
平成２７年７月１５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」

「優良工事等表彰及び下請事務所長表彰授与一覧表｣

今年度より、新たに追加した有能技能者に対する表彰は、優良工事表彰の対象と
なった工事において品質確保や向上等に貢献した有能技能者を表彰するものです。

３．局長表彰

① 日 時 平成２７年７月１６日（木） 午前１０時から

② 場 所 ＫＫＲホテル名古屋 ３階 芙蓉の間

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 名古屋港記者クラブ、港湾新聞、港湾空港タイムス、日本海事新聞、
海事プレス

※ ７／８付け（７／１６解禁）で同様の内容を中部地方整備局記者クラブ、
専門紙記者会にも送付しております。

６．解 禁 平成２７年７月１６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 中平 浩文
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
河川名

設楽ダム
（表彰理由概要）

河川名

矢作川
（表彰理由概要）

路線名

一般国道153号
（表彰理由概要）

「建設事業関係功労者等表彰」

氏　　　　　名

　高坂　宗昭

　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。

氏　　　　　名

　加藤　和年

　多年に亘り、河川事業の促進に寄与し、大きく貢献された。

団　　体　　名

　ＮＰＯ法人　矢作川森林塾

　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

工事・技術者・業務の成績が優秀であったもの

困難な自然的、社会的条件を克服して請負工事等を完遂し優秀
な成績をあげたもの

請負工事等に関し新技術、新工法の活用及び省力化等の創意
工夫に努め能率増進に顕著な成果をあげたもの

安全工事
請負工事において安全確保の取り組みが優れており、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

優良工事、優良工事
技術者、優良業務、
優良業務技術者

事務所長表彰

企業 技術者 有能技能者

47件 109件 320件 134人 6人

②優良工事技術者 27人 65人 - - -

③優良業務 28件 77件 - - -

④優良業務技術者 23人 51人 - - -

⑤安全工事 4件 7件 12件 6人 0人

⑥社会貢献等 4件 6件 2人 0人

企業計 79件 197件 338件 - -

技術者計 50人 116人 - 142人 6人

129件 313件 338件 142人 6人

486件

（参考）

企業計 92件 242件 417件 － －

技術者計 62件 130件 － 145人 －

154件 372件 417件 145人 －

562件

H26

合計
526件

下請事務所長表彰

部門

H27

①優良工事

合計
442件

局長表彰
（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）



平成２７年度　優良工事一覧表　（平成２６年度完成工事）

企　業　名
企業名がＪＶの場合
代表者及び構成員

郵便番号 企　業　所　在　地 事　由 表彰区分 企　業　名 郵便番号 企　業　所　在　地 専任技術者表彰 有能技能者表彰

1 多治見 平成２６年度　木曽川水系北股下流流路工整備工事 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 成績優秀 局長表彰 （株）エナ重機 509-7021 岐阜県恵那市大井町1120番地の9

2 多治見 平成２６年度　木曽川水系川上流路工整備工事 （株）中島工務店 508-0421 岐阜県中津川市加子母１００５ 成績優秀 局長表彰

3 木曽上流 平成２５年度　木曽川松原築堤護岸工事 大興建設（株） 493-0007 愛知県一宮市木曽川町外割田字寺前８２ 困難克服 局長表彰 （株）西尾組 492-8201 稲沢市島子安賀町８２番地 水野　和宏

ノービ重機（株） 501-6233 羽島市竹鼻町飯柄１８７番地

4 木曽上流 平成２６年度　根尾川国領高水護岸工事 （株）所組 501-1524 岐阜県本巣市根尾板所２５９－１ 成績優秀 局長表彰 スアミ工業 501-0619 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪991

5 越美砂防 平成２６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 成績優秀 局長表彰 （有）橋本組 501-0701 岐阜県揖斐郡揖斐川町小津772

揖斐昭和建設（株） 501-0603 岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方1896-1 橋本　雄二

ダイゼン工業（株） 503-2111 岐阜県不破郡垂井町平尾703

6 岐阜国道 平成２５年度　東海環状関高架橋西下部工事 巴産業（株） 500-8373 岐阜県岐阜市大池町３ー１ 困難克服 局長表彰 （有）フジケン土木 501-3601 岐阜県関市上之保２２７８３番地

7 岐阜国道 平成２４年度　東海環状西座倉高架橋中下部工事 矢作建設工業（株） 461-0004 名古屋市東区葵３－１９－７ 困難克服 局長表彰 ジャパンパイル（株） 460-0004 愛知県名古屋市中区新栄町2-4

（株）丸平工業 500-8385 岐阜県岐阜市下奈良3-1-6 白木　勝博

マツダスタール（株） 485-0053 愛知県小牧市多気南町78 桑江　貞夫

8 岐阜国道 平成２４年度　東海環状前田高架橋南下部工事 日東工業（株） 501-6330 岐阜県羽島市堀津町３８２ 成績優秀 局長表彰 （株）平田組 501-6133 岐阜県岐阜市日置江7-1-1 藤田　直人

（株）アイトップ 454-0985 愛知県名古屋市中川区春田1丁目126-1

（株）嶋工務店 503-0608 岐阜県海津市海津町鹿野1000-2

9 岐阜国道 平成２４年度　東海環状福井高架橋南下部工事 （株）松野組 501-0223 岐阜県瑞穂市穂積１３３０番地 成績優秀 局長表彰 （有）三和工務店 501-0513 岐阜県揖斐郡大野町大野758-36

丸一基工（株） 512-8051 三重県四日市市北山町2191 高嶋　良秀

（株）石井鉄筋 509-0313 岐阜県加茂郡川辺町下飯田82-1

10 高山国道 平成２５年度　４１号水無橋ＰＣ橋梁修繕工事 オリエンタル白石（株）名古屋営業支店 460-0008 名古屋市中区栄二丁目３番６号 成績優秀 局長表彰 永昌建設（株） 498-0823 三重県桑名郡木曽岬町大字和富1番7

（株）嶋田建設 506-0058 岐阜県高山市山田町167番地1

11 高山国道 平成２５年度　４１号下呂管内整備工事 （株）讃建 509-1622 岐阜県下呂市金山町金山３２５５－１ 成績優秀 局長表彰 (株)五味塗工店 502-0934 岐阜県岐阜市大福町6-39-2

(株)鉞組 506-0811 岐阜県高山市大洞町440番地34

(株)佐藤渡辺 509-2507 岐阜県下呂市萩原町野上1725-2 今井　保夫

12 沼津 平成２６年度　御殿場維持管内維持修繕工事 渡邊工業（株） 410-1102 静岡県裾野市深良７４４ 創意工夫 局長表彰 かつまたグリーン 410-1118 静岡県裾野市佐野1164-3

（株）静秀工業 412-0017 静岡県御殿場市塚原145-10

（株）寿組 412-0043 静岡県御殿場市新橋669-38

番号 事務所名 工　事　名

元請け企業表彰 下請け企業表彰



平成２７年度　優良工事一覧表　（平成２６年度完成工事）

企　業　名
企業名がＪＶの場合
代表者及び構成員

郵便番号 企　業　所　在　地 事　由 表彰区分 企　業　名 郵便番号 企　業　所　在　地 専任技術者表彰 有能技能者表彰

番号 事務所名 工　事　名

元請け企業表彰 下請け企業表彰

13 沼津 平成２６年度　狩野川放水路トンネル補修工事 土屋建設（株） 410-2321 静岡県伊豆の国市三福９０１ 困難克服 局長表彰 ライト工業（株） 421-0103 静岡県静岡市駿河区丸子1-6-8 山田　武弘

（株）マシノ 733-0822 広島県広島市西区庚午中1-19-23

（株）ケー・エフ・シー 530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-2-17

14 浜松 平成２６年度　４７４号水窪地区橋梁上部補修工事 （株）横河ブリッジ　名古屋営業所 450-0002 名古屋市中村区名駅２－４５－７ 成績優秀 局長表彰 （株）みなと 424-0910 静岡市清水区三保590-11

不二工業建設（株） 421-1221 静岡市葵区牧ケ谷2332

（株）イヤマトータルブリッジサ
ポート

485-0915 愛知県名古屋市緑区野末町1411番

15 浜松 平成２６年度　菊川河道掘削工事 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 成績優秀 局長表彰 渡辺ブルドーザ工事（株） 417-0001 静岡県富士市今泉2004-4 鈴木　哲哉

青木あすなろ建設㈱ 454-0804 愛知県名古屋市月島町6-1 折戸　之士

ヒロセ（株） 450-0003
愛知県名古屋市中村区名駅1丁目16番30号
東海ビル８階

16 浜松 平成２４年度　三遠道路１号橋西下部工事 藤城建設（株） 441-8019 愛知県豊橋市花田町字中ノ坪１１番地 成績優秀 局長表彰 白富建設(株) 440-0081 愛知県豊橋市大村町為河原郷49番地

(株)忠武建基 167-0051 東京都杉並区荻窪5-10-22　美好屋ビル3階

(株)ディビーエス 441-3125 愛知県豊橋市豊栄町字東358番地1

17 静岡河川 平成２６年度　大井川相川維持補修工事 （株）特種東海フォレスト 428-0013 静岡県島田市金谷東１丁目７５３－１ 成績優秀 局長表彰 （株）伊藤重機建設 428-0037 静岡県島田市菊川120-1

永井興業（株） 427-0038 静岡県島田市稲荷3丁目14-3

18 富士砂防 平成２５年度　由比地区深礎杭ＳＡ５工事 市川土木（株） 421-0112 静岡県静岡市駿河区東新田１－３－５５ 成績優秀 局長表彰 (株)都建設 601-1439 京都府京都市伏見区石田森東町1-2 平山　弥太郎

(株)雅貴圧送 421-1211 静岡市葵区慈悲尾295-9

19 静岡国道 平成２６年度　１号蒲原地区橋梁補修工事 鈴与建設（株） 424-0825 静岡県静岡市清水区松原町５－１７ 成績優秀 局長表彰 三鋼仮設（有） 421-3103 静岡市清水区由比467-5

福美建設（株） 399-4231 長野県駒ヶ根市中沢4894-1 牧野　祐介

静岡化工建設（株） 422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地2-26-13

20 静岡国道 平成２６年度　富士管内事故対策整備工事 臼幸産業（株） 410-1304 静岡県駿東郡小山町藤曲１０９－１ 困難克服 局長表彰 （株）トータルエンジニアリング 243-0035 神奈川県厚木市愛甲3-12-9

21 庄内川 平成２６年度　庄内川上条築堤護岸工事 勝建設（株） 484-0066 愛知県犬山市大字五郎丸字柿崎２５－１ 成績優秀 局長表彰 神野産業（株） 503-0618 岐阜県海津市海津町草場102 國枝　爲哲

（株）大晃 503-0204 岐阜県安八郡輪之内町中郷新田2621-1

22 豊橋 平成２６年度　矢作川西奥田護岸工事 石橋建設興業（株） 447-0869 愛知県碧南市山神町２－７２ 成績優秀 局長表彰 三河建設㈱ 444-0406 愛知県西尾市一色町対米船原74-1 杉江　俊康

23 名国 平成２６年度　名国豊田出張所管内舗装修繕工事 （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 困難克服 局長表彰 （株）青木工務店 468-0069 名古屋市天白区表山二丁目318番

ユナイト（株）　名古屋工事営業所 455-0842 名古屋市港区稲永2丁目702番

24 名国 平成２５年度　３０２号天白川大橋橋梁補強工事 川田建設（株）名古屋支店 460-0008 名古屋市中区栄２－４－１ 成績優秀 局長表彰 日本土建（株） 514-8586 三重県津市大倉19-1 清水　善彦



平成２７年度　優良工事一覧表　（平成２６年度完成工事）

企　業　名
企業名がＪＶの場合
代表者及び構成員

郵便番号 企　業　所　在　地 事　由 表彰区分 企　業　名 郵便番号 企　業　所　在　地 専任技術者表彰 有能技能者表彰

番号 事務所名 工　事　名

元請け企業表彰 下請け企業表彰

25 愛知国道 平成２５年度　名二環梅之郷北５高架橋下部工事 （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

成績優秀 局長表彰 中央建設（株） 512-0913 三重県四日市市西阪部町3581 笹間　祐壱

（株）ミック 457-0823 愛知県名古屋市南区元塩町3-18 立松　健二

橋本建設（株） 501-6025 岐阜県各務原市川島河田町925-7

26 愛知国道 平成２５年度　飛島大橋左岸小川地区下部工事 鈴中工業（株） 460-0002 名古屋市中区丸の内１－９－７ 成績優秀 局長表彰 （有）エーイーエス東海 441-8077 愛知県豊橋市神野新田町字イノ割275

（株）早川鉄筋 505-0125 岐阜県可児郡御嵩町伏見５５８－１

白濱建設（株） 444-0007 愛知県岡崎市大平町字家下10番地１

27 愛知国道 平成２５年度　名二環小川１高架橋南基礎工事 中日建設（株） 460-0016 名古屋市中区橘１－１－２０ 成績優秀 局長表彰 （株）セルフ舎建設 470-0103 愛知県日進市北新町相野山1545

（株）テノックス 108-8380
東京都港区芝5丁目25番11号　ヒューリック
三田ビル4F

藤井　宏孝

マツダスタール（株） 485-0053 愛知県小牧市多岐南町78

28 名四国道 平成２５年度　２３号豊橋ＢＰ下佐脇道路建設工事 （株）近藤組 448-0002 愛知県刈谷市一里山町伐払１２３ 困難克服 局長表彰 (株)波多野組 442-0055 愛知県豊川市金屋橋町36番地 名倉　丈晴

石黒組(株) 441-0311 愛知県豊川市御津町御馬東236-1 竹内　慶吾

大成ロテック（株） 435-0041 静岡県浜松市東区北島町829 川崎　剛

29 名四国道 平成２５年度　２３号岡崎ＢＰ藤井高架橋ＰＣ上部工事 （株）安部日鋼工業　中部支店 450-0002 名古屋市中村区名駅３－２５－９ 成績優秀 局長表彰 （株）山内組 501-0214 岐阜県瑞穂市生津外宮東1-28-5 千代薗　普崇

30 三重 平成２６年度　雲出川五主高潮堤防補強工事 （株）松本組 515-2324 三重県松阪市嬉野町１４４５－２ 成績優秀 局長表彰 東和建設（株） 519-3204
三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島
866番地2

中須　保孝

（株）前川組 519-3204
三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島
188番地

31 三重 平成２６年度　鈴鹿川石原高潮堤防工事 信藤建設（株） 510-0853 三重県四日市市川合町２番地 成績優秀 局長表彰 森崎建設（株） 510-0025 三重県四日市市東新町４番17号

32 三重 平成２６年度　２３号小野辺側道舗装工事 東海土建（株） 514-0035 三重県津市西丸之内２－１５ 成績優秀 局長表彰 松岡工務店（株） 514-0006 三重県津市広明町349-1第1いけだビル5F

(有)奥山組 514-0102 三重県津市栗真町屋町567

（株）東洋スタビ 501-0555 岐阜県揖斐郡大野町大字公郷3261-1

33 木曽下流 平成２５年度　揖斐川城南排水樋管周辺整備工事 神野産業（株） 503-0618 岐阜県海津市海津町草場１０２ 成績優秀 局長表彰 (株)佐竹組 503-1303 岐阜県養老郡養老町蛇持２１

中京実業(株) 501-0406 岐阜県本巣市三橋392-1 柴田　豊樹

34 木曽下流 平成２５年度　木曽川源緑高潮堤防補強工事 （株）奥村組　名古屋支店 453-8555 名古屋市中村区竹橋町２９－８ 成績優秀 局長表彰 (株)不動テトラ 460-0008 愛知県名古屋市中区栄5-27-14 西村　佳高

水谷建設(株) 511-0861 三重県桑名市大字蛎塚新田328 鈴木　剛

35 木曽下流 平成２６年度　揖斐川土倉築堤護岸工事 高田建設（株） 503-0115 岐阜県安八郡安八町南今ヶ渕５１８ 成績優秀 局長表彰 (有)テクノエー 501-6331 岐阜県羽島市堀津町横手1-3-1 浅野　昌志

（株）瀬古興業 503-0634 岐阜県海津市海津町沼新田552番地

（株）新井工務店 503-0834 岐阜県大垣市犬ヶ渕町60番地の3
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36 紀勢国道 平成２５年度　４２号相賀法面防災工事 中村建設（株） 519-3811 三重県尾鷲市三木里町２７５番地４２ 困難克服 局長表彰 稲葉建設(株) 516-1423 三重県度会郡南伊勢町1111-1 長谷川　幹雄

(株)宮原総業 519-3639 三重県尾鷲市中川4-55

37 紀勢国道 平成２５年度　４２号熊野尾鷲管内防災工事 ユウテック（株） 519-5711 三重県南牟婁郡紀宝町井田２４０４－１３ 困難克服 局長表彰 馬瀬建設（株） 509-2612 岐阜県下呂市馬瀬名丸２８番地３ 桂川　作治

ライト工業（株） 514-0006 三重県津市広明町３５８ 後藤　敏文

38 北勢国道 平成２５年度　北勢ＢＰ垂坂山之一色道路建設工事 松岡建設（株） 510-8114 三重県三重郡川越町大字亀崎新田５１－１ 成績優秀 局長表彰 日特建設（株） 514-0036 三重県津市丸之内養正町20-14 鈴木　宣行

（有）松栄建設 510-0945 三重県四日市市高花平1丁目1-109

39 北勢国道 平成２５年度　２５８号多度橋梁下部工事 （株）久志本組 510-0012 三重県四日市市大字羽津乙９３５－５ 成績優秀 局長表彰 （株）奥野工業 510-0854 四日市市塩浜本町2丁目876-1 村山　富茂

守成建設（株） 510-8031 四日市市川北1丁目60-1

40 天竜上流 平成２４年度　天竜川松尾護岸工事 神稲建設（株） 395-0032 長野県飯田市主税町１８ 成績優秀 局長表彰 （有）小林工業 395-0822 長野県飯田市松尾寺所7310−2 福澤　悟

（有）小池興業 399-3102 長野県下伊那郡高森町吉田412-6 石原　勘次

下平建設（株） 399-3701 長野県上伊那郡飯島町田切1038 瀧村　岳志

41 飯田国道 平成２５年度　１９号鳥居トンネル修繕工事 吉川建設（株） 395-0042 長野県飯田市松尾町２－２５ 成績優秀 局長表彰 （株）野田自動車工業所 503-2214 岐阜県大垣市赤坂新田3-16-1 住田　雅昭

鳶　久保田組 395-0001 長野県飯田市座光寺4745-4

42 飯田国道
平成２５年度　１５３号伊南バイパス田切地区北下部工
事

（株）ヤマウラ 399-4195 長野県駒ヶ根市北町２２－１ 成績優秀 局長表彰 (株)萩野鉄筋加工センター 390-1242 松本市和田南西原3967-70 小池  和明

(株)山建工 395-0811 飯田市松尾上溝3238-1

（株）本久 381-8588 長野市桐原1-3-5

43 天竜ダム 平成２５年度　小渋ダム土砂バイパス放流設備工事 （株）丸島アクアシステム 540-8577 大阪府大阪市中央区谷町５－３－１７ 困難克服 局長表彰 エースライズ（株） 214-0021
神奈川県川崎市多摩区宿河原6-28-5 関ビ
ル1階

（株）エナ重機 395-0155 長野県飯田市三日市場1408-1

44 営繕部 Ｈ２５名古屋第３地方合同庁舎耐震改修工事 佐藤工業（株）名古屋支店 461-0001 名古屋市東区泉1丁目2番3号 成績優秀 局長表彰 水谷工業（株） 470-0151
愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字尼ヶ根34-
22

伊藤　勇二

昭和ライト（株） 173-0015 東京都板橋区栄町32-5-127

45 名古屋港湾
平成２６年度　名古屋港外港地区防波堤（堤頭部）改良
工事

五洋建設（株）名古屋支店 460-8614 名古屋市中区錦３－２－１ 成績優秀 局長表彰 (株)小島組 455-0021 名古屋市港区木場町1-6 野村　浩

アズマ電機（株） 460-0007 名古屋市中区新栄2-49-13

46 清水港湾 平成２６年度　清水港外港防波堤（改良）築造工事 河津建設(株) 415-0016 静岡県下田市中411番地の１ 成績優秀 局長表彰 （株）カネジュウ橋本土建 424-0114 静岡県静岡市清水区庵原町223-20

（株）新村組 425-0071 静岡県焼津市三ケ名801-1

錦海運建設(株)　静岡営業所 424-0806
静岡県静岡市清水区辻一丁目6番1号 辻ビ
ル２F

(株)ＫＡＩＴＯ 424-0904 静岡県清水市駒越中二丁目4番36号 下野　幸雄
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47 四日市港湾
平成２５年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞４号
幹線）橋梁（P38～P46）上部工事

大日本土木（株）名古屋支店 460-0008 名古屋市中区栄１－７－３３ 成績優秀 局長表彰 (株)亀田組 545-0043 大阪府大阪市阿倍野区松虫通1-11-13 足立　章

(株)齊藤建設工業 593-8325 大阪府堺市西区鳳南町5-526-4

杉内組 780-0081 高知県高知市北川添13-19

48 多治見 平成２５年度　２１号坂祝ＢＰ黒岩地区道路建設工事 （株）栗山組 505-0074 岐阜県加茂郡坂祝町酒倉２００８番地 成績優秀 事務所長表彰 （株）不動テトラ　中部支社 460-0008 愛知県名古屋市中区栄5丁目27番14号 井戸田　幹二

豊進鉄筋（株） 500-8384 岐阜県岐阜市薮田南4丁目10番18-1号

丸河商事（株） 509-7204 岐阜県恵那市長島町永田307番地68

49 多治見 平成２５年度　２１号坂祝ＢＰ勝山地区道路建設工事 （株）市川工務店 500-8518 岐阜県岐阜市鹿島町６－２７ 成績優秀 事務所長表彰 （有）フジケン土木 501-3601 岐阜県関市上之保22783番地 夏厩　長美

豊進鉄筋（株） 500-8384 岐阜県岐阜市薮田南4丁目10番18-1号

中里建設（株） 501-0864 三重県四日市市中里町21-1

50 多治見 平成２６年度　庄内川水系上ヶ洞砂防堰堤工事 （株）藤本組 507-0023 岐阜県多治見市小田町５－１ 創意工夫 事務所長表彰 （有）石垣興業 507-0061 多治見市姫町六丁目１１８番地の４３ 石垣　敏明

51 木曽上流 平成２６年度　揖斐川東町高水護岸工事 近藤建設（株） 503-0321 岐阜県海津市平田町今尾９４１ 成績優秀 事務所長表彰 （有）寺倉組 503-0321 岐阜県海津市平田町今尾3114番地1

（株）河合興業 503-0311 岐阜県海津市平田町仏師川109-1

52 木曽上流 平成２５年度　揖斐川大村築堤護岸工事 岐建（株） 503-0918 岐阜県大垣市西崎町２－４６ 成績優秀 事務所長表彰 三建産業（株） 503-0995 岐阜県大垣市十六町848 久保　三十六

（株）嶋工務店 503-0608 岐阜県海津市海津町鹿野1000-2

小森建設（株） 503-0113 岐阜県安八郡安八町北今ヶ渕329-1 畑中　孝幸

53 木曽上流 平成２６年度　木曽川上流管内水門設備工事 （株）丸徳鉄工 501-1183 岐阜県岐阜市則松３－２９２ 創意工夫 事務所長表彰 神戸鉄工建設（株） 651-2311 兵庫県神戸市西区神出町東1182-120 本地　　豊

山田塗装（株） 476-0002 愛知県東海市名和町石塚12-5

シゲヤス（株） 500-0027 岐阜県美濃加茂市本郷町6-16-34

54 木曽上流 平成２５年度　国営公園各務原地区施設整備工事 （株）岐阜造園 500-8268 岐阜県岐阜市茜部菱野４－７９－１ 成績優秀 事務所長表彰 山友木材（株） 501-3601 岐阜県関市上之保1902番地1

（株）岐阜アイシー 504-0802 岐阜県各務原市蘇原持田町3-50-1 山田　義明

飛騨かやぶき 501-5417 岐阜県高山市荘川町野々俣571-21 杉山　信義

55 木曽上流 平成２６年度　木曽川上流情報設備工事 日本無線（株）中部支社 460-0002 名古屋市中区丸の内３－２１－２５ 成績優秀 事務所長表彰
イシデンエンジニアリング㈱名古
屋営業所

452-0823 名古屋市西区あし原町259番地

㈱エクセル 454-0961 名古屋市中川区戸田明正2-10

56 新丸ダム
平成２５年度　新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋下
部工事

（株）栗山組 505-0074 岐阜県加茂郡坂祝町酒倉２００８番地 成績優秀 事務所長表彰 （株）平田組 501-6133 岐阜県岐阜市日置江7丁目1-1

（有）石底工務店 501-0122 岐阜県岐阜市江崎南6-1

豊進鉄筋（株） 500-8384 岐阜県岐阜市薮田南4丁目10番18-1
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57 岐阜国道 平成２５年度　東海環状上切高架橋ＰＣ上部工事 三井住友建設（株）中部支店 460-0008 名古屋市中区栄４－３－２６ 創意工夫 事務所長表彰 ＳＭＣシビルテクノス（株） 160-0022 東京都新宿区新宿5丁目15番5号 立川　和広 福満　竜司

（株）ホクリクＰＣ 920-0356 石川県金沢市専光寺町ワ５２ 大坪　勝己

御嵩クレーン（株） 509-0207 岐阜県可児市今渡1183番地５

58 岐阜国道 平成２５年度　東海環状下宮高架橋中ＰＣ上部工事 川田建設（株）名古屋支店 460-0008 名古屋市中区栄２－４－１ 成績優秀 事務所長表彰 （株）スガナミ 554-0022 大阪府此花区春日出中２－７－１３ 栗本　尚佳

59 岐阜国道 平成２５年度　東海環状養老ＩＣ本線橋Ｐ１橋脚工事 岐建（株） 503-0918 岐阜県大垣市西崎町２－４６ 成績優秀 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

（株）テノックス 108-8380 東京都港区芝5-25-11 ヒューリック三田ビル 須田  吉洋

（株）平田組 501-6133 岐阜県岐阜市日置江7丁目1番地の1

60 岐阜国道 平成２６年度　東海環状早野東高架橋北下部工事 杉山建設（株） 501-0476 岐阜県本巣市海老４３０ 成績優秀 事務所長表彰 （株）平田組 501-6133 岐阜県岐阜市日置江7丁目1番地の1

（有）石底工務店 501-0122 岐阜県岐阜市江崎南

中京実業（株） 501-0406 岐阜県本巣市三橋

61 岐阜国道 平成２５年度　東海環状下宮高架橋下部工事 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株） 503-0917 岐阜県大垣市神田町２－５５ 成績優秀 事務所長表彰 （株）テノックス 460-0026
愛知県名古屋市中区伊勢山2-8-21 NKCﾋﾞ
ﾙ2F

田中　一亮

（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 伊藤　晃

（株）北井建築 501-0234 岐阜県瑞穂市牛牧1202-1 堀　邦広

62 岐阜国道
平成２５年度　東海環状大垣西ＩＣ・Ａランプ橋鋼上部工
事

瀧上工業（株） 475-0826 愛知県半田市神明町１－１ 成績優秀 事務所長表彰 （株）ミック 457-8551 愛知県名古屋市南区元塩町3-18 都竹　宏

三好塗装工業（株） 453-0821 愛知県名古屋市中村区大宮町２－２１ 中山　慶則

（株）ライフク 463-0808
愛知県名古屋市守山区花咲台二丁目１０４
番

63 岐阜国道 平成２５年度　東海環状興福地南高架橋ＰＣ上部工事 昭和コンクリート工業（株）中部支店 450-0002 名古屋市中村区名駅３－２６－１９ 成績優秀 事務所長表彰 （株）岐阜ピーシー 501-6001 岐阜県羽島郡岐南町上印食3-29 小森　義久 平光　正典

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

64 岐阜国道 平成２５年度　１５６号大和地区整備工事 （株）大西組 501-5126 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良１０１４－１ 困難克服 事務所長表彰 芝川鉄筋 500-0027
岐阜県美濃加茂市本郷町2-9-18ﾗｲｲﾝﾊｲﾂ
本郷B1-2L

（株）鉞組 506-0811 岐阜県高山市大洞町440-34

65 岐阜国道 平成２５年度　４１号七曲橋塗装工事 丸ス産業（株） 509-1113 岐阜県加茂郡白川町三川１２７０ 困難克服 事務所長表彰 山田塗装（株） 476-0002 愛知県東海市名和町石塚１２－５

中日本ハイウェイ・エンジニアリン
グ名古屋（株）

460-0003 名古屋市中区錦１－８－１１

（株）鉞組 506-0811 岐阜県高山市大洞町440-34

66 岐阜国道 平成２６年度　岐阜国道管内環境整備工事 大脇建設（株） 509-1105 岐阜県加茂郡白川町河岐１８９７－１ 困難克服 事務所長表彰 巴産業（株） 500-8373 岐阜県岐阜市大池町3番地の１ 佐野　智治

加藤建設（株） 503-2505
岐阜県揖斐郡揖斐川町春日小宮神１１５８
－１

木原　康久
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67 岐阜国道 平成２４年度　東海環状北野北道路建設工事 青協建設（株） 501-3936 岐阜県関市倉知３２０４－４ 困難克服 事務所長表彰 （株）享栄建工 502-0813 岐阜県岐阜市福光東３－１１－１ 住吉　達也

（株）笠井土建 501-2502 岐阜県岐阜市北野北２８１－３

（株）山中工務店 501-3265 岐阜県関市小瀬９５３－１

68 高山国道 平成２５年度　中部縦貫新張上野跨道橋下部工事 （株）林工務店 506-0053 岐阜県高山市昭和町２－１１７ 困難克服 事務所長表彰 （株）アンビック 939-8251 富山県富山市西荒屋614番地 州﨑  年宏

（有）井根鉄筋 506-0825 岐阜県高山市石浦町9丁目284-7

69 高山国道 平成２５年度　中部縦貫町方高架橋下部工事 水口・青木経常建設（共企） （株）水口土建 509-3315 岐阜県高山市朝日町宮之前８１ 成績優秀 事務所長表彰 （株）豊商 924-0027 石川県白山市相川1227番地 大山　裕靖

（株）青木組 509-3214 岐阜県高山市久々野町無数河１１１８ （株）鉞組 506-0811 岐阜県高山市大洞町440番地34

70 高山国道 平成２５年度　下呂管内維持修繕工事 日産工業（株） 509-2504 岐阜県下呂市萩原町跡津４３９－１ 成績優秀 事務所長表彰 丸架索道（株） 508-0421 岐阜県中津川市加子母682

（株）地建防災 509-0123 岐阜県各務原市鵜沼宝積寺町4-7

71 高山国道 平成２５年度　中部縦貫坂巻谷道路建設工事 （株）新井組 506-0851 岐阜県高山市大新町２－２０５－１０ 成績優秀 事務所長表彰 篠田（株） 500-8402 岐阜県岐阜市竜田町2丁目2番地 新井　明博

（有）ヒダ道路 509-4103 岐阜県高山市国府町宮地688

72 沼津 平成２５年度　１号笹原山中ＢＰ１号橋ＰＣ上部工事 （株）安部日鋼工業　中部支店 450-0002 名古屋市中村区名駅３－２５－９ 創意工夫 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 金山　国男

73 沼津 平成２６年度　天城北道路狩野川横断高架橋下部工事 小野建設（株） 411-0801 静岡県三島市谷田６０－３ 成績優秀 事務所長表彰 （株）共進土建 410-2311 静岡県伊豆の国市浮橋440-2

（有）臼井鉄筋工業所 410-0022 静岡県沼津市大岡509-5

74 沼津 平成２５年度　２４６号橋梁補強補修工事 臼幸産業（株） 410-1304 静岡県駿東郡小山町藤曲１０９－１ 成績優秀 事務所長表彰 上州工業（株） 424-0847 静岡市清水区大坪2-13-10 大谷　擧詩

（有）丸和橋本興業 424-0002 静岡市清水区山原210-1

成和建設（株） 410-2141 伊豆の国市韮山山木120-7

75 沼津 平成２６年度　狩野川下河原宮町護岸工事 駿豆建設（株） 411-0816 静岡県三島市梅名４８０－１ 困難克服 事務所長表彰 駿豆ブルドーザー㈱ 410-2317 静岡県 伊豆の国市 守木 843

（有）双葉建設 410-2519 静岡県 伊豆市 戸倉野 29－4

（有）杉山重機 411－0934 静岡県 駿東郡 長泉町 下長窪 559 望月 誠友

76 沼津 平成２５年度　沼津河川国道管内道路建設工事 山本建設（株） 411-0832 静岡県三島市南二日町８－３９ 成績優秀 事務所長表彰
倉田工業（株）
（旧：倉田石砂工業（株）

411-0853 静岡県三島市大社町14-5

（株）正治組 410-2221 静岡県伊豆の国市南江間1930-24

77 沼津 平成２６年度　狩野川二ツ谷護岸工事 加和太建設（株） 411-0033 静岡県三島市文教町１－５－１５ 成績優秀 事務所長表彰 （有）三輪建設 411－0047 静岡県三島市佐野 4-9 尾張　貞夫

（有）北幸 410－0814 静岡県沼津市玉江町 6-21

78 浜松 平成２５年度　１号掛川維持管内舗装修繕工事 （株）鈴恭組 438-0007 静岡県磐田市寺谷新田３３－１ 成績優秀 事務所長表彰 東亜道路工業（株）静岡営業所 433-8118 浜松市中区高岡西1丁目14-34

（株）キクテック静岡支店 422-8044 静岡市駿河区西脇字下新田634-1
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79 浜松 平成２６年度　天竜川野部堤防補強工事 須山建設（株） 432-8562 静岡県浜松市中区布橋２－６－１ 創意工夫 事務所長表彰 （株）巧建工 434-0013 静岡県浜松市浜北区永島738 上井　彰博

80 浜松 平成２５年度　１号湖西地区橋梁補修工事 山平建設（株） 430-0929 静岡県浜松市中区中央２－８－１６ 困難克服 事務所長表彰 伴建設（株） 431-0425 湖西市梅田38番地

81 浜松 平成２５年度　１号掛川維持管内東部維持修繕工事 （株）エコワーク 427-0047 静岡県島田市中溝町１７０３ 困難克服 事務所長表彰 シンレキ工業（株） 437-0053 静岡県袋井市延久352番地

（株）グリーンメイト 425-0088 静岡県焼津市大覚寺85番地の1

82 浜松 平成２５年度　菊川下内田護岸補修工事 南部建設（株） 437-1522 静岡県菊川市嶺田１１７７－１ 創意工夫 事務所長表彰

83 浜松 平成２５年度　１号潮見西地区橋梁塗装工事 （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 創意工夫 事務所長表彰 （株）コウノ 424-0038 静岡県静岡市清水区西久保297-5

84 浜松 平成２５年度　佐久間道路川合地区１号橋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 創意工夫 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 桜井　彰

85 静岡河川 平成２５年度　大井川神座低水護岸工事 （株）エコワーク 427-0047 静岡県島田市中溝町１７０３ 成績優秀 事務所長表彰 芝田重機（有） 421-0502 静岡県牧之原市白井3-1

三村建設（株） 428-0104 静岡県島田市川根町家山813-4

86 静岡河川 平成２６年度　安倍川水系管内砂防施設改良工事 （株）白鳥建設 421-2301 静岡県静岡市葵区梅ヶ島６９２－１ 成績優秀 事務所長表彰 （株）新村組 421-2302 静岡市葵区入島255

(有)サンシラトリ 421-2301 静岡市葵区梅ヶ島5341-1 松永　勝紀

87 静岡河川 平成２６年度　安倍川下川原護岸工事 市川土木（株） 421-0112 静岡県静岡市駿河区東新田１－３－５５ 成績優秀 事務所長表彰 技研工事（株） 421-0112 静岡市駿河区東新田４丁目１７番１号 牧野　廣也

瀧重機土木（株） 420-0812 静岡市葵区古庄３丁目２番２号

88 富士砂防 平成２５年度　由比地区深礎杭ＳＡ１１工事 （株）白鳥建設 421-2301 静岡県静岡市葵区梅ヶ島６９２－１ 成績優秀 事務所長表彰 (有)オサカベ 144-0034 東京都大田区西糀谷2丁目30番地3-201 坂口　喜世身

89 富士砂防
平成２５年度　富士山春沢第１砂防堰堤工事用道路工
事

（株）大石組 418-0073 静岡県富士宮市弓沢町６３５ 成績優秀 事務所長表彰 (株)丸芳 418-0047 静岡県富士宮市青木1186-1 渡辺　健二

（有）優栄土木 418-0112 静岡県富士宮市北山5369-5 森谷　裕

90 静岡国道 平成２４年度　１号静清川合高架橋鋼上部工事 （株）横河住金ブリッジ 550-0004
大阪市西区靱本町１－４－１２　本町富士ビ
ル５階

創意工夫 事務所長表彰 日本通運（株） 103-0013 東京都中央区日本橋人形町2丁目26番5号 藤巻　淳

（株）みなと 424-0901 静岡市清水区三保590-11

91 静岡国道 平成２４年度　１号静清川合高架橋西地区ＰＣ上部工事 大日本土木（株）名古屋支店 460-0008 名古屋市中区栄１－７－３３ 創意工夫 事務所長表彰 （株）亀田組 545-0043 大阪市阿倍野区松虫通1-11-13 宇都宮　充

齊藤建設工業 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町6-674-106 畑山　太一

92 静岡国道 平成２５年度　１号依田橋高架橋橋梁補強補修工事 五光建設（株） 420-0839 静岡県静岡市葵区鷹匠３－８－９ 困難克服 事務所長表彰 KAMIYA（株） 437-1116 静岡県袋井市太郎助8-1 伊藤　文利

太田建設（株） 420-0866 静岡県静岡市葵区西草深町5-16

北川工業（株） 420-0841 静岡県静岡市葵区上足洗3-3-3

93 静岡国道 平成２５年度　１号静清能島高架橋橋梁補強工事 石福建設（株） 421-1213 静岡県静岡市葵区山崎１－３５－１ 創意工夫 事務所長表彰 静岡化工建設（株） 422-8063 静岡市駿河区敷地2丁目26番13号 奥住　亮介

（株）コウノ 424-0038 静岡市清水区西久保297-5

94 静岡国道 平成２５年度　富士維持管内舗装修繕工事 中林・小林経常建設（共企） 中林建設（株） 411-0801 静岡県三島市谷田字雪沢１７３－２ 成績優秀 事務所長表彰 渋谷総業（株） 224-0054 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町869

小林建設（株） 410-0022 静岡県沼津市大岡３３４３－１
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95 庄内川 平成２６年度　庄内川前田しゅんせつ工事 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 成績優秀 事務所長表彰 宇佐美工業（株） 457-0814 名古屋市南区柴田本通２丁目12番地の１ 相澤　忠茂

96 庄内川 平成２６年度　庄内川吉根護岸工事 山正建設（株） 490-1323 愛知県稲沢市平和町下起南１５３ 成績優秀 事務所長表彰 ハヤシ建設（株） 496-0942 愛知県愛西市山路町下中地119 林　道仁

97 庄内川 平成２５年度　庄内川中流部右岸維持管理工事 （資）安藤組 480-0202
愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新田
町１４１－１

成績優秀 事務所長表彰 日産緑化（株） 465-0058 名古屋市名東区貴船1-29-1 三輪　昌弘

（有）美里建設 514-2104 三重県津市美里町家所4654-1

98 豊橋 平成２６年度　豊川一鍬田河道整備工事 豊立工業（株） 440-0833 愛知県豊橋市飯村町字高山１５９－３ 困難克服 事務所長表彰 三河造園(株) 440-0071 豊橋市北島町字北島50-1 三田　欣伸

99 設楽ダム
平成２５年度　設楽ダム設楽根羽線仮設迂回路整備工
事

藤城建設（株） 441-8019 愛知県豊橋市花田町字中ノ坪１１番地 成績優秀 事務所長表彰 （株）タチバナ建材リース 441-8132 愛知県豊橋市南大清水町字藤ヶ谷346-1

（株）ディビーエス 441-3125 愛知県豊橋市豊栄町字東358番地1

白富建設（株） 440-0081 愛知県豊橋市大村町為河原郷49番地

100 名国 平成２５年度　１９号桜通自転車通行空間整備工事 （株）オカシズ 461-0022 名古屋市東区東大曽根町２２－２５ 困難克服 事務所長表彰 （株）キクテック 457-0836 名古屋市南区加福本通1丁目26番地

揖斐川工業（株） 503-0812 岐阜県大垣市万石２－３１ 増田　治雄

愛知産業（株） 451-0082 名古屋市西区天塚町２－６２ 森谷　繁雄

101 名国 平成２６年度　第三出張所管内維持修繕工事 昭和土木（株） 468-0001 名古屋市天白区植田山５－２３０１ 困難克服 事務所長表彰 吉和土木 455-0811 名古屋市港区善進町４丁目４０番地２

102 名国 平成２５年度　１号吉田大橋橋梁補強工事 徳倉建設（株） 460-0001 名古屋市中区錦３－１３－５ 困難克服 事務所長表彰 （株）梶川建設 447-0033 愛知県碧南市天神町2-8 川隅　敏正

103 名国 平成２５年度　第一出張所管内維持修繕工事 （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

成績優秀 事務所長表彰 （株）ボー　中部支店 455-0008 名古屋市港区九番町4-1-5

（株）キクテック 457-0836 名古屋市南区加福本通1-26

104 名国 平成２５年度　知立刈谷地区橋梁補強補修工事 ショーボンド建設（株）名古屋支店 456-0063 名古屋市熱田区西野町２－７０ 困難克服 事務所長表彰 （有）斉木組 501-6122 岐阜市柳津町高桑西5丁目60番地

（株）協立社 456-0031 名古屋市熱田区神宮3-7-25 下村　真敏

（株）横浜システック 232-0033 横浜市南区中村町4-305

105 愛知国道 平成２６年度　３０２号坊主山立坑工事 （株）松浦組 486-0844 愛知県春日井市鳥居松町４－３２ 成績優秀 事務所長表彰 （株）浦野工務店 487-0025 愛知県春日井市出川町2-21-24

（株）伊藤工業 476-0015 愛知県東海市東海町7-3-9

106 愛知国道 平成２６年度　名二環大西南２高架橋北基礎工事 （株）近藤組 448-0002 愛知県刈谷市一里山町伐払１２３ 成績優秀 事務所長表彰 ジャパンパイル（株）中部支店 461-0005 名古屋市東区東桜1-14-11 新井　規人

（株）豊明佐々木鉄筋 470-1102 愛知県豊明市沓掛町勅使8-399

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

(株)石井鉄筋 509-0313 岐阜県加茂郡川辺町下飯田82－1

（株）大菅工業 501-0123 岐阜県岐阜市大菅北21番28号
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108 愛知国道 平成２５年度　名二環小川１高架橋鋼橋脚工事 佐藤鉄工（株）名古屋営業所 460-0002 名古屋市中区丸の内３－１８－１ 成績優秀 事務所長表彰 （有）エンジニアナカヒラ 264-0006 千葉県千葉市若葉区小倉台6丁目26番4号

109 愛知国道 平成２２年度　３０２号鳴海Ⅲ共同溝工事
３０２号鳴海Ⅲ共同溝工事鹿島・清水特
定建設工事（共企）

鹿島建設（株） 107-0051 東京都港区元赤坂１－３－１ 成績優秀 事務所長表彰 弘新建設（株） 478-0017 愛知県知多市新知字身美濃川66-1 岩本　重則

清水建設（株） 104-0031 東京都中央区京橋２－１６－１ スリーボンドユニコム（株） 468-0052 名古屋市天白区井口1-501 山田　朗博

110 愛知国道 平成２５年度　３０２号下川橋下部工事 昭和土木（株） 468-0001 名古屋市天白区植田山５－２３０１ 成績優秀 事務所長表彰 上野建設興業（株） 498-0046 愛知県弥富市三好5-3

中里建設（株） 510-0864 三重県四日市市中里町21-1 松江　秀典

111 愛知国道 平成２５年度　飛島大橋右岸下部工事 大成建設（株）名古屋支店 450-6047
名古屋市中村区名駅１－１－４　ＪＲセントラ
ルタワーズ４７階

成績優秀 事務所長表彰 丸泰土木（株） 134-8631 東京都江戸川区北葛西3-5-17 行方　寛

（株）ヤマモト 501-6023 各務原市川島小網町1900-230 加藤　潤

112 名四国道 平成２５年度　１５３号豊田西ＢＰ東新道路建設工事 黒柳建設（株） 445-0004 愛知県西尾市西浅井町宮下３８ 成績優秀 事務所長表彰 日立テクノス（株） 440-0095 豊橋市清須町字兵庫85-1 倉橋　賢弘

(有)原鉄筋工業 458-0815 名古屋市緑区徳重2-705

113 名四国道 平成２５年度　２３号岡崎ＢＰ新矢作川橋左岸下部工事 五洋建設（株）名古屋支店 460-8614 名古屋市中区錦３－２－１ 困難克服 事務所長表彰 海津建設（株） 451-0025 愛知県名古屋市西区上名古屋4-17-26 松田　尊博

（株）エムオーテック 460-0003 愛知県名古屋市中区錦2丁目15番15号 鈴木　慎一

協立工事（株） 446-0041 愛知県安城市桜町3番18号 宮地　重樹

114 名四国道 平成２５年度　２３号豊橋ＢＰ前芝横断歩道橋設置工事 宇野重工（株） 515-8558 三重県松阪市大津町１６０７－１ 困難克服 事務所長表彰 （株）奥野工業 510-0854 三重県四日市市塩浜本町2丁目876-1

115 三重 平成２６年度　２３号神戸北舗装工事 （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 成績優秀 事務所長表彰 (株)大栄 518-0809 三重県伊賀市西明寺478番地

(株)真光組 510-1231
三重県三重郡菰野町大字神森字南川原612
番地

(株)藤谷建設 514-1255 三重県津市庄田町583番地1

116 三重 平成２６年度　２３号桑名地区環境対策工事 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

成績優秀 事務所長表彰 豊田（株） 461-0025 名古屋市東区徳川2丁目9番18号 野村　智也

117 三重 平成２６年度　津国道維持管内安全施設整備工事 中井土木（株） 515-0005 三重県松阪市鎌田町２７４－４ 困難克服 事務所長表彰 テクノトーシン（株） 514-0126 三重県津市大里睦合町2593-1

河建興業（株） 510-0971 三重県四日市市南小松町1213 清水　春生

118 三重 平成２５年度　宮川中島地区築堤護岸工事 宮本建設（株） 516-0066 三重県伊勢市辻久留３－５－５２ 成績優秀 事務所長表彰 (株)森下建設 516-1103 三重県伊勢市津村町1991 三林　清秀

森田造園(有) 516-0064 三重県伊勢市二俣1丁目1-24

119 三重 平成２５年度　津管内北部耐震補強工事 大日本土木（株）名古屋支店 460-0008 名古屋市中区栄１－７－３３ 困難克服 事務所長表彰 新拓興産（株） 513-1314 岐阜県養老郡養老町高田669-1 日比　雅彦

（株）菅野工業所 454-0841 愛知県名古屋市中川区押元町1-96

新船建設（株） 454-0834 愛知県名古屋市中川区丸米町2-109

120 三重 平成２５年度　１号亀山地区事故対策工事 アイトム建設（株） 510-0066 三重県四日市市南浜田町４－１ 成績優秀 事務所長表彰 (株)五十嵐建設 512-1105 四日市市水沢町3015番地2 手石方　正弘

河建興業（株） 510-0971 四日市市南小松町1213

（有）淺川建設 510-0891 四日市市日永西１丁目１７番1号
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121 三重 平成２６年度　２３号野村舗装工事 日本土建（株） 514-8586 三重県津市大倉１９－１ 成績優秀 事務所長表彰 （株）丸谷建設 510-8034 三重県四日市市大矢知町493-1 勢力　一也

中央産商（株） 514-0832 三重県津市南中央2-18番

122 三重 平成２６年度　四日市南部地区維持修繕工事 岡田工業（株） 510-0886 三重県四日市市日永東３－２－３９ 成績優秀 事務所長表彰 (株)大功土木 514-2204 三重県津市芸濃町雲林院1417-2 宝来　研司

(有)美里建設 514-2104 三重県津市美里町家所4654番地の1

123 三重 平成２６年度　宮川上條堤防護岸工事 朝日丸建設（株） 516-0007 三重県伊勢市小木町６０４－３ 成績優秀 事務所長表彰 (株)北嘉組 515-0502 三重県伊勢市東豊浜町4530

124 木曽下流 平成２６年度　木曽川下流部環境整備工事 （株）ナガシマ 511-1146 三重県桑名市長島町十日外面１２８－２ 成績優秀 事務所長表彰 （株）大幸建設 476-0003 愛知県東海市荒尾町狐狭間12番地3

三和建工（株） 510-8006 三重県四日市市東富田町2番17号 餘田 英樹

(有)新栄丸 511-1134 三重県桑名市長島町松蔭759番地

125 木曽下流 平成２５年度　木曽川木曽岬源緑高潮堤防補強工事 東洋建設（株）名古屋支店 460-0003
名古屋市中区錦２－１２－１４　ＭＡＮＨＹＯ
第一ビル５階

成績優秀 事務所長表彰 小野田ケミコ(株)中部関西支店 530-0047
大阪府大阪市北区西天満5-1-15西天満
パークビル2号館2F

町田　琢哉

(株)ハンシン建設　名古屋支店 453-0013
愛知県名古屋市中村区亀島2-14-10フジオ
フィスビル703

河村　賢治

名盛建設(株) 458-0847 愛知県名古屋市緑区清里5-100

126 木曽下流 平成２６年度　揖斐川白鶏上流川裏高潮堤防補強工事 海部建設（株） 497-0040 愛知県海部郡蟹江町城四丁目３５１番地 成績優秀 事務所長表彰 勢濃建設（株） 503－0403 岐阜県海津市南濃町志津1518

127 木曽下流 平成２５年度　揖斐川地蔵下流高潮堤防補強工事 （株）久志本組 510-0012 三重県四日市市大字羽津乙９３５－５ 成績優秀 事務所長表彰 （株）不動テトラ 460-0008 愛知県名古屋市中村区栄5丁目27-14 古賀　春雄

守成建設　（株） 510-8031 三重県四日市市川北1丁目60-1 森　裕勝

128 木曽下流 平成２６年度　海津出張所管内他河川維持工事 （株）嶋工務店 503-0608 岐阜県海津市海津町鹿野１０００－２ 困難克服 事務所長表彰

129 木曽下流
平成２６年度　木曽川源緑防災ステーション地盤改良工
事

アイトム建設（株） 510-0066 三重県四日市市南浜田町４－１ 成績優秀 事務所長表彰 (株)五十嵐建設 512-1105 三重県四日市市水沢町3015-2 壺内　友成

(株)不動テトラ 460-0008 愛知県名古屋市中区栄5-27-14 岡田　耕作

130 木曽下流 平成２６年度　揖斐川環境整備工事 （株）大橋工務店 503-0651 岐阜県海津市海津町平原４３２ 困難克服 事務所長表彰 三和建工（株） 510-8006 三重県四日市市東富田町2番17号 藤井　認

131 紀勢国道 平成２６年度　紀勢線南浦下部工事 日本土木工業（株） 519-5205 三重県南牟婁郡御浜町大字引作１４１－５２ 成績優秀 事務所長表彰

132 紀勢国道 平成２４年度　４２号新船木橋耐震補強工事 徳倉建設（株） 460-0001 名古屋市中区錦３－１３－５ 困難克服 事務所長表彰 （株）奥野工業 510-0854 三重県四日市市塩浜本町２丁目876-1 松井　孝司

（株）佐野塗工店 457-0067 名古屋市南区上浜町215-2

133 紀勢国道 平成２４年度　４２号尾鷲管内道路維持修繕工事 （株）東組 519-3658 三重県尾鷲市倉ノ谷町２－７ 困難克服 事務所長表彰 鈴木建設 519-3618 三重県尾鷲市栄町7-7

134 北勢国道 平成２６年度　２５８号多度地区舗装工事 アイトム建設（株） 510-0066 三重県四日市市南浜田町４－１ 成績優秀 事務所長表彰 （株）丸谷建設 510-8034 三重県四日市市大矢知町493-1

（株）中部安全施設 511-0838 三重県桑名市大字和泉４８９−１

三重同愛建設（協組） 511-0808 三重県桑名市大字下深谷部９０７−１

135 北勢国道 平成２５年度　北勢ＢＰ垂坂山之一色舗装工事 常盤工業（株）中部支店 468-0051 名古屋市天白区植田３－１５０４ 成績優秀 事務所長表彰 （株）セルフ舎建設 470-0103 愛知県日進市北新町相野山1545番地

ﾜｰﾙﾄﾞ開発工業（株） 485-0039 愛知県小牧市外堀3丁目119番地
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136 北勢国道 平成２６年度　東海環状東員跨道橋ＰＣ上部工事 （株）安部日鋼工業　中部支店 450-0002 名古屋市中村区名駅３－２５－９ 成績優秀 事務所長表彰 （株）山内組 501-0214 岐阜県瑞穂市生津外宮東1-28-5

橋梁技建（株） 481-0045 愛知県北名古屋市中之郷栗島46

137 北勢国道 平成２４年度　２５号下柘植ＩＣ道路建設工事 堀田建設（株） 519-0124 三重県亀山市東御幸町２３１ 困難克服 事務所長表彰 東亜道路工業（株） 518-0615 三重県名張市美旗中村650番地の1

138 北勢国道 平成２４年度　東海環状大安高架橋南下部工事 朝日土木（株） 510-0033 三重県四日市市川原町３２－１ 創意工夫 事務所長表彰 （株）宏鉄筋 510-0227 三重県鈴鹿市南若松279-1

139 北勢国道 平成２６年度　名阪道路整備工事 （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 困難克服 事務所長表彰 （株）伊勢森建設 510-0107 三重県四日市市楠町北一色２２７-１ 服部　孝能

140 天竜上流 平成２６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 成績優秀 事務所長表彰 （株）矢澤興産 399-4101 長野県駒ケ根市下平4453-2

（株）西部重機 396-0029 長野県伊那市横山9494-1

岩澤建設（株）伊那支店 399-4431 長野県伊那市西春近5282-1 半田　茂

141 天竜上流 平成２６年度　天竜川伊久間護岸工事 木下建設（株） 395-8680 長野県飯田市松尾町１－２２ 成績優秀 事務所長表彰 （有）小林工業 395-0822 長野県飯田市松尾寺所7310-2 田中　清和

大平建設（株） 395-1101 長野県下伊那郡喬木村1316-2 大平　文康

142 天竜上流 平成２６年度　天竜川中沢護岸工事 （株）ヤマウラ 399-4195 長野県駒ヶ根市北町２２－１ 成績優秀 事務所長表彰 （株）宮坂組 399-4511 長野県上伊那郡南箕輪村40-1 宮坂　力

（株）矢澤興産 399-4101 長野県駒ヶ根市下平4453-2

伊那建運（株） 399-4603 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪16026

143 飯田国道 平成２５年度　飯田維持管内橋梁補修工事 窪田建設（株） 399-4106 長野県駒ヶ根市東町９－２２ 成績優秀 事務所長表彰 （有） 彪雅工業 396-0024
長野県上伊那郡辰野町大字赤羽３９９番地
６

榎本　永

（株）博正塗装 456-0054 名古屋市熱田区千年１丁目２１番２３号 田村　考賓

信越アステック（株） 395-0003 飯田市上郷別府８９番地１

144 飯田国道 平成２５年度　桟・田切舗装工事 （株）早野組　中部支店 395-0002 長野県飯田市上郷飯沼１４３８－１ 成績優秀 事務所長表彰 （株）半坂土木 399-5504 長野県木曽郡大桑村大字野尻705-1 松永　晃佳

西村工業（株） 395-0808 飯田市鼎上茶屋4153 森下　裕之

福美建設（株） 396-0621 駒ヶ根市中沢4894-1

145 飯田国道 平成２４年度　三遠南信此田地区工事用道路建設工事 小池建設（株） 399-2602 長野県飯田市下久堅下虎岩３０８９－２ 困難克服 事務所長表彰 北陽建設（株） 395-0803 長野県飯田市鼎下山491-3 内川　浩一

146 飯田国道 平成２５年度　三遠南信２４号橋下部工事 木下建設（株） 395-0042 長野県飯田市松尾町１－２２ 困難克服 事務所長表彰 大平建設（株） 395-1101 長野県下伊那郡喬木村1316-2 今村　章次

(株)木下工務所 395-0152 飯田市育良町1-20-1 丸山  洋夫

（株）南信機材 395-0824 飯田市松尾清水8599-1

147 天竜ダム 平成２６年度　小渋ダム土砂バイパス吐口整備工事 田島建設（株） 399-3802 長野県上伊那郡中川村片桐５１５８ 困難克服 事務所長表彰 シブキヤ建設（株） 399-3303 長野県下伊那郡松川町元大島2715-47

（株）小平建設 399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂4583-1 飯島　廣

148 矢作ダム 平成２６年度　矢作ダム上流堆積土砂掘削工事 板垣建設（株） 509-7605 岐阜県恵那市山岡町原７８９－３ 成績優秀 事務所長表彰



平成２７年度　優良工事一覧表　（平成２６年度完成工事）

企　業　名
企業名がＪＶの場合
代表者及び構成員

郵便番号 企　業　所　在　地 事　由 表彰区分 企　業　名 郵便番号 企　業　所　在　地 専任技術者表彰 有能技能者表彰

番号 事務所名 工　事　名

元請け企業表彰 下請け企業表彰

149 蓮ダム 平成２５年度　蓮ダム管理用制御処理設備整備工事 日本電気（株）東海支社 460-0003 名古屋市中区錦１－１７－１ 成績優秀 事務所長表彰

150 静岡営繕 Ｈ２６富士公共職業安定所設備改修ほか１件工事 （株）遠藤管工設備 417-0001 静岡県富士市今泉3301番地の7 成績優秀 事務所長表彰 (株)原田電業社 417-0052 静岡県富士市中央町２丁目6-16

(株)杉澤建設 411-0803 静岡県三島市大場104-1

151 名古屋港湾
平成２６年度　名古屋港外港地区防波堤（鍋田堤）嵩上
工事

高砂建設(株) 510-0042 三重県四日市市高砂町8番29号 成績優秀 事務所長表彰 (株)共和 462-0832 名古屋市北区生駒町7-148-1

山田　剛士

152 名古屋港湾 平成２５年度　名古屋港庄内川泊地Ｂ区浚渫工事 日本海工(株)名古屋支店 450-0003 名古屋市中村区名駅南３丁目6番6号 創意工夫 事務所長表彰 大旺新洋(株) 名古屋支店 476-0012 愛知県東海市富木島町伏見3-7-8 山本　淳也 濱崎　　慈範

153 清水港湾 平成２６年度　清水港新興津防波堤上部工事 （株）橋本組 425-0027 静岡県焼津市栄町５－９－３ 創意工夫 事務所長表彰 錦海運建設(株)　静岡営業所 424-0806
静岡県静岡市清水区辻一丁目6番1号 辻ビ
ル２F

高橋　芳夫

(株)タカノ建業 425-0065 静岡県焼津市惣右衛門22番地

(有)福永建設 415-0013 静岡県下田市柿崎835-1

154 四日市港湾
平成２５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 成績優秀 事務所長表彰 (有)丸新建設 514-0821 三重県津市大字垂水1960-1 島内　勇人

(株)不動テトラ中部支店 460-0008 名古屋市中区栄5－27－14 水野　哲也

丸一基工(株) 512-8051 三重県四日市市北山町2191

155 四日市港湾
平成２５年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞４号
幹線）橋梁（P15～P17）下部工事

前田建設工業(株)中部支店 460-0008 名古屋市中区栄５－２５－２５ 成績優秀 事務所長表彰 宇佐美工業(株) 457-0814 名古屋市南区柴田本通2-12-1 原岡　浩司

(株)ベーステック 457-0806 名古屋市南区鳴浜町1-36 野口  恵一郎

豊和機工(株) 430-0834 静岡県浜松市南区松島町83 桑原　慎太郎

156 三河港湾
平成２６年度　衣浦港外港地区西防波堤(改良)被覆ブ
ロック製作工事

（株）石橋組 470-3502
愛知県知多郡南知多町大字片名字新師崎
２０

成績優秀 事務所長表彰



平成２７年度　優良工事技術者一覧表　(Ｈ２６年度完成工事)

番号 事務所 工　　事　　名 企　業　名
企業名がＪＶの場合
代表者及び構成員

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　木曽川水系北股下流流路工整備工事 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 栗屋　圭介
監理技術者・現場

代理人兼任
局長表彰

2 木曽上流 平成２５年度　木曽川松原築堤護岸工事 大興建設（株） 493-0007 愛知県一宮市木曽川町外割田字寺前８２ 下永　真己 監理技術者 局長表彰

3 岐阜国道 平成２５年度　東海環状関高架橋西下部工事 巴産業（株） 500-8373 岐阜県岐阜市大池町３ー１ 宇留野　昭博 監理技術者 局長表彰

4 岐阜国道 平成２６年度　東海環状早野東高架橋北下部工事 杉山建設（株） 501-0476 岐阜県本巣市海老４３０ 深堀　剛充 現場代理人 局長表彰

5 高山国道 平成２５年度　４１号水無橋ＰＣ橋梁修繕工事 オリエンタル白石（株）名古屋営業支店 460-0008 名古屋市中区栄二丁目３番６号 遠藤　英一 監理技術者 局長表彰

6 沼津 平成２６年度　沼津河川国道管内道路建設工事 加和太建設（株） 411-0033 静岡県三島市文教町１－５－１５ 岩崎　敏之
監理技術者・現場

代理人兼任
局長表彰

7 浜松 平成２６年度　４７４号水窪地区橋梁上部補修工事 （株）横河ブリッジ　名古屋営業所 450-0002 名古屋市中村区名駅２－４５－７ 神宮　良和
監理技術者・現場

代理人兼任
局長表彰

8 浜松 平成２６年度　菊川河道掘削工事 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 西田　竜 監理技術者 局長表彰

9 静岡河川 平成２６年度　大井川相川維持補修工事 （株）特種東海フォレスト 428-0013 静岡県島田市金谷東１丁目７５３－１ 杉本　恒 現場代理人 局長表彰

10 富士砂防 平成２５年度　由比地区深礎杭ＳＡ５工事 市川土木（株） 421-0112 静岡県静岡市駿河区東新田１－３－５５ 湯川　重太 現場代理人 局長表彰

11 静岡国道 平成２６年度　１号蒲原地区橋梁補修工事 鈴与建設（株） 424-0825 静岡県静岡市清水区松原町５－１７ 清水　徹
監理技術者・現場

代理人兼任
局長表彰

12 庄内川 平成２６年度　庄内川前田しゅんせつ工事 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 都築　恭生 監理技術者 局長表彰

13 名国 平成２６年度　名国豊田出張所管内舗装修繕工事 （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 伊藤　寿馬 現場代理人 局長表彰

14 愛知国道 平成２５年度　名二環梅之郷北５高架橋下部工事 （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 安間　準
監理技術者・現場

代理人兼任
局長表彰

15 愛知国道 平成２５年度　飛島大橋左岸小川地区下部工事 鈴中工業（株） 460-0002 名古屋市中区丸の内１－９－７ 小川　聡一朗 監理技術者 局長表彰

16 名四国道 平成２５年度　２３号豊橋ＢＰ下佐脇道路建設工事 （株）近藤組 448-0002 愛知県刈谷市一里山町伐払１２３ 神谷　高広
監理技術者・現場

代理人兼任
局長表彰

17 三重 平成２６年度　雲出川五主高潮堤防補強工事 （株）松本組 515-2324 三重県松阪市嬉野町１４４５－２ 木村　守道 監理技術者 局長表彰

18 三重 平成２６年度　鈴鹿川石原高潮堤防工事 信藤建設（株） 510-0853 三重県四日市市川合町２番地 保田　浩史
監理技術者・現場

代理人兼任
局長表彰

19 木曽下流 平成２５年度　揖斐川城南排水樋管周辺整備工事 神野産業（株） 503-0618 岐阜県海津市海津町草場１０２ 髙木　勝 監理技術者 局長表彰

20 木曽下流 平成２５年度　木曽川源緑高潮堤防補強工事 （株）奥村組　名古屋支店 453-8555 名古屋市中村区竹橋町２９－８ 新田　勝紀 現場代理人 局長表彰

21 紀勢国道 平成２５年度　４２号相賀法面防災工事 中村建設（株） 519-3811 三重県尾鷲市三木里町２７５番地４２ 西　直矢 現場代理人 局長表彰

22 北勢国道 平成２５年度　北勢ＢＰ垂坂山之一色道路建設工事 松岡建設（株） 510-8114 三重県三重郡川越町大字亀崎新田５１－１ 加藤　玲 現場代理人 局長表彰

23 天竜上流 平成２４年度　天竜川松尾護岸工事 神稲建設（株） 395-0032 長野県飯田市主税町１８ 熊谷　伸一 監理技術者 局長表彰

24 飯田国道 平成２５年度　１９号鳥居トンネル修繕工事 吉川建設（株） 395-0042 長野県飯田市松尾町２－２５ 鈴木　功治 現場代理人 局長表彰

25 天竜ダム 平成２６年度　小渋ダム土砂バイパス吐口整備工事 田島建設（株） 399-3802 長野県上伊那郡中川村片桐５１５８ 倉田　秀司 現場代理人 局長表彰



平成２７年度　優良工事技術者一覧表　(Ｈ２６年度完成工事)

番号 事務所 工　　事　　名 企　業　名
企業名がＪＶの場合
代表者及び構成員

郵便番号 企　業　所　在　地 氏　名 技術者区分 表彰区分

26 名古屋港湾 平成２６年度　名古屋港外港地区防波堤（堤頭部）改良工事 五洋建設（株）名古屋支店 460-0003 名古屋市中区錦３－２－１ 笠原　正博 監理技術者 局長表彰

27 四日市港湾
平成２５年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞４号幹線）橋梁(P38～P46）上部工
事

大日本土木（株）名古屋支店 460-8412 名古屋市中区栄1丁目７番33号 長谷川　克年 現場代理人 局長表彰

28 多治見 平成２６年度　木曽川水系川上流路工整備工事 （株）中島工務店 508-0421 岐阜県中津川市加子母１００５ 三尾　大輔
監理技術者・現場

代理人兼任
事務所長表彰

29 多治見 平成２５年度　２１号坂祝ＢＰ黒岩地区道路建設工事 （株）栗山組 505-0074 岐阜県加茂郡坂祝町酒倉２００８番地 佐藤　卓也 現場代理人 事務所長表彰

30 木曽上流 平成２６年度　根尾川国領高水護岸工事 （株）所組 501-1524 岐阜県本巣市根尾板所２５９－１ 佐藤　重明 監理技術者 事務所長表彰

31 木曽上流 平成２６年度　揖斐川東町高水護岸工事 近藤建設（株） 503-0321 岐阜県海津市平田町今尾９４１ 鷲野　美則 監理技術者 事務所長表彰

32 木曽上流 平成２５年度　揖斐川大村築堤護岸工事 岐建（株） 503-0918 岐阜県大垣市西崎町２－４６ 山本　唯盛 監理技術者 事務所長表彰

33 越美砂防 平成２５年度　越美山系越波谷第３砂防堰堤資材運搬道路工事 （株）所組 501-1524 岐阜県本巣市根尾板所２５９－１ 増元　隆 監理技術者 事務所長表彰

34 岐阜国道 平成２４年度　東海環状西座倉高架橋西下部工事 岐建（株） 503-0918 岐阜県大垣市西崎町２－４６ 田中　秀昭 監理技術者 事務所長表彰

35 岐阜国道 平成２５年度　岐阜管内橋梁補強工事 （株）松野組 501-0223 岐阜県瑞穂市穂積１３３０番地 松久　優規 監理技術者 事務所長表彰

36 岐阜国道 平成２６年度　岐阜国道管内環境整備工事 大脇建設（株） 509-1105 岐阜県加茂郡白川町河岐１８９７－１ 光永　雄一 現場代理人 事務所長表彰

37 岐阜国道 平成２４年度　東海環状北野北道路建設工事 青協建設（株） 501-3936 岐阜県関市倉知３２０４－４ 後藤　昌寛
監理技術者・現場

代理人兼任
事務所長表彰

38 岐阜国道 平成２５年度　東海環状赤坂南高架橋下部工事 西濃建設（株） 501-0619 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪１１５９－８ 廣瀬　真也
監理技術者・現場

代理人兼任
事務所長表彰

39 岐阜国道 平成２６年度　八幡雪氷作業 （株）木越組 501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷１６１３ 小池　保典
主任技術者・現場

代理人兼任
事務所長表彰

40 岐阜国道 平成２５年度　東海環状上切高架橋ＰＣ上部工事 三井住友建設（株）中部支店 460-0008 名古屋市中区栄４－３－２６ 高山　久聖 監理技術者 事務所長表彰

41 高山国道 平成２５年度　４１号下呂管内整備工事 （株）讃建 509-1622 岐阜県下呂市金山町金山３２５５－１ 宮田　正明 監理技術者 事務所長表彰

42 高山国道 平成２５年度　下呂管内維持修繕工事 日産工業（株） 509-2504 岐阜県下呂市萩原町跡津４３９－１ 熊﨑　友治 監理技術者 事務所長表彰

43 高山国道 平成２５年度　４１号高山国府バイパス整備工事 ＣＦ建設（株） 〔現　日産工業(株)〕 509-2504 岐阜県下呂市萩原町跡津４３９－１ 林　尚人 監理技術者 事務所長表彰

44 沼津 平成２６年度　狩野川水系柿木第一砂防堰堤保全工事 青木興業（株） 410-3302 静岡県伊豆市土肥６７６ 阪本　英樹 監理技術者 事務所長表彰

45 沼津 平成２５年度　天城北道路大平西平道路建設工事 （株）山田組 411-0943 静岡県駿東郡長泉町下土狩８８－１ 尾鷲　昌弘 現場代理人 事務所長表彰

46 沼津 平成２５年度　富士海岸吉原海上養浜工事 井出徳建設（株） 416-0931 静岡県富士市蓼原４３ 野田　貴之
監理技術者・現場

代理人兼任
事務所長表彰

47 浜松 平成２４年度　三遠道路１号橋西下部工事 藤城建設（株） 441-8019 愛知県豊橋市花田町字中ノ坪１１番地 伊與田　淳児 現場代理人 事務所長表彰

48 浜松 平成２５年度　１号掛川維持管内舗装修繕工事 （株）鈴恭組 438-0007 静岡県磐田市寺谷新田３３－１ 松下　智一 監理技術者 事務所長表彰

49 浜松 平成２６年度　天竜川野部堤防補強工事 須山建設（株） 432-8562 静岡県浜松市中区布橋２－６－１ 黒田　大介 現場代理人 事務所長表彰

50 浜松 平成２５年度　１号袋井国本西高架橋鋼上部工事 日本車輌製造（株）輸機・インフラ本部　営業第二部 456-0032 名古屋市熱田区三本松町１－１ 福谷　昌俊 監理技術者 事務所長表彰



平成２７年度　優良工事技術者一覧表　(Ｈ２６年度完成工事)
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51 静岡河川 平成２６年度　安倍川下川原護岸工事 市川土木（株） 421-0112 静岡県静岡市駿河区東新田１－３－５５ 井口　勝啓
監理技術者・現場

代理人兼任
事務所長表彰

52 富士砂防 平成２５年度　由比地区深礎杭ＳＡ１１工事 （株）白鳥建設 421-2301 静岡県静岡市葵区梅ヶ島６９２－１ 加藤　芳明 監理技術者 事務所長表彰

53 静岡国道 平成２６年度　富士管内事故対策整備工事 臼幸産業（株） 410-1304 静岡県駿東郡小山町藤曲１０９－１ 勝又　郁雄
主任技術者・現場

代理人兼任
事務所長表彰

54 静岡国道 平成２４年度　１号静清川合高架橋鋼上部工事 （株）横河住金ブリッジ 550-0004 大阪市西区靱本町１－４－１２　本町富士ビル５階 村山　秋弘 監理技術者 事務所長表彰

55 静岡国道 平成２５年度　富士維持管内舗装修繕工事 中林・小林経常建設（共企） 中林建設（株） 411-0801 静岡県三島市谷田字雪沢１７３－２ 大竹　正吾 現場代理人 事務所長表彰

56 庄内川 平成２６年度　庄内川上条築堤護岸工事 勝建設（株） 484-0066 愛知県犬山市大字五郎丸字柿崎２５－１ 安藤　和幸 監理技術者 事務所長表彰

57 豊橋 平成２６年度　豊川吉前・前芝護岸工事 藤城建設（株） 441-8019 愛知県豊橋市花田町字中ノ坪１１番地 後藤　公洋
監理技術者・現場

代理人兼任
事務所長表彰

58 設楽ダム 平成２５年度　設楽ダム設楽根羽線仮設迂回路整備工事 藤城建設（株） 441-8019 愛知県豊橋市花田町字中ノ坪１１番地 丹治　考詞 監理技術者 事務所長表彰

59 名国 平成２５年度　３０２号天白川大橋橋梁補強工事 川田建設（株）名古屋支店 460-0008 名古屋市中区栄２－４－１ 石田　章嗣 監理技術者 事務所長表彰

60 名国 平成２５年度　１９号桜通自転車通行空間整備工事 （株）オカシズ 461-0022 名古屋市東区東大曽根町２２－２５ 安塚　邦昭 監理技術者 事務所長表彰

61 名国 平成２６年度　第三出張所管内維持修繕工事 昭和土木（株） 468-0001 名古屋市天白区植田山５－２３０１ 山本　博之 監理技術者 事務所長表彰

62 愛知国道 平成２５年度　名二環小川１高架橋南基礎工事 中日建設（株） 460-0016 名古屋市中区橘１－１－２０ 増田　健二 現場代理人 事務所長表彰

63 愛知国道 平成２６年度　１号日光川右岸下流道路建設工事 石黒建設（株）名古屋支店 453-0015 名古屋市中村区椿町１７番１６号 松名　敏広 監理技術者 事務所長表彰

64 愛知国道 平成２６年度　３０２号坊主山立坑工事 （株）松浦組 486-0844 愛知県春日井市鳥居松町４－３２ 加藤　哲也 現場代理人 事務所長表彰

65 愛知国道 平成２６年度　名二環大西南２高架橋北基礎工事 （株）近藤組 448-0002 愛知県刈谷市一里山町伐払１２３ 竹内　康人
監理技術者・現場

代理人兼任
事務所長表彰

66 名四国道 平成２５年度　２３号岡崎ＢＰ藤井高架橋ＰＣ上部工事 （株）安部日鋼工業　中部支店 450-0002 名古屋市中村区名駅３－２５－９ 羽田野　博行 監理技術者 事務所長表彰

67 名四国道 平成２５年度　１５３号豊田西ＢＰ東新道路建設工事 黒柳建設（株） 445-0004 愛知県西尾市西浅井町宮下３８ 杉浦　充浩 現場代理人 事務所長表彰

68 三重 平成２６年度　２３号小野辺側道舗装工事 東海土建（株） 514-0035 三重県津市西丸之内２－１５ 巾　勇次 監理技術者 事務所長表彰

69 三重 平成２６年度　２３号神戸北舗装工事 （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 村瀬　広泰 現場代理人 事務所長表彰

70 三重 平成２６年度　２３号桑名地区環境対策工事 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

河合　伸宜
監理技術者・現場

代理人兼任
事務所長表彰

71 三重 平成２６年度　津国道維持管内安全施設整備工事 中井土木（株） 515-0005 三重県松阪市鎌田町２７４－４ 若松　努 現場代理人 事務所長表彰

72 三重 平成２５年度　宮川中島地区築堤護岸工事 宮本建設（株） 516-0066 三重県伊勢市辻久留３－５－５２ 尾間　賢吾
監理技術者・現場

代理人兼任
事務所長表彰

73 三重 平成２６年度　２３号野村舗装工事 日本土建（株） 514-8586 三重県津市大倉１９－１ 西川　充則 監理技術者 事務所長表彰

74 木曽下流 平成２５年度　揖斐川田鶴上流築堤護岸工事 神野産業（株） 503-0618 岐阜県海津市海津町草場１０２ 佐久間　健太郎 現場代理人 事務所長表彰

75 木曽下流 平成２６年度　木曽川下流部環境整備工事 （株）ナガシマ 511-1146 三重県桑名市長島町十日外面１２８－２ 鈴木　良典 現場代理人 事務所長表彰
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76 木曽下流 平成２５年度　木曽川横満蔵松蔭高潮堤防補強工事 （株）中村組 512-8046 三重県四日市市あかつき台二丁目１番地の１９２ 樋口　智宣 現場代理人 事務所長表彰

77 木曽下流 平成２６年度　揖斐川白鶏上流川裏高潮堤防補強工事 海部建設（株） 497-0040 愛知県海部郡蟹江町城四丁目３５１番地 大木　靖幸 現場代理人 事務所長表彰

78 紀勢国道 平成２５年度　４２号熊野尾鷲管内防災工事 ユウテック（株） 519-5711 三重県南牟婁郡紀宝町井田２４０４－１３ 尾地　賢治 監理技術者 事務所長表彰

79 紀勢国道 平成２６年度　紀勢線南浦下部工事 日本土木工業（株） 519-5205 三重県南牟婁郡御浜町大字引作１４１－５２ 世古　勝巳
監理技術者・現場

代理人兼任
事務所長表彰

80 北勢国道 平成２５年度　２５８号多度橋梁下部工事 （株）久志本組 510-0012 三重県四日市市大字羽津乙９３５－５ 長野　実 現場代理人 事務所長表彰

81 北勢国道 平成２４年度　２５号下柘植ＩＣ道路建設工事 堀田建設（株） 519-0124 三重県亀山市東御幸町２３１ 村山　智彦 監理技術者 事務所長表彰

82 北勢国道 平成２６年度　名阪道路整備工事 （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 岩津　和久 現場代理人 事務所長表彰

83 天竜上流 平成２６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 石川　貴弘 監理技術者 事務所長表彰

84 天竜上流 平成２６年度　天竜川伊久間護岸工事 木下建設（株） 395-8680 長野県飯田市松尾町１－２２ 南　章文 監理技術者 事務所長表彰

85 飯田国道 平成２５年度　鳥居トンネル補修工事 吉川建設（株） 395-0042 長野県飯田市松尾町２－２５ 金田　義幸 監理技術者 事務所長表彰

86 飯田国道 平成２５年度　三遠南信上平原平道路建設工事 北沢建設（株） 395-0085 長野県飯田市吾妻町７ 宮下　克寛 監理技術者 事務所長表彰

87 飯田国道 平成２５年度　１５３号橋梁補修工事 勝間田建設（株） 395-0042 長野県飯田市松尾町３－１９ 大蔵　廣光 現場代理人 事務所長表彰

88 営繕部 Ｈ２５名古屋第３地方合同庁舎耐震改修工事 佐藤工業（株）名古屋支店 461-0001 名古屋市東区泉1丁目2番3号 辻　潤一 監理技術者 室長表彰

89 名古屋港湾 平成２５年度　名古屋港金城ふ頭岸壁(-10m)改良工事 東亜建設工業（株）名古屋支店 460-0003 名古屋市中区錦３丁目４－６ 岩本　英樹 現場代理人 事務所長表彰

90 清水港湾 平成２６年度　清水港外港防波堤（改良）築造工事 河津建設(株) 415-0016 静岡県下田市中411番地の１ 檜垣　昭二 監理技術者 事務所長表彰

91 四日市港湾
平成２５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 野田　貴信 監理技術者 事務所長表彰

92 三河港湾 平成２６年度　衣浦港外港地区西防波堤(改良)被覆ブロック製作工事 （株）石橋組 470-3502 愛知県知多郡南知多町大字片名字新師崎２０ 山下　剛 主任技術者 事務所長表彰



平成２７年度　優良業務一覧表　(Ｈ２６年度完成業務)
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1 多治見 平成２６年度　多治見管内道路防災点検業務 応用地質（株）中部支社 463-8541 名古屋市守山区瀬古東２－９０７ 成績優秀 局長表彰

2 越美砂防 平成２６年度　越美山系深層崩壊警戒避難区域検討業務
平成26年度越美山系深層崩壊警戒避難区域検討業
務一般財団法人砂防ﾌﾛﾝﾃｨｱ整備推進機構･ｱｼﾞｱ航
測株式会社設計共同体

一般財団法人砂防ﾌﾛﾝﾃｨｱ整備推進機構 102-0093 東京都千代田区平河町２－７－４ 成績優秀 局長表彰

ｱｼﾞｱ航測(株)岐阜支店 500-8381 岐阜県岐阜市市橋４丁目６番７号

3 岐阜国道 平成２６年度　東海環状（岐阜から糸貫）岐阜ＩＣ大学北地区北部地質調査 日本工営（株）名古屋支店 461-0005 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 成績優秀 局長表彰

4 岐阜国道 平成２５年度　岐阜国道本巣市政田地区外用地補償総合技術業務 （株）新日 454-0011 名古屋市中川区山王１－８－２８ 成績優秀 局長表彰

5 岐阜国道 平成２６年度　東海環状（糸貫から大野神戸）三橋地区橋梁詳細設計業務 協和設計（株）岐阜営業所 452-0941 岐阜県岐阜市玉宮町１－８－１２ 成績優秀 局長表彰

6 岐阜国道 平成２６年度　岐阜国道整備効果検討業務 （株）片平エンジニアリング　名古屋支店 461-0002 名古屋市東区代官町３５－１６ 成績優秀 局長表彰

7 高山国道 平成２６年度　高山国道施設点検業務 国際航業（株）岐阜営業所 500-8463 岐阜市加納新本町３－１　ＳＰＡＺＩＯ　４Ｆ 成績優秀 局長表彰

8 沼津 平成２６年度　沼津河川国道道路情報管理業務 （株）テクノスジャパン 410-0822 静岡県沼津市下香貫矢丸１１９６－４ 創意工夫 局長表彰

9 沼津 平成２５年度　河津下田道路２期事業監理業務
平成25年度河津下田道路2期事業監理業務八千代･
ﾌｼﾞﾀ･四門設計共同体

八千代エンジニヤリング（株）名古屋支店 460-0003 名古屋市中区錦３－１０－３３ 成績優秀 局長表彰

(株)フジタ 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷４丁目２５番２号

（株）四門 101-0061 東京都千代田区三崎町２－４－１

10 沼津 平成２６年度　富士海岸堤防詳細点検業務 玉野総合コンサルタント（株）静岡支店 422-8064 静岡県静岡市駿河区新川１－２－２１ 成績優秀 局長表彰

11 静岡国道 平成２６年度　静清維持管内橋梁補強補修設計業務 （株）エイト日本技術開発　中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－１１－２０ 成績優秀 局長表彰

12 庄内川 平成２６年度　庄内川水門・樋門耐震点検業務 いであ（株）名古屋支店 455-0032 名古屋市港区入船１－７－１５ 成績優秀 局長表彰

13 名国 平成２６年度　愛知県内交通事故対策検討業務
平成26年度愛知県内交通事故対策検討業務長大･
交通工学研究会設計共同体

（株）長大　名古屋支社 450-0003 名古屋市中村区名駅南１－１８－２４ 成績優秀 局長表彰

一般社団法人　交通工学研究会 101-0054 東京都千代田区神田錦町３－２３

14 名国 平成２６年度　名古屋国道道路管理用設備設計業務 電設コンサルタンツ（株）中部支店 450-0002 名古屋市中村区名駅３－１６－４ 成績優秀 局長表彰

15 愛知国道 平成２６年度　名古屋環状２号線西南部地区高架橋詳細設計業務 中日本建設コンサルタント（株） 460-0003 名古屋市中区錦１－８－６ 成績優秀 局長表彰

16 名四国道 平成２５年度　２３号蒲郡ＢＰ五井・国坂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 成績優秀 局長表彰

17 三重 平成２６年度　櫛田川（河川環境基図）・宮川（植物）水辺現地調査業務 （株）建設環境研究所　中部支社 460-0003 名古屋市中区錦２－１５－２２ 成績優秀 局長表彰

18 三重 平成２６年度　三重地域幹線道路検討業務 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 成績優秀 局長表彰
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19 木曽下流 平成２６年度　木曽川下流通信システム設計業務 （株）建設技術研究所　中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－５－１３ 成績優秀 局長表彰

20 紀勢国道 平成２６年度　泉地区橋梁詳細設計業務 大日コンサルタント（株）名古屋支社 453-0801 名古屋市中村区太閤３－１－１８ 成績優秀 局長表彰

21 北勢国道 平成２６年度　名阪国道道路防災カルテ点検・詳細設計業務 サンコーコンサルタント（株）名古屋支店 460-0008 名古屋市中区栄２－１１－７　伏見大島ビル 成績優秀 局長表彰

22 飯田国道 平成２６年度　飯田国道管内橋梁詳細設計業務 中央コンサルタンツ（株） 451-0042 名古屋市西区那古野２－１１－２３ 成績優秀 局長表彰

23 天竜ダム 平成２６年度　天竜川ダム貯水池測量業務 （株）パスコ名古屋支店 460-0003 名古屋市中区錦２－２－１３ 創意工夫 局長表彰

24 中技 平成２６年度　路面下空洞調査業務 ジオ・サーチ（株） 144-0051 東京都大田区西蒲田７－３７－１０ 成績優秀 局長表彰

25 営繕部 Ｈ２５三重県警察機動隊設計業務 大建設計（株） 500-8803 岐阜県岐阜市佐久間町20番地 成績優秀 局長表彰

26 名古屋港湾 平成２６年度　名古屋港臨海部活用方策及び整備効果検討業務 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丁目３－４ 成績優秀 局長表彰

27 清水港湾 平成２６年度　県内港湾貨物動向分析業務 (株)シオ政策経営研究所 160-0004 東京都新宿区四谷1丁目21番地 成績優秀 局長表彰

28
名古屋港湾空
港技術調査事

務所
平成２６年度　名古屋港係留施設構造検討業務 （株）ニュージェック　中部支店 450-0002 名古屋市中村区名駅五丁目２７番１３号 成績優秀 局長表彰

29 多治見 平成２６年度　多治見道路網検討業務 （株）長大　名古屋支社 450-0003 名古屋市中村区名駅南１－１８－２４ 困難克服 事務所長表彰

30 多治見 平成２６年度　御嶽山火山噴火減災対策検討業務 日本工営（株）名古屋支店 461-0005 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 創意工夫 事務所長表彰

31 木曽上流 平成２６年度　長良川中流部流量観測業務 （株）創信 501-0415 岐阜県本巣市有里５１７－２ 困難克服 事務所長表彰

32 木曽上流 平成２６年度　横山ダム総合点検業務 （株）建設技術研究所　中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－５－１３ 成績優秀 事務所長表彰

33 木曽上流 平成２６年度　木曽川上流管内防災拠点詳細設計業務 玉野総合コンサルタント（株） 461-0005 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 成績優秀 事務所長表彰

34 木曽上流 平成２６年度　揖斐川水辺現地調査（魚類）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 成績優秀 事務所長表彰

45 岐阜国道 平成２６年度　岐阜国道管内地形測量業務 （株）メイホーエンジニアリング 503-0015 岐阜県大垣市林町２－６１－２ 成績優秀 事務所長表彰

36 岐阜国道 平成２６年度　東海環状（岐阜から糸貫）岐阜ＩＣ深坂地区地質調査 （株）アサノ大成基礎エンジニアリング　中部支社 456-0013 名古屋市熱田区外土居町９番１４号 成績優秀 事務所長表彰

37 岐阜国道 平成２６年度　東海環状（糸貫ＩＣから大野神戸ＩＣ）政田南地区地質調査 基礎地盤コンサルタンツ（株）中部支社 451-0044 名古屋市西区菊井２－１４－２４ 成績優秀 事務所長表彰

38 岐阜国道 平成２６年度　岐阜国道東海環状北部用地関係資料作成整理等業務 （株）中部テック 465-0092 名古屋市名東区社台３－４８ 成績優秀 事務所長表彰

39 岐阜国道 平成２６年度　１５６号郡上市徳永地区南部補償説明業務 （株）四門　名古屋支店 453-0014 名古屋市中村区則武１－１９－１３ 成績優秀 事務所長表彰

40 岐阜国道 平成２６年度　岐阜国道東海環状南部用地関係資料作成整理等業務 中部復建（株） 466-0059 名古屋市昭和区福江１－１８０５ 成績優秀 事務所長表彰
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41 岐阜国道 平成２６年度　東海環状環境調査 （株）建設環境研究所　中部支社 460-0003 名古屋市中区錦２－１５－２２ 成績優秀 事務所長表彰

42 岐阜国道 平成２６年度　岐阜国道管内交通安全対策業務 大日コンサルタント（株） 500-8384 岐阜県岐阜市薮田南３－１－２１ 成績優秀 事務所長表彰

43 岐阜国道 平成２６年度　岐阜国道管内道路施設点検業務 （株）長大　名古屋支社 450-0003 名古屋市中村区名駅南１－１８－２４ 成績優秀 事務所長表彰

44 高山国道 平成２６年度　高山国道管内高山地区道路詳細設計業務 中日本建設コンサルタント（株） 460-0003 名古屋市中区錦１－８－６ 成績優秀 事務所長表彰

45 高山国道 平成２６年度　高山国道管内交通量調査 （株）飛州コンサルタント 506-0035 岐阜県高山市新宮町１８６８－５ 成績優秀 事務所長表彰

46 高山国道 平成２６年度　高山国道管内道路基準点設置測量業務 （株）テイコク　高山支店 506-0031 岐阜県高山市西之一色町１－４０－１ 成績優秀 事務所長表彰

47 新丸ダム 平成２６年度　新丸山ダムダムサイト右岸地質調査業務 基礎地盤コンサルタンツ（株）中部支社 451-0044 名古屋市西区菊井２－１４－２４ 成績優秀 事務所長表彰

48 新丸ダム 平成２６年度　国道４１８号飯地地区詳細設計業務 大日本コンサルタント（株）中部支社 451-0044 名古屋市西区菊井二丁目１９番１１号 成績優秀 事務所長表彰

49 沼津 平成２６年度　河津下田道路２期南部地質調査 川崎地質（株）中部支社 465-0095 名古屋市名東区高社１－２６６ 成績優秀 事務所長表彰

50 沼津 平成２６年度　沼津河川国道管内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 451-0046 名古屋市西区牛島町２－５ 創意工夫 事務所長表彰

51 沼津 平成２６年度　狩野川河道整備計画検討業務 （株）建設技術研究所　中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－５－１３ 成績優秀 事務所長表彰

52 浜松 平成２６年度　新豊根ダム堤体等総合点検業務 （株）建設環境研究所　中部支社 460-0003 名古屋市中区錦２－１５－２２ 成績優秀 事務所長表彰

53 浜松 平成２６年度　三遠道路鳳来峡ＩＣ予備修正設計業務 八千代エンジニヤリング（株）名古屋支店 460-0003 名古屋市中区錦３－１０－３３ 創意工夫 事務所長表彰

54 浜松 平成２６年度　三遠道路７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 創意工夫 事務所長表彰

55 浜松 平成２６年度　浜松河川技術資料作成業務 中部復建（株） 466-0059 名古屋市昭和区福江１－１８０５ 成績優秀 事務所長表彰

56 浜松 平成２６年度　北遠地区環境影響評価検討業務 大日本コンサルタント（株）中部支社 451-0044 名古屋市西区菊井二丁目１９番１１号 創意工夫 事務所長表彰

57 静岡河川 平成２６年度　駿河蒲原海岸海辺現地調査（魚介類）業務 いであ（株）名古屋支店 455-0032 名古屋市港区入船１－７－１５ 成績優秀 事務所長表彰

58 静岡河川 平成２６年度　安倍川樋管詳細設計業務 八千代エンジニヤリング（株）名古屋支店 460-0003 名古屋市中区錦３－１０－３３ 成績優秀 事務所長表彰

59 富士砂防 平成２６年度　富士山大久保沢堰堤工群外１箇所用地調査業務 静岡コンサルタント（株） 411-0804 静岡県三島市多呂１２８ 成績優秀 事務所長表彰

60 富士砂防 平成２６年度　地震時斜面抽出調査業務 日本工営（株）名古屋支店 461-0005 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 成績優秀 事務所長表彰

61 富士砂防 平成２６年度　由比地すべり機構解析業務 （一財）砂防・地すべり技術センター 102-0074 東京都千代田区九段南４－８－２１ 成績優秀 事務所長表彰

62 静岡国道 平成２６年度　静岡地区水文調査 （株）建設技術研究所　中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－５－１３ 成績優秀 事務所長表彰
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63 静岡国道 平成２６年度　１号国吉田電線共同溝詳細設計業務 （株）綜合技術コンサルタント　中部支店 460-0002 名古屋市中区丸の内３丁目２０番３号 成績優秀 事務所長表彰

64 静岡国道 平成２６年度　静清維持管内東部橋梁点検業務 （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 成績優秀 事務所長表彰

65 庄内川 平成２５年度　庄内川河川事務所用地補償総合技術業務 （一社）中部地域づくり協会 460-8575 名古屋市中区丸の内３－５－１０ 成績優秀 事務所長表彰

66 庄内川 平成２６年度　庄内川治水計画検討業務 （株）建設技術研究所　中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－５－１３ 成績優秀 事務所長表彰

67 豊橋 平成２６年度　豊川・矢作川整備検討業務 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 成績優秀 事務所長表彰

68 豊橋 平成２６年度　矢作川総合土砂管理計画検討業務
平成26年度矢作川総合土砂管理計画検討業務建設
技術研究所･水源地環境ｾﾝﾀｰ設計共同体

（株）建設技術研究所　中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－５－１３ 成績優秀 事務所長表彰

一般財団法人　水源地環境ｾﾝﾀｰ 102-0083 東京都千代田区麹町２－１４－２

69 設楽ダム 平成２５年度　設楽ダム猛禽類環境調査業務 （株）建設技術研究所　中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－５－１３ 成績優秀 事務所長表彰

70 設楽ダム 平成２５年度　設楽ダム瀬戸設楽線橋梁予備設計業務 （株）エイト日本技術開発　中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－１１－２０ 成績優秀 事務所長表彰

71 名国 平成２６年度　単価契約名国建設資材価格等調査業務 一般財団法人　経済調査会　中部支部 460-0008 名古屋市中区栄２－１０－１９ 成績優秀 事務所長表彰

72 名国 平成２６年度　三河地区橋梁点検業務 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 成績優秀 事務所長表彰

73 愛知国道 平成２６年度　愛知国道管内水文調査 国際航業（株）名古屋支店 451-0045
名古屋市西区名駅２－２７－８　名古屋プライムセント
ラルタワー１１Ｆ

成績優秀 事務所長表彰

74 愛知国道 平成２６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 成績優秀 事務所長表彰

75 名四国道 平成２６年度　三河地域道路網調査業務 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 成績優秀 事務所長表彰

76 名四国道 平成２６年度　名四国道整備効果検討業務 （株）長大　名古屋支社 450-0003 名古屋市中村区名駅南１－１８－２４ 成績優秀 事務所長表彰

77 名四国道 平成２５年度　２３号蒲郡ＢＰ金野地区橋梁詳細設計業務 協和設計（株）名古屋支店 460-0002 名古屋市中区丸の内１丁目１０番２９号 成績優秀 事務所長表彰

78 三重 平成２６年度　雲出川流量観測及び水文観測所保守点検業務 杉山コンサルタンツ（株） 514-1118 三重県津市久居新町６８０－４ 成績優秀 事務所長表彰

79 三重 平成２６年度　宮川流量観測及び水文観測所保守点検業務 ＣＳＧコンサルタント（株） 516-0009 三重県伊勢市河崎１－５－６１ 成績優秀 事務所長表彰

80 三重 平成２６年度　四日市管内北部橋梁点検業務 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 成績優秀 事務所長表彰

81 三重 平成２６年度　中勢道路環境調査 サンコーコンサルタント（株）名古屋支店 460-0008 名古屋市中区栄２－１１－７　伏見大島ビル 成績優秀 事務所長表彰

82 木曽下流 平成２６年度　木曽三川下流部広域避難検討業務 （株）アイ・ディー・エー 370-1201 群馬県高崎市倉賀野町４２２１－１３ 成績優秀 事務所長表彰

83 木曽下流 平成２６年度　国営木曽三川公園運営維持管理方針等検討業務 （株）建設環境研究所　中部支社 460-0003 名古屋市中区錦２－１５－２２ 成績優秀 事務所長表彰



平成２７年度　優良業務一覧表　(Ｈ２６年度完成業務)
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84 紀勢国道 平成２６年度　４２号熊野尾鷲道路古和谷地区用地調査 （株）中部テック 465-0092 名古屋市名東区社台３－４８ 成績優秀 事務所長表彰

85 紀勢国道 平成２６年度　紀勢国道管内電気通信施設設計業務 （株）建設技術研究所　中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－５－１３ 成績優秀 事務所長表彰

86 紀勢国道 平成２６年度　紀勢国道管内道路施設点検業務 玉野総合コンサルタント（株） 461-0005 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 成績優秀 事務所長表彰

87 北勢国道 平成２６年度　北勢国道調査資料作成業務
平成26年度北勢国道調査資料作成業務ﾃｨｰﾈｯﾄ･ﾊﾟﾌﾞ
ﾘｯｸｻｰﾋﾞｽ設計共同体

(株)ティーネットジャパン名古屋支社 450-0003 名古屋市中村区名駅南２丁目１４番１９号 成績優秀 事務所長表彰

一般社団法人　パブリックサービス 460-0003 名古屋市中区丸の内３丁目１３番１号

88 北勢国道 平成２６年度　４７５号東海環状大安ＩＣ橋詳細設計業務 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 成績優秀 事務所長表彰

89 天竜上流 平成２６年度　天竜川下久堅築堤用地調査業務 （株）ゼンシン 399-4115 長野県駒ヶ根市上穂栄町１３－７ 成績優秀 事務所長表彰

90 天竜上流 平成２６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）名古屋支店 461-0005 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 成績優秀 事務所長表彰

91 天竜上流 平成２６年度　天竜川河川環境調査業務 （株）建設環境研究所　中部支社 460-0003 名古屋市中区錦２－１５－２２ 成績優秀 事務所長表彰

92 天竜上流 平成２６年度　単価契約　天竜川河川図面作成業務 （株）嶺水 395-0003 長野県飯田市上郷別府１８２－１ 成績優秀 事務所長表彰

93 飯田国道 平成２６年度　三遠南信自動車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）中部支社 451-0046 名古屋市西区牛島町２－５ 成績優秀 事務所長表彰

94 飯田国道 平成２６年度　飯田国道事務所技術資料作成業務 技建開発（株） 395-0813 長野県飯田市毛賀１３８２ 成績優秀 事務所長表彰

95 天竜ダム 平成２６年度　小渋ダム小規模放流設備検討業務 八千代エンジニヤリング（株）名古屋支店 460-0003 名古屋市中区錦３－１０－３３ 成績優秀 事務所長表彰

96 蓮ダム 平成２６年度　蓮ダム流量観測及び水文観測所保守点検業務 （株）松阪コンサルタント 515-0043 三重県松阪市下村町９１８－１ 成績優秀 事務所長表彰

97 長島ダム 平成２６年度　長島ダム水辺現地調査（魚類等・利用実態調査）業務 いであ（株）名古屋支店 455-0032 名古屋市港区入船１－７－１５ 成績優秀 事務所長表彰

98 中技 平成２６年度　無人航空機利活用方策検討業務 国際航業（株）名古屋支店 451-0045
名古屋市西区名駅２－２７－８　名古屋プライムセント
ラルタワー１１Ｆ

創意工夫 事務所長表彰

99 静岡営繕 Ｈ２５静岡地方・家庭裁判所富士支部庁舎工事監理業務 （有）梶原建築設計事務所 412-0041 静岡県御殿場市茱萸沢９１７－３ 成績優秀 事務所長表彰

100 名古屋港湾 平成２６年度　名古屋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 成績優秀 事務所長表彰

101 清水港湾 平成２６年度　清水港富士見岸壁施工検討業務 一般財団法人港湾空港総合技術センター 100-0013 東京都千代田区霞が関３－３－１ 尚友会館３Ｆ 創意工夫 事務所長表彰

102 四日市港湾 平成２６年度　四日市港道路（霞４号幹線）維持管理手法検討業務 日本工営（株）名古屋支店 461-0005 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 成績優秀 事務所長表彰

103 四日市港湾 平成２６年度　四日市港道路（霞４号幹線）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 成績優秀 事務所長表彰

104 三河港湾 平成２６年度　三河湾環境調査 いであ（株）名古屋支店 455-0032 名古屋市港区入船１－７－１５ 創意工夫 事務所長表彰
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105
名古屋港湾空
港技術調査事

務所
平成２６年度　管内防波堤水理模型実験 玉野総合コンサルタント（株） 461-0005 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 成績優秀 事務所長表彰



平成２７年度　優良業務技術者一覧表　(Ｈ２６年度完成業務)

番号 事務所 業　　務　　名 企　業　名
企業名がＪＶの場合
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郵便番号 企　業　所　在　地 氏　名 技術者区分 事　由 表彰区分

1 本局 平成２６年度　大規模土砂移動検知システム精度向上検討業務
平成26年度大規模土砂移動検知ｼｽﾃﾑ精度向上検
討業務砂防･地すべり技術ｾﾝﾀｰ･ｴｲﾄ日本技術開発
設計共同体

（一財）砂防・地すべり技術センター 102-0074 東京都千代田区九段南４－８－２１ 嶋　大尚 管理技術者 困難克服 局長表彰

2 多治見 平成２６年度　多治見管内道路防災点検業務 応用地質（株）中部支社 463-8541 名古屋市守山区瀬古東２－９０７ 野溝　昌宏 管理技術者 成績優秀 局長表彰

3 木曽上流 平成２６年度　横山ダム総合点検業務 （株）建設技術研究所　中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－５－１３ 小林　裕 管理技術者 成績優秀 局長表彰

4 岐阜国道 平成２６年度　東海環状（岐阜から糸貫）岐阜ＩＣ大学北地区北部地質調査 日本工営（株）名古屋支店 461-0005 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 中村　幸生 主任技術者 成績優秀 局長表彰

5 高山国道 平成２６年度　高山国道施設点検業務 国際航業（株）岐阜営業所 500-8463 岐阜市加納新本町３－１　ＳＰＡＺＩＯ　４Ｆ 森澤　武久 管理技術者 成績優秀 局長表彰

6 沼津 平成２６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 鵤　貴之 担当技術者 成績優秀 局長表彰

7 浜松 平成２６年度　新豊根ダム堤体等総合点検業務 （株）建設環境研究所　中部支社 460-0003 名古屋市中区錦２－１５－２２ 佐藤　隆善 管理技術者 成績優秀 局長表彰

8 静岡河川 平成２６年度　駿河蒲原海岸海辺現地調査（魚介類）業務 いであ（株）名古屋支店 455-0032 名古屋市港区入船１－７－１５ 池羽　邦佳 管理技術者 成績優秀 局長表彰

9 富士砂防 平成２６年度　地震時斜面抽出調査業務 日本工営（株）名古屋支店 461-0005 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 稲垣　裕 管理技術者 成績優秀 局長表彰

10 静岡国道 平成２６年度　静清維持管内橋梁補強補修設計業務 （株）エイト日本技術開発　中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－１１－２０ 高木　信治 管理技術者 成績優秀 局長表彰

11 庄内川 平成２６年度　庄内川水門・樋門耐震点検業務 いであ（株）名古屋支店 455-0032 名古屋市港区入船１－７－１５ 森　克味 管理技術者 成績優秀 局長表彰

12 設楽ダム 平成２５年度　設楽ダム瀬戸設楽線東区用地調査業務 （株）大増コンサルタンツ 454-0828 名古屋市中川区小本２－１４－５ 中村　竜平 担当技術者 成績優秀 局長表彰

13 名国 平成２６年度　愛知県内交通事故対策検討業務
平成26年度愛知県内交通事故対策検討業務長大･
交通工学研究会設計共同体

（株）長大　名古屋支社 450-0003 名古屋市中村区名駅南１－１８－２４ 池水　丈明 管理技術者 成績優秀 局長表彰

14 愛知国道 平成２６年度　愛知国道管内水文調査 国際航業（株）名古屋支店 451-0045
名古屋市西区名駅２－２７－８　名古屋プライムセント
ラルタワー１１Ｆ

藤原　協 主任技術者 成績優秀 局長表彰

15 名四国道 平成２６年度　三河地域道路網調査業務 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 六反　雅登 担当技術者 成績優秀 局長表彰

16 三重 平成２６年度　櫛田川（河川環境基図）・宮川（植物）水辺現地調査業務 （株）建設環境研究所　中部支社 460-0003 名古屋市中区錦２－１５－２２ 菊地　正浩 管理技術者 成績優秀 局長表彰

17 木曽下流 平成２６年度　木曽川下流通信システム設計業務 （株）建設技術研究所　中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－５－１３ 高崎　武夫 管理技術者 成績優秀 局長表彰

18 紀勢国道 平成２６年度　泉地区橋梁詳細設計業務 大日コンサルタント（株）名古屋支社 453-0801 名古屋市中村区太閤３－１－１８ 宮之上　昭彦 管理技術者 成績優秀 局長表彰

19 北勢国道 平成２６年度　名阪国道道路防災カルテ点検・詳細設計業務 サンコーコンサルタント（株）名古屋支店 460-0008 名古屋市中区栄２－１１－７　伏見大島ビル 河又　健時 管理技術者 成績優秀 局長表彰

20 天竜上流 平成２６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）名古屋支店 461-0005 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 松本　定一 担当技術者 成績優秀 局長表彰

21 飯田国道 平成２６年度　三遠南信自動車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）中部支社 451-0046 名古屋市西区牛島町２－５ 西谷　真吾 管理技術者 成績優秀 局長表彰

22 名古屋港湾 平成２６年度　名古屋港臨海部活用方策及び整備効果検討業務 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丁目３－４ 岡本　辰生 担当技術者 成績優秀 局長表彰

23 清水港湾 平成２６年度　県内港湾貨物動向分析業務 (株)シオ政策経営研究所 160-0004 東京都新宿区四谷1丁目21番地 藤田　順史 管理技術者 成績優秀 局長表彰

24 多治見 平成２６年度　多治見道路網検討業務 （株）長大　名古屋支社 450-0003 名古屋市中村区名駅南１－１８－２４ 岡田　良之 管理技術者 困難克服 事務所長表彰

25 多治見 平成２６年度　木曽川水系梨子沢土石流に係る緊急対策工法検討業務 玉野総合コンサルタント（株） 461-0005 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 加藤　真雄 管理技術者 創意工夫 事務所長表彰



平成２７年度　優良業務技術者一覧表　(Ｈ２６年度完成業務)
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26 木曽上流 平成２６年度　木曽川上流管内防災拠点詳細設計業務 玉野総合コンサルタント（株） 461-0005 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 石垣　勝之 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

27 木曽上流 平成２６年度　揖斐川水辺現地調査（魚類）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 北原　佳郎 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

28 越美砂防 平成２６年度　越美山系砂防施設概略設計業務 （株）エイト日本技術開発　中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－１１－２０ 竹本　大昭 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

29 岐阜国道 平成２５年度　岐阜国道本巣市政田地区外用地補償総合技術業務 （株）新日 454-0011 名古屋市中川区山王１－８－２８ 坂　節 主任担当者 成績優秀 事務所長表彰

30 岐阜国道 平成２６年度　東海環状（糸貫から大野神戸）三橋地区橋梁詳細設計業務 協和設計（株）岐阜営業所 452-0941 岐阜県岐阜市玉宮町１－８－１２ 坪本　正彦 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

31 岐阜国道 平成２６年度　東海環状（岐阜から糸貫）岐阜ＩＣ深坂地区地質調査 （株）アサノ大成基礎エンジニアリング　中部支社 456-0013 名古屋市熱田区外土居町９番１４号 井上　宏基 担当技術者 困難克服 事務所長表彰

32 岐阜国道 平成２６年度　１５６号郡上市徳永地区南部補償説明業務 （株）四門　名古屋支店 453-0014 名古屋市中村区則武１－１９－１３ 村安　敏明 主任担当者 成績優秀 事務所長表彰

33 岐阜国道 平成２６年度　岐阜国道整備効果検討業務 （株）片平エンジニアリング　名古屋支店 461-0002 名古屋市東区代官町３５－１６ 中津原　勢司 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

34 岐阜国道 平成２６年度　東海環状環境調査 （株）建設環境研究所　中部支社 460-0003 名古屋市中区錦２－１５－２２ 稲富　善愛 担当技術者 成績優秀 事務所長表彰

35 高山国道 平成２６年度　高山国道管内高山地区道路詳細設計業務 中日本建設コンサルタント（株） 460-0003 名古屋市中区錦１－８－６ 髙羽　俊光 担当技術者 成績優秀 事務所長表彰

36 沼津 平成２６年度　狩野川水辺空間検討業務 （株）建設環境研究所　中部支社 460-0003 名古屋市中区錦２－１５－２２ 空　かおり 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

37 沼津 平成２６年度　河津下田道路環境影響評価検討業務 （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 出縄　二郎 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

38 沼津 平成２６年度　狩野川水系渓流状況点検業務 （株）テクノスジャパン 410-0822 静岡県沼津市下香貫矢丸１１９６－４ 酒井　孝一 管理技術者 困難克服 事務所長表彰

39 沼津 平成２６年度　御殿場維持構造物点検業務 日本工営（株）名古屋支店 461-0005 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 佐々木　建夫 管理技術者 創意工夫 事務所長表彰

40 浜松 平成２６年度　三遠道路鳳来峡ＩＣ予備修正設計業務 八千代エンジニヤリング（株）名古屋支店 460-0003 名古屋市中区錦３－１０－３３ 鷲見　英吾 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

41 浜松 平成２６年度　三遠道路７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 大内　隆志 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

42 浜松 平成２６年度　浜松河川技術資料作成業務 中部復建（株） 466-0059 名古屋市昭和区福江１－１８０５ 青嶌　安弘 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

43 浜松 平成２６年度　北遠地区環境影響評価検討業務 大日本コンサルタント（株）中部支社 451-0044 名古屋市西区菊井二丁目１９番１１号 小田　正明 管理技術者 創意工夫 事務所長表彰

44 浜松 平成２６年度　浜松管内西部橋梁点検業務 大日コンサルタント（株）名古屋支社 453-0801 名古屋市中村区太閤３－１－１８ 野々村　敏博 管理技術者 創意工夫 事務所長表彰

45 静岡河川 平成２６年度　安倍川樋管詳細設計業務 八千代エンジニヤリング（株）名古屋支店 460-0003 名古屋市中区錦３－１０－３３ 中山　敬邦 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

46 富士砂防 平成２６年度　富士砂防技術資料作成業務 富士設計（株） 418-0022 静岡県富士宮市小泉４６８－１ 上原　史和 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

47 静岡国道 平成２６年度　１号国吉田電線共同溝詳細設計業務 （株）綜合技術コンサルタント　中部支店 460-0002 名古屋市中区丸の内３丁目２０番３号 武田　吉孝 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

48 庄内川 平成２６年度　庄内川治水計画検討業務 （株）建設技術研究所　中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－５－１３ 吉村　英司 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

49 豊橋 平成２６年度　豊川・矢作川整備検討業務 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 桑原　正人 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

50 設楽ダム 平成２５年度　設楽ダム猛禽類環境調査業務 （株）建設技術研究所　中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－５－１３ 大浦　政春 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰



平成２７年度　優良業務技術者一覧表　(Ｈ２６年度完成業務)

番号 事務所 業　　務　　名 企　業　名
企業名がＪＶの場合
代表者及び構成員

郵便番号 企　業　所　在　地 氏　名 技術者区分 事　由 表彰区分

51 名国 平成２６年度　名古屋国道道路管理用設備設計業務 電設コンサルタンツ（株）中部支店 450-0002 名古屋市中村区名駅３－１６－４ 中原　康郎 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

52 名国 平成２６年度　単価契約名国建設資材価格等調査業務 一般財団法人　経済調査会　中部支部 460-0008 名古屋市中区栄２－１０－１９ 加藤　豊 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

53 愛知国道 平成２６年度　名古屋環状２号線西南部地区高架橋詳細設計業務 中日本建設コンサルタント（株） 460-0003 名古屋市中区錦１－８－６ 山本　高由 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

54 名四国道 平成２５年度　２３号蒲郡ＢＰ五井・国坂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 河野　伸征 担当技術者 成績優秀 事務所長表彰

55 名四国道 平成２６年度　名四国道整備効果検討業務 （株）長大　名古屋支社 450-0003 名古屋市中村区名駅南１－１８－２４ 岡田　良之 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

56 三重 平成２６年度　三重地域幹線道路検討業務 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 時田　知典 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

57 三重 平成２６年度　四日市管内北部橋梁点検業務 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 萩原　明伯 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

58 三重 平成２６年度　中勢道路環境調査 サンコーコンサルタント（株）名古屋支店 460-0008 名古屋市中区栄２－１１－７　伏見大島ビル 竹野　浩一 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

59 木曽下流 平成２６年度　木曽三川下流部広域避難検討業務 （株）アイ・ディー・エー 370-1201 群馬県高崎市倉賀野町４２２１－１３ 児玉　真 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

60 木曽下流 平成２６年度　国営木曽三川公園運営維持管理方針等検討業務 （株）建設環境研究所　中部支社 460-0003 名古屋市中区錦２－１５－２２ 松本　泰人 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

61 紀勢国道 平成２６年度　４２号熊野尾鷲道路古和谷地区用地調査 （株）中部テック 465-0092 名古屋市名東区社台３－４８ 棚橋　識正 主任担当者 成績優秀 事務所長表彰

62 紀勢国道 平成２６年度　紀勢国道管内電気通信施設設計業務 （株）建設技術研究所　中部支社 460-0003 名古屋市中区錦１－５－１３ 坪井　尚登 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

63 北勢国道 平成２６年度　北勢国道調査資料作成業務
平成26年度北勢国道調査資料作成業務ﾃｨｰﾈｯﾄ･ﾊﾟ
ﾌﾞﾘｯｸｻｰﾋﾞｽ設計共同体

(株)ティーネットジャパン名古屋支社 450-0003 名古屋市中村区名駅南２丁目１４番１９号 河本　義博 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

64 北勢国道 平成２６年度　４７５号東海環状大安ＩＣ橋詳細設計業務 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 佐々木　健二 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

65 天竜上流 平成２６年度　天竜川河川環境調査業務 （株）建設環境研究所　中部支社 460-0003 名古屋市中区錦２－１５－２２ 山内　茂 担当技術者 成績優秀 事務所長表彰

66 天竜上流 平成２６年度　単価契約　天竜川河川図面作成業務 （株）嶺水 395-0003 長野県飯田市上郷別府１８２－１ 棚田　博士 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

67 飯田国道 平成２４年度　飯田国道特殊車両事務業務 （一社）中部地域づくり協会 460-8575 名古屋市中区丸の内３－５－１０ 桐生　拓史 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

68 天竜ダム 平成２６年度　小渋ダム小規模放流設備検討業務 八千代エンジニヤリング（株）名古屋支店 460-0003 名古屋市中区錦３－１０－３３ 山田　尚人 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

69 中技 平成２６年度　路面下空洞調査業務 ジオ・サーチ（株） 144-0051 東京都大田区西蒲田７－３７－１０ 森田　英明 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

70 営繕部 Ｈ２５三重県警察機動隊設計業務 大建設計（株） 500-8803 岐阜県岐阜市佐久間町20番地 野原　康史 管理技術者 成績優秀 室長表彰

71 四日市港湾 平成２６年度　四日市港道路（霞４号幹線）維持管理手法検討業務 日本工営（株）名古屋支店 461-0005 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 安藤　弘章 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

72 三河港湾 平成２６年度　三河港神野地区岸壁(-12m)細部設計 （株）ニュージェック　中部支店 450－0002 名古屋市中村区名駅五丁目２７番１３号  大谷　祐司 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

73
名古屋港湾空
港技術調査事

務所
平成２６年度　名古屋港係留施設構造検討業務 （株）ニュージェック　中部支店 450－0002 名古屋市中村区名駅五丁目２７番１３号 西尾　岳裕 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

74
名古屋港湾空
港技術調査事

務所
平成２６年度　管内防波堤水理模型実験 玉野総合コンサルタント（株） 461-0005 名古屋市東区東桜２－１７－１４ 森川　高徳 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰



平成２７年度　安全工事一覧表　(Ｈ２６年度完成工事)

企　業　名
企業名がＪＶの場合
代表者及び構成員

郵便番号 企　業　所　在　地 事　由 表彰区分 企　業　名 郵便番号 企　業　所　在　地 専任技術者表彰 有能技能者表彰

1 越美砂防 平成２６年度　越美山系根尾川流木対策工事 田中建設工業（株） 501-1524 岐阜県本巣市根尾板所６２２－７ 安全工事 局長表彰

2 岐阜国道 平成２５年度　東海環状下宮高架橋下部工事 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株） 503-0917 岐阜県大垣市神田町２－５５ 安全工事 局長表彰

3 静岡河川 平成２６年度　駿河海岸焼津工区養浜工事 （株）橋本組 425-0027 静岡県焼津市栄町５－９－３ 安全工事 局長表彰 田中土建工業（株） 421-0203 焼津市藤守2128 鈴木　昭彦

4 四日市港湾
平成２５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 安全工事 局長表彰

5 多治見 平成２６年度　多治見砂防電気通信設備維持工事 朝日電気工業（株） 453-0041 名古屋市中村区本陣通４－４８ 安全工事 事務所長表彰

6 高山国道 平成２５年度　中部縦貫丹生川地区整備工事 高橋建設（株） 506-0031 岐阜県高山市西之一色町３－４５０－２ 安全工事 事務所長表彰 野口建設（株） 506-2134 岐阜県高山市丹生川町桐山141-2

（株）嶋田建設 506-0058 岐阜県高山市山田町167番地1

7 豊橋 平成２６年度　豊川吉前・前芝護岸工事 藤城建設（株） 441-8019 愛知県豊橋市花田町字中ノ坪１１番地 安全工事 事務所長表彰 壽鑛業(株) 441-3431 愛知県田原市白谷町東山103番地 中村　和徳

豊信建設(株) 440-0026 愛知県豊橋市多米西町1-18-3 朝倉　猛

8 紀勢国道 平成２５年度　４２号相賀法面防災工事 中村建設（株） 519-3811 三重県尾鷲市三木里町２７５番地４２ 安全工事 事務所長表彰

9 紀勢国道 平成２５年度　４２号熊野管内橋梁補強補修工事 ユウテック（株） 519-5711 三重県南牟婁郡紀宝町井田２４０４－１３ 安全工事 事務所長表彰 （株）倉橋施工室 487-0006
愛知県春日井市石尾台1丁目2番地タウン
石尾台130-3

倉橋　亮

（株）岡本組 519-3403 三重県北牟婁郡紀北町海山区上里45-2

10 天竜上流 平成２５年度　天竜川水系　初ノ沢砂防堰堤工事 清野建設（株） 396-0009 長野県伊那市日影５８ 安全工事 事務所長表彰 （株）井上興業 393-0006 長野県諏訪郡下諏訪町943-4

北陽建設（株） 398-0003 長野県大町市社5377

11 飯田国道 平成２４年度　三遠南信柿平工事用道路建設工事 （株）三六組 395-0044 長野県飯田市本町４－７－２ 安全工事 事務所長表彰 (有)コスモ建設 395-0241 長野県　飯田市久米１４２４－２ 米山　裕久

北陽建設（株） 398-0003 長野県　大町市社５３７７ 岩井　宏記

(有）小林工業 395-0822 長野県　飯田市松尾寺所７３１０－２

下請け企業表彰元請け企業表彰

番号 事務所 工　　事　　名



平成２７年度　社会貢献等一覧表　(Ｈ２６年度完成工事・業務)

企　業　名
企業名がＪＶの場合
代表者及び構成員

郵便番号 企　業　所　在　地 事　由 表彰区分 企　業　名 郵便番号 企業所在地 専任技術者表彰 有能技能者表彰

1 高山国道 平成２５年度　４１号水無橋ＰＣ橋梁修繕工事 オリエンタル白石（株）名古屋営業支店 460-0008 名古屋市中区栄二丁目３番６号 社会貢献 事務所長表彰

2 木曽下流 平成２５年度　揖斐川城南排水樋管周辺整備工事 神野産業（株） 503-0618 岐阜県海津市海津町草場１０２ 社会貢献 事務所長表彰

3 北勢国道 平成２４年度　東海環状東員高架橋鋼上部工事 瀧上工業（株） 475-0826 愛知県半田市神明町１－１ 社会貢献 事務所長表彰 （株）中野組 455-0856 愛知県名古屋市港区川園3丁目76番地 嶋中　秀記

東京フラッグ（株） 273-0018 千葉県船橋市栄町2-6-7 山本　好巳

藤井建設（株） 444-0427 愛知県西尾市一色町赤羽浜田95番地

4 天竜上流
平成２４年度　天竜川水系　ツベタ沢砂防堰堤工事用
道路工事

北沢建設（株） 395-0085 長野県飯田市吾妻町７ 社会貢献 事務所長表彰 片桐土建 395-0803 長野県飯田市鼎下山 256

（株）鼎建設 395-0804 長野県飯田市鼎名古熊 2434-1

（有）奥宮工業 395-0822 長野県飯田市松尾寺所 7497-7

事務所番号

下請け企業表彰元請け企業表彰

工　事　（業　務）　名


