
 

平成３０年７月１３日 

      国土交通省中部地方整備局 

港 湾 空 港 部 

名 古 屋 港 湾 事 務 所 

三 河 港 湾 事 務 所     

 

平成 30 年度優良工事等表彰の「港湾空港部長表彰式」「事務所長表彰式」及び 

「海をきれいにするための一般協力者の奉仕活動表彰式」を開催します 

 

中部地方整備局港湾空港部、名古屋港湾事務所及び三河港湾事務所では、平成２９年度に完了した

請負工事及び業務において優秀な成績をおさめた受注者、技術者並びに関係協力会社の皆様を対象に

表彰状授与を行います。 

また、名古屋港事務所において、海をきれいにするために港内、海浜等の美化活動に貢献した一般

協力者の皆様に対し、表彰状授与を行います。 

 

 

１．対象者：別添資料のとおり 

 

２．表彰式日時・場所： 

◆「優良工事等表彰式」 

○港湾空港部（部長表彰） 

（日時）平成３０年 ８月 ６日（月）１４:００～１４:３０  

（場所）中部地方整備局丸の内庁舎 1F 会議室 

（名古屋市中区丸の内二丁目１番３６号ＮＵＰ・フジサワ丸の内ビル１Ｆ） 

○名古屋港湾事務所（事務所長表彰） 

（日時）平成３０年 ７月２３日（月）１０:３０～１１:３０  

（場所）名古屋港湾事務所 1F 会議室（名古屋市港区築地町２番地） 

○三河港湾事務所（事務所長表彰） 

（日時）平成３０年 ７月２３日（月）１３:３０～１４:３０  

（場所）三河港湾事務所 1F 会議室（豊橋市神野ふ頭町１番地１） 

 

◆「海をきれいにするための一般協力者の奉仕活動表彰式」 

○名古屋港湾事務所 

（日時）平成３０年 ７月２３日（月）１４:００～１４:３０  

（場所）名古屋港湾事務所 1F 会議室（名古屋市港区築地町２番地） 

 

３．取 材 ： 取材は自由です。写真撮影等について、特に制限はありません。 

 

４．解 禁 ： 平成３０年７月１９日（木） 

 

５．配布先：中部地方整備局記者クラブ、中部専門記者会、名古屋港記者クラブ、豊橋市政記者会、 

半田記者クラブ、碧南記者クラブ、港湾新聞、港湾空港タイムス、日本海事新聞、 

海事プレス、マリタイムデーリーニュース 

解禁指定あり 



 

 

 

６．問い合わせ先： 

○中部地方整備局港湾空港部 

港政課 臼井(うすい)、鮫島(さめしま)  TEL：052-209-6310、FAX：052-203-9737 

○名古屋港湾事務所 

総務課 近藤(こんどう)、三好(みよし)  TEL：052-651-6266、FAX：052-652-0303 

○三河港湾事務所 

総務課 稲垣(いながき)、奥田(おくだ)  TEL：0532-32-3251、FAX：0532-32-5049 

 

 

 



　　平成３０年度　優良工事等表彰（部長表彰式）港湾空港部 【 別添資料 】

優良業務
工事名 事由 表彰日時 場所

平成２９年度 国内外におけるＩＣＴの進展を踏まえた港湾物
流高度化に関する資料収集及び適用検討業務

成績優秀
平成30年8月6日(月）

14:00～14:30

中部地方整備局
丸の内庁舎
1階 会議室

優良業務技術者
工事名 企業名 氏名 区分 事由 表彰日時 場所

平成２９年度 国内外におけるＩＣＴの進展を踏まえた港湾物
流高度化に関する資料収集及び適用検討業務

（一財）国際臨海開発研究
センター

宍戸　達行 管理技術者 成績優秀
平成30年8月6日(月）

14:00～14:30

中部地方整備局
丸の内庁舎
1階 会議室

（一財）国際臨海開発研究センター

企業名
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　　平成３０年度　優良工事等表彰（事務所長表彰式）名古屋港湾事務所 【 別添資料 】

優良工事
工事名 事由 表彰日時 場所

平成２９年度 名古屋港第３ポートアイランド築堤工事 創意工夫
平成30年7月23日(月）

10:30～11:30
名古屋港湾事務所

1階 会議室

優良業務
業務名 事由 表彰日時 場所

平成２９年度 名古屋港物流ターミナル整備効果検討業務 成績優秀
平成30年7月23日(月）

10:30～11:30
名古屋港湾事務所

1階　会議室

優良業務技術者
業務名 企業名 氏名 区分 事由 表彰日時 場所

平成２９年度 名古屋港物流ターミナル整備効果検討業務
中央復建コンサルタンツ（株）
中部支社

岡本　辰生 管理技術者 成績優秀
平成30年7月23日(月）

10:30～11:30
名古屋港湾事務所

1階　会議室

安全工事
工事名 事由 表彰日時 場所

平成２９年度 名古屋港飛島ふ頭岸壁舗装補修工事 安全工事
平成30年7月23日(月）

10:30～11:30
名古屋港湾事務所

1階 会議室

優良工事関係協力会社

工事名 専門工事名 表彰日時 場所

平成２９年度 名古屋港第３ポートアイランド築堤工事 とび・土工
平成30年7月23日(月）

10:30～11:30
名古屋港湾事務所

1階 会議室

平成２９年度 名古屋港飛島ふ頭岸壁舗装工事 鋼構造物
平成30年7月23日(月）

10:30～11:30
名古屋港湾事務所

1階 会議室

優良工事関係協力会社（技術者）

工事名 企業名 氏名 区分 専門工事名 表彰日時 場所

平成２９年度 名古屋港第３ポートアイランド築堤工事 五港建設（株） 中谷　洋 専任技術者 とび・土工
平成30年7月23日(月）

10:30～11:30
名古屋港湾事務所

1階 会議室

工事名 企業名 氏名 区分 登録基幹技能者資格名 表彰日時 場所

平成２９年度 名古屋港第３ポートアイランド築堤工事 高砂建設（株） 和田　昭彦 職長 登録基幹海上起重技能者
平成30年7月23日(月）

10:30～11:30
名古屋港湾事務所

1階 会議室

　　平成３０年度　海をきれいにするための一般協力者の奉仕活動（表彰式）名古屋港湾事務所

海をきれいにするための一般協力者の奉仕活動
被表彰者 清掃実施場所 表彰日時 場所

7月23日（月）
14:00～14:30

名古屋港湾事務所
1階 会議室

優良工事有能技能者

一般社団法人愛知県トラック協会海上コンテナ部会 名古屋港飛島ふ頭

日本海工（株）名古屋支店

元請企業名

（有）吉田設備工業

五港建設（株）

企業名

高砂建設（株）

元請企業名

中央復建コンサルタンツ（株）中部支社

企業名
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　　平成３０年度　優良工事等表彰（事務所長表彰式）三河港湾事務所 【 別添資料 】

優良工事技術者
工事名 元請企業名 氏名 区分 事由 表彰日時 場所

平成２９年度 三河港神野地区岸壁（－１２ｍ）本体工事
（その２）

若築建設（株）名古屋支店 白江　怜史 現場代理人 成績優秀
平成30年7月23日(月）

13:30～14:30
三河港湾事務所

1階 会議室

優良工事関係協力会社

工事名 専門工事名 表彰日時 場所

とび・土工
平成30年7月23日(月）

13:30～14:30
三河港湾事務所

1階 会議室

とび・土工
平成30年7月23日(月）

13:30～14:30
三河港湾事務所

1階 会議室

優良工事関係協力会社（技術者）

工事名 企業名 氏名 区分 専門工事名 表彰日時 場所

（株）河崎海事 安達　良人 専任技術者 とび・土工
平成30年7月23日(月）

13:30～14:30
三河港湾事務所

1階 会議室

小野田ケミコ（株）関西支店 皆川　晃 専任技術者 とび・土工
平成30年7月23日(月）

13:30～14:30
三河港湾事務所

1階 会議室

平成２９年度 三河港神野地区岸壁（－１２ｍ）本体工事
（その２）

平成２９年度 三河港神野地区岸壁（－１２ｍ）本体工事
（その２）

小野田ケミコ（株）関西支店

（株）河崎海事

企業名
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