村越　重紀 管理技術者 事務所長表彰

7 岐阜国道 平成２７年度　東海環状北部水文調査 （株）建設技術研究所 中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－５－１３ 大栗　究 主任技術者 事務所長表彰

8 岐阜国道 平成２７年度　東海環状南部水文調査 国際航業（株） 岐阜営業所 500-8463 岐阜市加納新本町３－１　ＳＰＡＺＩＯ　４Ｆ 藤原　協 主任技術者 事務所長表彰

9 岐阜国道 平成２７年度　東海環状（養老から県境）海津地区南部地質調査 （株）オオバ 名古屋支店 460-0003 名古屋市中区錦１－１９－２４ 栗栖　重雄 主任技術者 事務所長表彰

10 高山国道 平成２７年度　高山国道事務所用地関係資料作成整理等業務 （株）石田技術コンサルタンツ 485-0028 愛知県小牧市東新町５０ 小澤　美吉 主任担当者 事務所長表彰

11 高山国道 平成２７年度　飛騨地域整備効果検討調査 （株）建設技術研究所 中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－５－１３ 岩崎　順一 管理技術者 事務所長表彰

12 沼津 平成２７年度　沼津河川国道管内道路整備方針検討業務 大日コンサルタント（株） 名古屋支社 453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤３－１－１８ 瀬古　賢司 管理技術者 事務所長表彰

13 沼津 平成２７年度　河津下田道路２期トンネル詳細設計業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 中部支店 450-0003 名古屋市中村区名駅南２丁目１４－１９ 今村　博行 管理技術者 事務所長表彰

14 沼津
平成２７年度　沼津河川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 410-0822 静岡県沼津市下香貫矢丸１１９６－４ 笠井　高昭 管理技術者 事務所長表彰

15 沼津 平成２７年度　狩野川下流黄瀬川流量観測業務 伸東測量設計（株） 410-0022 静岡県沼津市大岡２６９６ 井上　善正 主任技術者 事務所長表彰

16 浜松 平成２６年度　三遠道路８号橋梁詳細設計業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 中部支店 450-0003 名古屋市中村区名駅南２丁目１４－１９ 安藤　誠 管理技術者 事務所長表彰

17 浜松 平成２７年度　浜松地域道路防災対策検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 中部支社 451-0046 名古屋市西区牛島町２－５ 山田　邦博 管理技術者 事務所長表彰

18 浜松 平成２７年度　浜松河川国道道路構造物細部設計業務 八千代エンジニヤリング（株） 名古屋支店 460-0004 名古屋市中区新栄町２丁目９番地 鷲見　英吾 管理技術者 事務所長表彰

19 浜松 平成２７年度　浜松管内橋梁補修設計業務 中央コンサルタンツ（株） 451-0042 愛知県名古屋市西区那古野２－１１－２３ 渡邊　淳 管理技術者 事務所長表彰

20 静岡河川 平成２７年度　安倍川河川堤防地中探査業務 川崎地質（株） 中部支社 465-0095 名古屋市名東区高社１－２６６ 山田　茂治 主任技術者 事務所長表彰

21 富士砂防 平成２７年度　富士砂防管内砂防設備予備設計業務 玉野総合コンサルタント（株） 静岡支店 422-8064 静岡市駿河区新川１－２－２１ 石垣　勝之 管理技術者 事務所長表彰

22 静岡国道 平成２７年度　静岡国道事務所技術資料作成業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 中部支店 450-0003 名古屋市中村区名駅南２丁目１４－１９ 藤岡　亮文 担当技術者 事務所長表彰

23 庄内川 平成２７年度　庄内川工事計画検討業務 八千代エンジニヤリング（株） 名古屋支店 460-0004 名古屋市中区新栄町２丁目９番地 貝塚　正邦 管理技術者 事務所長表彰

24 豊橋 平成２７年度　豊川・矢作川自然再生事業検討業務 （株）建設環境研究所 中部支社 460-0003 名古屋市中区錦２－１５－２２ 荒木　隆 管理技術者 事務所長表彰

25 設楽ダム 平成２７年度　設楽ダム瀬戸設楽線トンネル詳細設計業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 中部支社 451-0046 名古屋市西区牛島町２－５ 加藤　友章 管理技術者 事務所長表彰

26 名国 平成２７年度　名古屋国道管内自転車通行空間整備検討業務 日本工営（株） 名古屋支店 461-0005 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 辻　大樹 担当技術者 事務所長表彰

27 名国 平成２７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） 中部支社 451-0046 名古屋市西区牛島町２－５ 市川　貴也 管理技術者 事務所長表彰

28 名国 平成２７年度　尾張南地区橋梁点検業務 三井共同建設コンサルタント（株） 中部支社 464-0850 名古屋市千種区今池５－２４－３２ 樋口　伸幸 担当技術者 事務所長表彰

29 名国 平成２７年度　名古屋国道橋梁補強補修設計業務 （株）長大 名古屋支社 450-0003 名古屋市中村区名駅南１－１８－２４ 横山　祐治 管理技術者 事務所長表彰
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別紙【個別表彰リスト】

番号 事務所 業務名 郵便番号 企業所在地 氏名 技術者区分 表彰区分

平成２８年度　優良業務技術者一覧表（平成２７年度完了業務）

企業名

30 愛知国道
平成２６年度　名古屋環状２号線富田地区橋梁上部工詳細設計業
務

中央コンサルタンツ（株） 451-0042 愛知県名古屋市西区那古野２－１１－２３ 渡邊　淳 管理技術者 事務所長表彰

31 愛知国道 平成２７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 451-0046 名古屋市西区牛島町２－５ 市川　貴也 管理技術者 事務所長表彰

32 名四国道 平成２７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） 中部支社 460-0003 愛知県名古屋市中区錦一丁目１８番２２号 埋橋　章佳 管理技術者 事務所長表彰

33 三重 平成２７年度　三重河川国道特殊車両事務業務 （株）セントレック 467-0856 名古屋市瑞穂区新開町２１番１０号 大道　美和 担当技術者 事務所長表彰

34 三重 平成２７年度　四日市管内南部橋梁点検業務 大日コンサルタント（株） 名古屋支社 453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤３－１－１８ 森川　和展 担当技術者 事務所長表彰

35 三重 平成２７年度　三重管内防災点検業務 日本工営（株） 名古屋支店 461-0005 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 濵　昌志 担当技術者 事務所長表彰

36 三重 平成２７年度　鈴鹿川治水計画検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 中部支社 451-0046 名古屋市西区牛島町２－５ 本多　信二 管理技術者 事務所長表彰

37 木曽下流 平成２７年度　国営木曽三川公園七里の渡し整備検討業務 中央コンサルタンツ（株） 451-0042 愛知県名古屋市西区那古野２－１１－２３ 浅野　誠一 管理技術者 事務所長表彰

38 紀勢国道 平成２７年度　紀勢国道管内防災点検・設計業務 （株）エイト日本技術開発 中部支社 460-0003 愛知県名古屋市中区錦１－１１－２０ 居川　信之 管理技術者 事務所長表彰

39 北勢国道 平成２７年度　北勢国道管内幹線道路網検討 パシフィックコンサルタンツ（株） 中部支社 451-0046 名古屋市西区牛島町２－５ 市橋　祐希 担当技術者 事務所長表彰

40 天竜上流 平成２７年度　天竜川上流水辺現地調査（鳥類）業務 いであ（株） 名古屋支店 455-0032 愛知県名古屋市港区入船１－７－１５ 斎藤　史之 管理技術者 事務所長表彰

41 天竜上流 平成２７年度　天竜川水系渓流現況把握調査業務 （株）ゼンシン 399-4115 長野県駒ヶ根市上穂栄町１３－７ 境澤　昌志 担当技術者 事務所長表彰

42 飯田国道 平成２７年度　飯田国道管内維持管理計画検討業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 中部支店 450-0003 名古屋市中村区名駅南２丁目１４－１９ 増田　貴充 管理技術者 事務所長表彰

43 天竜ダム 平成２７年度　天竜川ダム長寿命化計画資料作成業務 （株）東京建設コンサルタント 中部支社 460-0003 愛知県名古屋市中区錦２－５－５ 渡邉　智浩 管理技術者 事務所長表彰

44 長島ダム 平成２７年度　長島ダム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 422-8072 静岡県静岡市駿河区小黒３－６－２３ 瀧　泰尚 担当技術者 事務所長表彰

45 中技 平成２７年度　排水計画検討業務 日本工営（株） 名古屋支店 461-0005 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 山崎　祐一 管理技術者 事務所長表彰

46 四日市港湾平成２６年度 四日市港湾事務所監督等補助業務 (株)ポルテック 105-0004 東京都港区新橋４－３－１ 西尾　誠市 管理技術者 事務所長表彰

47 三河港湾 平成２７年度 衣浦港外港地区整備効果検討業務 (株)日本海洋科学 212-0013
神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地　ソリッドスクエア西館
３階

島津　雅納 管理技術者 事務所長表彰

48
名古屋港湾
空港技術調
査事務所

平成２７年度 新地震動を用いた防波堤等効果検証業務 (株)日本港湾コンサルタント 中部事務所 453-0015 名古屋市中村区椿町１８－２２ 柴田　大介 管理技術者 事務所長表彰
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別紙【個別表彰リスト】

企業名 郵便番号 企業所在地 表彰区分 企業名 郵便番号 企業所在地 主任技術者 有能技能者

1 越美砂防
平成２６年度　越美山系大谷川第３砂防堰堤道路工
事

（株）久保田工務店 501-0619 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪５２１－１ 局長表彰 JFEシビル（株） 111-051
東京都台東区蔵前２丁目１７番地４
号JFEビル５階

上原　良介

2 浜松 平成２７年度　天竜川置土試験工事 元建建設（株） 434-0012 静岡県浜松市浜北区中瀬５５３－２ 局長表彰

3
四日市港

湾
平成２６年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞
4号幹線）橋梁（P27～P29）基礎工事

みらい建設工業（株）中部支店 454-0804 名古屋市中川区月島町６－１ 局長表彰 （株）種瀬組 510-0956 三重県四日市市貝家町１７２０番地 渡部　吉洋

1 沼津
平成２５年度　天城北道路狩野川高架橋ＰＣ上部工
事

大成建設（株）横浜支店 220-0012 横浜市西区みなとみらい３－６－３ 事務所長表彰 （有）吉川鉄筋 254-0001 神奈川県平塚市大島920 堀内　秀泰

（株）佐々木組 410-2506 静岡県伊豆市徳永３６１番地の１ 佐々木　伸

（株）オカモトコンストラクショ
ンシステム

660-0052 兵庫県尼崎市七松町２丁目２７－２３ 猪野　寛明

（株）日吉組 592-8333
堺市西区浜寺石津町西５－１１－２８
－４

斉藤　正彦 延山　忠良

成田総建（株） 413-0302
静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本５８２
－１２

須貝　達味

2 庄内川 平成２７年度　庄内川上条護岸工事 日起建設（株） 496-0942 愛知県愛西市山路町野方１４９－７ 事務所長表彰 (株)ナガシマ 511-1146
三重県桑名市長島町十日外面128番
地2

石川　孝司

3 三重 平成２６年度　２３号鈴鹿地区道路建設工事 （株）アイケーディ 514-0006 三重県津市広明町１１２－５ 事務所長表彰
小野田ケミコ(株)中部関西支
店

541-0045
大阪府大阪市中央区道修町3丁目1
番6号

原　周平

（株）東洋スタビ 501-0555 岐阜県揖斐郡大野町公郷３２６１－１

4 天竜上流 平成２６年度　天竜川水系ツベタ沢砂防堰堤工事 （株）ヤマウラ 399-4195 長野県駒ヶ根市北町２２－１ 事務所長表彰

5 飯田国道 平成２６年度　三遠南信此田地区道路建設工事 神稲建設（株） 395-0032 長野県飯田市主税町１８ 事務所長表彰 池端工業（株） 399-1311 長野県飯田市南信濃和田1012

6 飯田国道 平成２６年度　飯田維持管内トンネル補修工事 （株）宮坂組 399-4511 長野県上伊那郡南箕輪村４０－１ 事務所長表彰 （株）泉翔 399-4511 長野県上伊那郡南箕輪村2380-776

長野ニチレキ（株） 381-0025 長野県長野市大字北長池1932

平成２８年度　安全工事一覧表（平成２７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（事務所長表彰）
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別紙【個別表彰リスト】

企業名 郵便番号 企業所在地 表彰区分 企業名 郵便番号 企業所在地 主任技術者 有能技能者

1 岐阜国道
平成２５年度　１５６号大和改良万場大橋鋼上部工
事

川田工業（株）名古屋営業所 460-0008
愛知県名古屋市中区栄二丁目４番１
号

事務所長表彰 （株）杉本工業所 937-0807 富山県魚津市大光寺1165-1 前野　祐司

オックスジャッキ(株) 104-0041 東京都中央区新富1-2-10

2 岐阜国道
平成２５年度　東海環状三輪地区小洞道路建設工
事

巴産業（株） 500-8373 岐阜県岐阜市大池町３ー１ 事務所長表彰 享栄建工（株） 502-0813 岐阜市福光東３丁目２０番１号 杉山　泰啓

3 岐阜国道 平成２５年度　東海環状下宮高架橋北ＰＣ上部工事 （株）ＩＨＩインフラ建設　中部支店 460-0002 名古屋市中区丸の内３－１７－２９ 事務所長表彰 (株)葵建設工業 959-2148 新潟県阿賀野市嘉瀬島４番地 山嵜　孝市

(株)野田自動車工業所 503-2214
岐阜県大垣市赤坂新田３丁目１６の
１

高橋　仁志

4 岐阜国道 平成２７年度　東海環状西深瀬道路建設工事 日東工業（株） 501-6330 岐阜県羽島市堀津町３８２ 事務所長表彰 (株)加藤建設 497-8501
愛知県海部郡蟹江町蟹江新田下市
場１９－１

山田　幸男

(株)横建 504-0021
岐阜県各務原市那加前洞新町５－１
０９－４

5 名四国道 平成２６年度　２３号岡崎ＢＰ新矢作川橋床版工事 丸洋建設（株） 445-0892 愛知県西尾市法光寺町西田２３ 事務所長表彰 藤井建設(株) 444-0427 愛知県西尾市一色町赤羽浜田95 高須　篤史

豊田(株) 461-0025 名古屋市東区徳川2丁目9番18号 村上　金一郎

6 天竜上流 平成２６年度　天竜川伊那地区堤防維持管理工事 守屋建設（株） 396-0015 長野県伊那市中央５１８４ 事務所長表彰 平澤建設工業（株） 396-0001 長野県伊那市福島４３９番地

（株）ASTEAD 391-0001 長野県茅野市ちの３１４－６

（株）渡辺組 399-5301
長野県木曽郡南木曽町読書３６９０
番地の１１

7
四日市港

湾
平成２６年度　津松阪港津地区(阿漕浦・御殿場)3工
区堤防(改良)本体および防護矢板設置工事

日本土建(株) 514-8586 三重県津市大倉１９－１ 事務所長表彰 (有)丸新建設 514-0821 三重県津市垂水１９６０－１ 島内　勇人

平成２８年度　社会貢献等一覧表（平成２７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（事務所長表彰）
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