
平 成 ２ ５ 年 ７ 月 ９ 日
国土交通省中部地方整備局

優れた工事や業務を行った企業等を表彰します
～優良工事等表彰件数が昨年度から大幅に増加～

１．概 要

中部地方整備局では、工事等の品質確保や建設事業の推進等を図るため、請負工事
及び業務の成績等が優秀で顕著な功績を納めた企業及び技術者、建設事業推進にあた
って顕著な功績を納めた者及び職員の健康管理に貢献があった者に対し、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 「優良工事等表彰及び下請事務所長表彰授与一覧表｣

「建設事業関係功労者」
「非常勤職員（医員）」

今年度の優良工事等の表彰件数は、工事及び業務の成績に進展が見られたため、
昨年度の３２２件に比べ、約４００件と大幅に増加しております。

３．局長表彰

① 日 時 平成２５年７月１６日（火） 午前１０時から

② 場 所 名古屋合同庁舎第２号館 ８階共用大会議室

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２５年７月１６日（火）

７．問い合わせ先
○建設事業関係功労者及び非常勤職員（医員）並びに式典運営について

国土交通省中部地方整備局総務部 TEL 052-953-8117
人事課長補佐 竹内 充
人事課管理係長 磯部 真也

○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 横山 幸泰
技術検査官 所 靖子

国土交通省中部地方整備局港湾空港部 TEL 052-651-6489
港湾空港整備・補償課 課長補佐 中津川 哲司
港湾空港整備・補償課 港 湾 第 一 係 長 河合 尚男



別添資料

「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

◎局長表彰

　●建設事業功労者

水系名

木曽川

（表彰理由概要）

「建設事業関係功労者」

団　　体　　名

トンボ池を守る会

　多年に亘り、中部地方整備局の河川事業に関連した地域づくりに参画し、大きく貢献された。

◎局長表彰

事務所名

高山国道事務所

（表彰理由概要）

　工藤　学而

　多年に亘り、高山国道事務所神岡維持出張所職員の健康管理に、大きく貢献された。

「非常勤職員（医員）」

氏　　　　　名

事務所長表彰

局長表彰
（営繕部保全指導・監
督室長表彰含む）

企業 技術者
45件 106件 260件 97人

②優良工事技術者 24人 53人 － －
③優良業務 27件 73件 － －
④優良業務技術者 21人 48人 － －
⑤安全工事 2件 2件 3件 1人
⑥社会貢献等 － － － －

企業計 74件 181件 263件 －
技術者計 45人 101人 － 98人

119件 282件 263件 98件

（参考）

企業計 70件 143件 200件 －
技術者計 49人 60人 － 83人

119件 203件 200件 83件
H24

計
322件 283件

部門

下請事務所長表彰

（営繕部保全指導・監督室長表彰含む）

H25

①優良工事

計
401件 361件
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（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

非常勤職員（医院） － 職員の健康管理にあたって、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
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業者名
業者名がJVの場合
代表者及び構成員

業者所在地 事由 表彰区分 協力会社名 業者所在地 専任技術者表彰

1 営繕部 Ｈ２４　豊橋地方合同改修ほか１件工事 酒部建設（株） 愛知県岡崎市日名中町６番地１ 成績優秀 局長表彰 （株）サンシンテクノ中部 愛知県岡崎市宇頭町字西側７２番１

（有）村上建設 岐阜県土岐市泉町久尻１３８６－５ 伊藤　英樹

世紀東急工業（株） 長野県木曽郡南木曽町読書３６７１ 谷口　　誠

北陽建設（株） 岐阜県恵那市大井町２６２７番地１ 岩井　宏記

（株）石井鉄筋 岐阜県加茂郡川辺町下飯田８２－１

4 木曽上流 平成２３年度　木曽川松原築堤工事 （株）髙田組
岐阜県揖斐郡揖斐川町清水１５７番地の
１

成績優秀 局長表彰 神野産業（株） 岐阜県海津市海津町草場１０２番地

5 越美砂防 平成２３年度　越美山系瀬戸谷第１砂防堰堤工事 （株）山辰組
岐阜県揖斐郡大野町大字稲畑２０３番地
の１

成績優秀 局長表彰 揖斐昭和建設（株）
岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方１８９６－
１

清水工業（株） 神戸市中央区港島７－１４ 曽賀　浩

（有）エンジニア・ナカヒラ 千葉市若葉区小倉台６－２６－４ 小曽納 善一

（株）イヤマトータルブリッジ
サポート

名古屋市緑区野末町１４１１ 佐伯　忠宏

畑佐興業（株） 愛知県春日井市篠木町７－２３９８

ヘイセイテック（株） 岐阜県可児郡御嵩町顔戸３７８－１４

（株）エイトン 名古屋市中村区名駅５－３－８

海津建設（株） 名古屋市西区上名古屋四丁目１７－２６ 豊崎　修一

松岡鉄筋工業（有） 岐阜県不破郡垂井町平尾６５８－１

9 岐阜国道 平成２３年度　２１号岐南高架橋南補修補強工事 巴産業（株） 岐阜県岐阜市大池町３番地の１ 成績優秀 局長表彰 （有）フジケン土木 岐阜県関市上之保２２７８３番地

篠田（株） 岐阜県羽島郡岐南町野中１丁目８番地

（株）蜘手電気 岐阜県高山市片野町３丁目２９５－２

（株）共和設備 岐阜県下呂市萩原町上呂７８０番地

（株）技研ユニティ 岐阜県高山市石浦町９丁目３５番地

篠田（株） 岐阜県羽島郡岐南町野中１丁目８番地 川上　智

倉田石砂工業（株） 静岡県三島市大社町１４－５ 芳賀　充良

小林建設（株） 静岡県沼津市大岡３３４３－１

山口建設工業（株） 北九州市八幡西区夕原町６－５

山﨑開発（株） 浜松市西区湖東町６０６６－２ 山﨑　勝義

（株）エコワーク 浜松市南区飯田町４６２－４

（株）加藤建設 愛知県海部郡蟹江町下市場１９－１

（有）オムラ 静岡市駿河区高松１丁目１５－４０

山本基礎工業（株） 山梨県甲府市城東一丁目３－８

15 浜松 平成２３年度　１号浜名大橋主桁補強工事 極東興和（株） 名古屋市中区錦一丁目１７番１３号 成績優秀 局長表彰 太平洋テクノ（株） 名古屋市熱田区金山町１－３－２

局長表彰

平成２３年度　牛淵川段向橋歩道橋下部工事 静岡県菊川市嶺田１１７７番地の１

平成２５年度　優良工事一覧表（平成２４年度完成工事）

下請け企業表彰

番号 事務所 工事名

元請け企業表彰

岐阜国道

平成２３年度　伊豆縦貫錦ヶ丘道路建設工事

名古屋市中区丸の内二丁目１８番２５号

金子工業（株）

大山土木（株）

名古屋市西区牛島町６番１号

浜松

ＪＦＥエンジニアリング（株）平成２２年度　東海環状大谷川高架橋鋼上部工事

高山国道 平成２３年度　４１号小坂道路建設工事

高山国道 平成２４年度　４１号高山国府トンネル高山配管工事

平成２３年度　１号袋井堀越三ヶ野舗装工事

成績優秀

成績優秀浜松

12

8

11

14

13

2

10

3

6

多治見 平成２３年度　１９号恵中拡幅原西道路建設工事 （株）加藤工務店 岐阜県中津川市中川町３番２４号

岐阜県下呂市萩原町萩原１５００番地

名古屋市中区金山五丁目１４番２号

局長表彰成績優秀

局長表彰成績優秀

成績優秀

局長表彰

成績優秀

岐阜県高山市上岡本町３丁目４１０番地

成績優秀多治見 平成２４年度　２１号御嵩次月地区整備工事 岐阜県中津川市手賀野３３５番地の１（株）鳴海組

局長表彰

（株）加藤建設

局長表彰

（株）山田組 静岡県駿東郡長泉町下土狩８８－１

南部建設（株）

局長表彰

愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字下
市場１９番地の１

成績優秀 局長表彰

局長表彰

岐阜国道
平成２３年度　東海環状大垣西地区高架橋東下部工
事

局長表彰成績優秀

大林道路（株）

沼津

成績優秀7 岐阜国道 平成２２年度　１５６号岐阜東ＢＰ日野道路建設工事 大有建設（株）
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業者名
業者名がJVの場合
代表者及び構成員

業者所在地 事由 表彰区分 協力会社名 業者所在地 専任技術者表彰

平成２５年度　優良工事一覧表（平成２４年度完成工事）

下請け企業表彰

番号 事務所 工事名

元請け企業表彰

技研工事（株） 静岡市駿河区東新田４丁目１７番１号

（有）サンシラトリ 静岡市葵区梅ヶ島５３４１番地の１

山田組 静岡県富士市岩本２０６０－７

（株）丸芳 静岡県富士宮市青木１１８６－１ 佐藤　勝章

18 静岡国道 平成２３年度　沼津維持管内橋梁補強補修工事 （株）グロージオ 静岡県島田市御仮屋町８８６３番地の１ 困難克服 局長表彰 不二工業建設（株） 静岡市葵区牧ケ谷２３３２ 松永　明士

海野舗装土木（有） 静岡県藤枝市岡部町岡部１９１６

（有）杉本舗装 静岡市清水区庵原町５７４－４

（株）キクテック 静岡市駿河区西脇字下新田６３４番の１

20 庄内川 平成２３年度　庄内川松蔭堤防耐震補強工事 徳倉建設（株） 名古屋市中区錦三丁目１３番５号 成績優秀 局長表彰 （株）不動テトラ 名古屋市中区栄五丁目２７番１４号 水野　哲也

（株）丹羽由 名古屋市守山区瀬古１丁目９０２番地 香島　新治

（株）西尾組 愛知県稲沢市島子安賀町８２番地 西　保夫

白濱建設（株） 愛知県岡崎市太平町字家下１０－１ 岡田　雅也

神野産業（株） 岐阜県海津市草場１０２ 棚橋　良浩

橋本建設（株） 富山県高岡市常国３１８ 水谷　昇

（有）オオブ工業 三重県桑名市長島町東殿名１０５６

柘植鉄筋 愛知県一宮市東浅井字大島１５５９－８

（株）アウトウォーター 名古屋市東区東大曽根町４８－３６

村瀬工業（株） 岐阜県岐阜市諏訪山１丁目１－２２

（株）藤正組 岐阜県揖斐郡大野町大字野４６１－２１

三沢建設（株） 名古屋市港区小碓三丁目４９番地

（株）山内組 岐阜県瑞穂市生津外宮東町１－２８－５

荒川鉄工（株） 名古屋市中川区十一番町６－５－５

26 名四国道 平成２３年度　２３号蒲郡ＢＰ清田道路建設工事 吉川建設（株） 長野県飯田市松尾町２丁目２５番地 困難克服 局長表彰 協立工事（株） 愛知県安城市桜町３番１８号 筒井  強士

日立テクノス（株） 愛知県豊橋市清須町兵庫８５－１

中部ニチレキ工事（株） 名古屋市港区南十一番町２－６

協立工事（株） 愛知県安城市桜町３番１８号 伊林　重光

（株）松原興業 名古屋市港区本宮新町４０番１ 久松　真一

29 三重
平成２３年度　２３号揖斐長良大橋（上り）右岸耐震補
強工事

松岡建設（株）
三重県三重郡川越町大字亀崎新田５１
番地１

成績優秀 局長表彰 （株）海部架設工業 名古屋市熱田区南一番町２０番９号 山田　敏春

（有）松井林設 岐阜県揖斐郡揖斐川町福島１１８－２ 藤原　洋平

守成建設（株） 三重県四日市市川北町１丁目６０番の１

富士砂防 局長表彰

局長表彰

局長表彰

平成２３年度　富士山砂沢沈砂地工事

愛知国道 平成２４年度　１号川西橋ＰＣ上部工事

成績優秀

28

27

名国 平成２４年度　１号一色大橋左岸道路建設工事

平成２３年度　鈴鹿川下流部堤防維持管理工事

24

23

30

16

17

25

22

名古屋市天白区植田山５丁目２３０１番
地

困難克服

愛知県岡崎市天白町字池田５番地 局長表彰

名古屋市中区栄一丁目２６番１号

静岡県富士市蓼原４９番地の１１ 成績優秀

朝日工業（株）

（株）エコワーク

局長表彰

（株）市川工務店

静岡河川 市川土木（株）

名古屋市中村区名駅三丁目２５番９号

三重県四日市市大字羽津乙９３５－５

愛知県西尾市西浅井町宮下３８番地

静岡市駿河区東新田１丁目３番５５号 成績優秀平成２３年度　安倍川向敷地堤防補強工事

成績優秀

困難克服

局長表彰

局長表彰

局長表彰

成績優秀

平成２４年度　２３号蒲郡ＢＰ蒲郡ＩＣランプ下部工事

（株）安部日鋼工業

黒柳建設（株） 困難克服

（株）久志本組

平成２３年度　２３号豊橋ＢＰ前芝道路建設工事

豊橋 平成２２年度　矢作川安永川排水樋門工事

三重

名国 平成２３年度　第三出張所管内橋梁補強補修工事

名四国道

昭和土木（株）

名四国道

局長表彰成績優秀名古屋市中区栄五丁目２５番２５号

静岡県島田市中溝町１７０３番地19 局長表彰

21 庄内川 平成２３年度　矢田川中切上流地区築堤工事 大興建設（株）
愛知県一宮市木曽川町外割田字寺前８
２番地

局長表彰

静岡国道 平成２３年度　静清維持管内舗装修繕工事

井上建設（株）

前田建設工業（株）

困難克服

困難克服

4



業者名
業者名がJVの場合
代表者及び構成員

業者所在地 事由 表彰区分 協力会社名 業者所在地 専任技術者表彰

平成２５年度　優良工事一覧表（平成２４年度完成工事）

下請け企業表彰

番号 事務所 工事名

元請け企業表彰

（有）一創重建 三重県四日市市水沢野田町１２５８番地

（有）丸新建設 三重県津市垂水１９６０番地の１

大森鉄筋工業（有） 三重県多気郡明和町大字大淀５３２－１

（株）河合興業 岐阜県海津市平田町仏師川１０９－１

（有）テクノエー 岐阜県羽島市堀津町横手１－３－１

33 木曽下流 平成２３年度　揖斐川白鶏高潮堤防補強工事 若築建設（株） 名古屋市中区錦一丁目１１番２０号 困難克服 局長表彰 小野田ケミコ（株） 名古屋市中区新栄一丁目１２－２４ 渕上　憲児

山﨑建設（株） 愛知県大府市横根町坊主山５－１ 永塚　明弘

共進工業（株） 大阪府高槻市南平台４－１５－２２－５１ 佐藤　一城

親和建設（株）
愛知県海部郡大治町大字北間島字柿木
７３

35 紀勢国道
平成２１年度　熊野尾鷲道路新里川橋梁ＰＣ上部工
事

オリエンタル白石（株） 名古屋市中区栄二丁目３番６号 成績優秀 局長表彰 （株）スガナミ 大阪市此花区春日出中２丁目７番１３号

36 紀勢国道 平成２３年度　４２号海山地区整備工事 （株）塩谷組
三重県北牟婁郡紀北町海山区相賀２９９
－１

成績優秀 局長表彰 （株）紀北建設 三重県北牟婁郡紀北町海山区相賀２５７

東和建設（株）
三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長
島８６６−２

中須　保孝

中央産商（株） 三重県松阪市郷津町１５３－４

38 紀勢国道 平成２３年度　紀勢線三浦地区道路建設工事 （株）谷口建設 三重県度会郡南伊勢町切原１０３番地１ 成績優秀 局長表彰 （株）近藤建設 三重県伊勢市上地町３６０４番地１ 近藤　邦男

（株）沖成組
愛知県あま市七宝町鷹居江向１６６０－
１

脇田　政一郎

（株）ハルカプランニング 名古屋市東区砂田橋３－２－１１２

笹島建設（株） 東京都港区南青山２－２２－３

三澤ブルドーザー（株） 長野県駒ヶ根市上穂栄町４－３

エルドラド（株） 大阪市生野区林寺５－６－２２

（株）山建工 長野県飯田市松尾上溝３２３８－１

（有）小林工業 長野県飯田市松尾寺所７３１０－２

大平建設（株） 長野県下伊那郡喬木村１３１６－２

信越アステック（株） 長野県飯田市上郷別府８９－１

43 飯田国道 平成２３年度　４７４号矢筈地区橋梁補修工事 勝間田建設（株） 長野県飯田市松尾町３丁目１９番地 成績優秀 局長表彰 綿半テクノス（株） 長野県下伊那郡高森町下市田３１９８ 佐々木　靖

東亜建設工業（株） 名古屋市中区錦三丁目４番６号 信幸建設（株） 大阪市住之江区西住之江２－１３－１７ 宇山　旭

みらい建設工業（株） 名古屋市中川区月島町６番１号 （株）古川組 静岡市清水区村松４１番地 望月 大輔

（株）小島組 名古屋市港区木場町１－６ 野村　浩

（株）おかむら 名古屋市中川区宮脇町１－３３ 花井　正貴

五港建設（株） 名古屋市港区宝神３丁目１０１８番地の１ 成田　祐之

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１１３
６３番地１

34

39

37

40

45

41

44 局長表彰

局長表彰

長野県駒ヶ根市北町２２番１号

木下建設（株） 長野県飯田市松尾町１丁目２２番地

（株）不動テトラ

成績優秀

局長表彰成績優秀

東亜・みらい特定建設工
事共同企業体

局長表彰

岐阜県安八郡安八町南今ヶ渕５１８番地

浅川建設工業（株）

清水港湾

成績優秀

（株）ヤマウラ

平成２３年度　三遠南信上久堅道路建設工事

平成２４年度　名古屋港鍋田ふ頭航路泊地（－１２
ｍ）浚渫工事

平成２４年度　清水港新興津泊地（－１５ｍ）浚渫工
事

天竜上流
平成２３年度　天竜川水系尾尾余ヶ沢砂防堰堤橋梁
補強工事

32 木曽下流

東海土建（株）

（株）松本組

紀勢国道

42 飯田国道 成績優秀

局長表彰

平成２３年度　木曽川西川築堤護岸工事 髙田建設（株）

清水建設（株）

局長表彰

31 三重 三重県津市西丸之内２番１５号 成績優秀 局長表彰

成績優秀

困難克服

大日本土木（株） 名古屋市中区栄１丁目７番３３号

三重県松阪市嬉野町１４４５番地の２

平成２３年度　２３号中勢ＢＰ整備工事

名古屋市中区錦一丁目３番７号

平成２３年度　紀勢線馬瀬地区道路建設工事

北勢国道 平成２３年度　北勢ＢＰ垂坂跨道橋ＰＣ上部工事

天竜上流
平成２３年度　天竜川水系黒川第４砂防堰堤仮排水
路トンネル工事

平成２０年度　熊野尾鷲道路大吹トンネル大泊工区
工事

紀勢国道

名古屋市中区栄五丁目２７番１４号

困難克服

成績優秀 局長表彰

局長表彰

局長表彰

名古屋港湾 成績優秀

5



業者名
業者名がJVの場合
代表者及び構成員

業者所在地 事由 表彰区分 協力会社名 業者所在地 専任技術者表彰

平成２５年度　優良工事一覧表（平成２４年度完成工事）

下請け企業表彰

番号 事務所 工事名

元請け企業表彰

日管（株） 静岡県焼津市八楠３－２－１４

（株）半田工業所 静岡県富士市神谷６６－２

大藤建設（株） 静岡県藤枝市大洲２丁目１０－１

47 多治見
平成２２年度　１９号恵中拡幅大井地区道路建設工
事

（株）吉川工務店 岐阜県中津川市小川町２番８号 困難克服 事務所長表彰 （有）天晴 岐阜県中津川市中津川２３６４－２３１６

48 多治見 平成２２年度　１９号半原口交差点改良工事 （株）中島工務店 岐阜県中津川市加子母１００５番地 困難克服 事務所長表彰 （株）大西組
岐阜県郡上市白鳥町向小駄良１０１４－
１

伸永建設（株） 岐阜県瑞浪市土岐町２８３３－１

（株）中神工務店 岐阜県恵那市長島町正家７２２－７

西山建設（株） 岐阜県中津川市蛭川２４５５－２

50 多治見 平成２３年度　庄内川水系小家洞砂防堰堤工事 （株）藤本組 岐阜県多治見市小田町５丁目１番地 成績優秀 事務所長表彰

51 木曽上流
平成２４年度　木曽川上流横山ダム貯水池土砂掘削
工事

西濃建設（株）
岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪１１５９番地
８

困難克服 事務所長表彰

52 木曽上流 平成２４年度　国営公園三派川地区施設整備工事 大島造園土木（株） 名古屋市中区栄一丁目１０番３４号 成績優秀 事務所長表彰 山田土木（株） 愛知県愛西市千引町郷前５７－２

53 木曽上流 平成２４年度　木曽川小網災害復旧工事 巴産業（株） 岐阜県岐阜市大池町３番地の１ 成績優秀 事務所長表彰 ノービ重機（株） 岐阜県羽島市竹鼻町飯柄１８７

54 木曽上流 平成２４年度　杭瀬川静里築堤工事 髙田建設（株） 岐阜県安八郡安八町南今ヶ渕５１８番地 成績優秀 事務所長表彰 大幸重機（株） 岐阜県大垣市難波野町４９５番地

55 木曽上流 平成２４年度　単価契約牧田川維持作業 神野産業（株） 岐阜県海津市海津町草場１０２番地 成績優秀 事務所長表彰

56 岐阜国道 平成２４年度　１５６号八幡管内歩道整備工事 （株）木越組 岐阜県郡上市八幡町島谷１６１３番地 困難克服 事務所長表彰 （有）ヤマダ建工 岐阜県郡上市白鳥町白鳥３０３番地８

（株）山本建設工業 大阪府門真市三ッ島７８３－１ 田中　公司

ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株） 岐阜県大垣市神田町２丁目５５番地 野田　邦人

58 岐阜国道 平成２３年度　東海環状大垣西地区整備工事 西濃建設（株）
岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪１１５９番地
８

成績優秀 事務所長表彰 揖斐昭和建設（株）
岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方１８９６－
１

横河工事（株） 大阪市西区靭本町１－４－１２ 廣田　雄二

（有）大角建設工業 大阪市旭区今市１－１１－６ 高木　繁

（株）コジョウテックス 大阪市鶴見区茨田大宮２－２－３９

60 岐阜国道 平成２４年度　美濃加茂除雪作業 大脇建設（株） 岐阜県加茂郡白川町河岐５０２－１ 成績優秀 事務所長表彰 白川産業（株） 岐阜県加茂郡白川町河岐１８９７－１

（株）平田組 岐阜県岐阜市日置江７丁目１－１ 棚橋　進

（株）アイトップ 名古屋市中川区春田１丁目１２６－１

松岡鉄筋工業（有） 岐阜県不破郡垂井町平尾６５８－１

62 岐阜国道
平成２３年度　東海環状養老ＪＣＴ・Ｆランプ橋中下部
工事

（株）松野組 岐阜県瑞穂市穂積１３３０番地 成績優秀 事務所長表彰 （有）三和工務店 岐阜県揖斐郡大野町大野７５８－３６

長谷川建設（株） 名古屋市南区豊１－３２－２２ 宮地　正美

（株）愛知シンコー 名古屋市南区三条２－１５－２５

藤井建設（株） 愛知県西尾市一色町赤羽浜田９５ 白井　孝二

平成２２年度　東海環状桧北高架橋鋼上部工事63

岐阜県本巣市海老４３０番地平成２３年度　東海環状熊野地区下部工事

岐阜国道
名古屋市中村区名駅南一丁目２４番２０
号

成績優秀

名古屋市中区錦３丁目７番１３号

（株）ガイアートＴ・Ｋ

（株）駒井ハルテック

事務所長表彰

（株）ＩＨＩインフラシステム

大河原建設（株） 成績優秀46
営繕部

（静岡営繕）
静岡県島田市向島町４５３２番地 事務所長表彰

名古屋市中村区名駅三丁目１４番１６号

事務所長表彰成績優秀

成績優秀

事務所長表彰

事務所長表彰

61 杉山建設（株）

59 事務所長表彰岐阜国道 平成２２年度　東海環状相川泥川高架橋鋼上部工事 （株）横河ブリッジ

57 岐阜国道 平成２２年度　東海環状祖父江南高架橋鋼上部工事

岐阜国道

Ｈ２４　静岡地方気象台耐震改修ほか１件工事

成績優秀

49 名古屋市中川区露橋二丁目３０番４号多治見 平成２３年度　１９号恵中拡幅三坂地区舗装工事 困難克服
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業者名
業者名がJVの場合
代表者及び構成員

業者所在地 事由 表彰区分 協力会社名 業者所在地 専任技術者表彰

平成２５年度　優良工事一覧表（平成２４年度完成工事）

下請け企業表彰

番号 事務所 工事名

元請け企業表彰

（株）ハンシン建設 大阪市西淀川区佃２－１０－５ 山ノ内　晃

三建塗装工業（株） 大阪府岸和田市極楽寺５７０

（株）谷上組 岐阜県飛騨市古川町貴船町１４－２９ 加藤　和憲

（株）三晃設備工業 岐阜県飛騨市古川町上野６２５－１

66 高山国道 平成２３年度　高山管内整備工事 ナガイ（株） 岐阜県高山市久々野町柳島３２０番地 成績優秀 事務所長表彰 篠田（株） 岐阜県羽島郡岐南町野中１丁目８番地

（株）技研ユニティ 岐阜県高山市石浦町９丁目３５番地

（有）井根鉄筋 岐阜県高山市石浦町９丁目２８４－７

成和建設（株） 静岡県伊豆の国市韮山山木１２０－７

（株）日栄工基 静岡県伊東市宇佐美２０６３－１ 戸松　政富

69 沼津 平成２３年度　伊豆縦貫谷田南地区道路建設工事 加和太建設（株） 静岡県三島市文教町１丁目５番１５号 成績優秀 事務所長表彰 （株）オトワコーエイ 静岡県沼津市柳沢４９２ 大澤　佳昭

（有）三輪建設 静岡県駿東郡長泉町竹原３４２－６０

（有）臼井鉄筋工業所 静岡県沼津市大岡５０９－５

（株）石川建設 静岡県三島市長伏１３３－１

（有）杉山重機 静岡県駿東郡長泉町下長窪５５９ 杉山　直樹

72 沼津 平成２３年度　伊豆縦貫玉沢東地区道路建設工事 中林建設（株） 静岡県三島市谷田字雪沢１７３番地の２ 成績優秀 事務所長表彰 基興業（株） 静岡県伊豆市柳瀬３７５－１

（株）オザワ 静岡県伊豆市土肥８５５－５

（株）ピア東海 静岡市葵区昭府１－１５－８

（株）五十嵐組 静岡県袋井市豊沢１９７０番地の１

信号器材（株） 川崎市中原区市ノ坪１６０番地

ライト工業（株） 静岡市駿河区有東１丁目８番６号

日本基礎技術（株） 名古屋市北区平安２－４－６８ 高木　登

（株）都建設 京都市伏見区石田森東町１－２

（株）北信ボーリング 長野県飯山市大字飯山５２４４番地９

（株）内田商店 浜松市南区小沢渡６６９番地

（株）ワシヅ工業 静岡県湖西市太田９７８－６

（株）守屋組 浜松市南区安松町６５－６

北川工業（株） 静岡市葵区上足洗３－３－３

（株）ライフク 名古屋市守山区花咲台２－１０４

村瀬工業（株） 岐阜県岐阜市諏訪山１－１－２２

68

73

67

76

沼津 平成２４年度　狩野川放水路護岸補修工事

74

77

70

平成２３年度　１号島田防災対策工事

沼津 平成２３年度　伊豆縦貫塚原地区道路建設工事

平成２３年度　１号磐田道路整備工事

浜松

71 沼津

浜松

事務所長表彰静岡県三島市谷田６０番地の３

事務所長表彰

名古屋市中区丸の内一丁目１７番１９号（株）ピーエス三菱平成２３年度　１号篠原橋下り線橋梁補修工事

（株）中村組

大河原建設（株）

青木興業（株）

中村建設（株）

困難克服

困難克服

75

平成２４年度　１号新居弁天ＩＣ改良工事

事務所長表彰

浜松

（株）林工務店

小野建設（株）

平成２３年度　狩野川平町樋管改築工事 山本建設（株） 静岡県三島市南二日町８番３９号

平成２３年度　大場川函南観音川排水機場本体工事

静岡県島田市向島町４５３２番地

浜松市中区中沢町７１番２３号

成績優秀

浜松

成績優秀

静岡県伊豆市土肥６７６番地

事務所長表彰

成績優秀

成績優秀

岐阜県高山市昭和町２丁目１１７番地

事務所長表彰

困難克服

浜松市中区住吉五丁目２２番１号

成績優秀

高山国道 平成２４年度　４１号上切高架橋下部工事

64

事務所長表彰

65 成績優秀 事務所長表彰

困難克服

名古屋市中区栄一丁目７番３３号

静岡県伊豆の国市三福９０１番地

高山国道

岐阜国道

沼津 土屋建設（株）

平成２２年度　東海環状祖父江北高架橋鋼上部工事 高田機工（株） 事務所長表彰名古屋市中区栄四丁目１番１号

事務所長表彰成績優秀

事務所長表彰

事務所長表彰

平成２３年度　４１号高山国府トンネル国府舗装工事 （株）ＮＩＰＰＯ

7



業者名
業者名がJVの場合
代表者及び構成員

業者所在地 事由 表彰区分 協力会社名 業者所在地 専任技術者表彰

平成２５年度　優良工事一覧表（平成２４年度完成工事）

下請け企業表彰

番号 事務所 工事名

元請け企業表彰

78 浜松 平成２４年度　新豊根ダムゲート設備修繕工事 豊国工業（株） 名古屋市西区菊井２丁目２０番１９号 成績優秀 事務所長表彰 横浜鉄構（株） 横浜市中区かもめ町５６番地

（株）みなと 静岡市清水区三保５９０－１１

長尾レッカー（株） 静岡県御前崎市佐倉１０４１－１

80 静岡河川 平成２４年度　大井川牛尾河道拡幅工事 大河原建設（株） 静岡県島田市向島町４５３２番地 成績優秀 事務所長表彰 （有）前田重工業 静岡市葵区山崎二丁目２１－８ 小柳　正啓

（株）ＩＨＩインフラシステム 堺市堺区大浜西町３番地 市村　英紀

福和建設（株） 徳島県徳島市市川内町大松２８５－１ 原内　博文

82 静岡河川 平成２４年度　安倍川水系トイグチ沢流路工工事 （株）白鳥建設 静岡市葵区梅ヶ島６９２番地の１ 創意工夫 事務所長表彰 秋山建設 静岡市葵区桜町１－５－１８

（株）望建工業 静岡市葵区大岩町３－１３

ユナイト（株） 東京都中央区日本橋人形町１－１４－８

（株）新村組 静岡県焼津市三ケ名８０１－１

（株）ハイナン 静岡県牧之原市静波１２１

岡田工業（株） 静岡市葵区昭府２丁目３３番１０号 久保田　宏明

（株）フタバコーケン 静岡市清水区港町１－６－４

86 静岡国道 平成２４年度　沼津維持管内維持修繕工事 渡邊工業（株） 静岡県裾野市深良７４４番地 困難克服 事務所長表彰 （株）寿組 静岡県御殿場市新橋６６９－３８

87 静岡国道 平成２３年度　１号静清川合高架橋ＰＣ上部工事 ドーピー建設工業（株） 静岡県掛川市富部二三七番地 創意工夫 事務所長表彰 （有）ＭＴＡ橋梁工事 静岡県掛川市富部１２７番地 辻　吉継

静岡化工建設（株） 静岡市駿河区敷地２－２６－１３ 野中　孝彦

山田塗装（株） 愛知県東海市名和町石塚１２－５ 北原　　学

89 庄内川 平成２３年度　庄内川西枇杷島築堤護岸工事 山正建設（株） 愛知県稲沢市平和町下起南１５３番地 成績優秀 事務所長表彰 ハヤシ建設（株） 愛知県愛西市山路町下中地１１９ 林　森仁

北陽建設（株） 岐阜県恵那市大井町２６２７番地－１ 高橋　弘典

（有）山本建興 岐阜県恵那市長島町永田５６３番地－２

（株）成川組 名古屋市南区鯛取通５の３の１

（有）たかはま
名古屋市中川区西日置２丁目１３番１１
号

早川建設（株） 名古屋市守山区小幡南二丁目２番３４号

92 庄内川 平成２３年度　庄内川中須堤防耐震補強工事 若築建設（株） 名古屋市中区錦一丁目１１番２０号 成績優秀 事務所長表彰 双和重機建設（株） 名古屋市港区南十一番町５－２ 坪田　真

93 豊橋 平成２４年度　矢作川渡合護岸災害復旧工事 朝日工業（株） 愛知県岡崎市天白町字池田５番地 成績優秀 事務所長表彰 （株）川沿土木 札幌市南区川沿１２条１丁目３番３２号

94 豊橋 平成２４年度　豊川放水路小坂井護岸補修工事 青山建設（株） 愛知県豊橋市東新町２４５番地 成績優秀 事務所長表彰 加藤建設（株） 愛知県豊橋市清須町字外河原１－１０

日本コンクリート（株） 名古屋市守山区瀬古３丁目１７２５

日本技建（株） 名古屋市中村区岩塚本通四丁目１１番

96 名国 平成２３年度　三河地区防災工事 （株）安藤組 愛知県豊田市小田木町大水別８番地 成績優秀 事務所長表彰

創意工夫 事務所長表彰名古屋市中区錦一丁目１７番１３号

名古屋市中川区露橋二丁目３０番４号静岡国道

静岡国道

静岡国道

91

79

95

90 平成２４年度　小里川ダム貯水池法面対策工事庄内川

平成２３年度　１号宇津ノ谷地区防災工事

平成２３年度　静清維持管内橋梁補強工事

83

84

88

庄内川

静岡河川81

浜松

事務所長表彰

静岡市葵区梅ヶ島６９２番地の１

平成２１年度　富士海岸蒲原工区堀川離岸堤工事

（株）早野組

事務所長表彰

日本車輌製造（株）

事務所長表彰

事務所長表彰

事務所長表彰

（株）ガイアートＴ・Ｋ

困難克服

長野県飯田市上郷飯沼１４３８番地１ 創意工夫

成績優秀名古屋市熱田区三本松町１番１号 事務所長表彰

困難克服

困難克服静岡県藤枝市堀之内１丁目１－３

平成２３年度　１号静清維持管内橋梁補修工事

平成２２年度　１号弥生町電線共同溝工事

東洋建設（株）

名国 成績優秀

平成２３年度　庄内川吉根築堤工事 水野建設（株） 困難克服

事務所長表彰

事務所長表彰

85 静岡国道

困難克服

平成２２年度　２２号枇杷島電線共同溝児玉西工事

静岡市駿河区南町六番一号

中部土木（株）

（株）白鳥建設

名古屋市千種区徳川山町一丁目１２番３
０号

名工建設（株）

名古屋市名東区社台三丁目１２５番地

（株）山田組

平成２３年度　１号袋井堀越中高架橋鋼上部工事

8



業者名
業者名がJVの場合
代表者及び構成員

業者所在地 事由 表彰区分 協力会社名 業者所在地 専任技術者表彰
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番号 事務所 工事名

元請け企業表彰

97 名国 平成２４年度　名古屋北部地区橋梁補強工事 （株）オカシズ 名古屋市東区東大曽根町２２番２５号 困難克服 事務所長表彰 （有）ビルド・アン
愛知県尾張旭市東名西町１丁目１２４番
地

98 名国 平成２３年度　三河地区交通安全施設設置工事 前田道路（株） 名古屋市中区栄５丁目２５番２５号 困難克服 事務所長表彰 大起建設（株） 愛知県豊橋市大崎町字笠松８８－１

99 名国 平成２３年度　１号藤川横断歩道橋鋼上部工事 （株）東京鐵骨橋梁 名古屋市中区栄四丁目６番１５号 創意工夫 事務所長表彰

（株）ケイエヌメンテ 名古屋市南区砂口町２３０番地

富山建設（株） 三重県桑名市松並町２丁目３２番地１

（有）メイビック 愛知県一宮市多加木５丁目２４番地９号 仲　健一

（株）二友組 名古屋市名東区亀の井３丁目１７７番 大島　和則

大川産業（株） 愛知県尾張旭市城山町向ヶ丘１７番地

（有）西方興業 愛知県豊田市畝部西町柳原１番地６１ 西方　隆

（有）原鉄筋工業 名古屋市緑区徳重２丁目７０５番地

早川建設（株） 名古屋市守山区小幡南二丁目２番３４号 益田　健二

ワールド開発工業（株） 愛知県小牧市外堀三丁目１１９番地

加藤建設（株） 愛知県豊橋市前芝町字西１１４－２

（株）エコワーク 静岡県島田市中溝町１７０３

105 名四国道 平成２４年度　２３号豊橋東ＢＰ牛田西道路建設工事 （株）ヒメノ 名古屋市東区東大曽根町１２番１９号 成績優秀 事務所長表彰 丸磯建設（株） 兵庫県西宮市山口町名来１－２３－１６ 永井　清裕

106 名四国道 平成２２年度　２３号豊橋ＢＰ神野新田道路建設工事 （株）加藤建設
愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字下
市場１９番地の１

創意工夫 事務所長表彰 （株）波多野組 愛知県豊川市金屋橋町３６番地 田中　敏樹

木村建設（株） 愛知県碧南市源氏神明町６１ 山田　正

三河建設（株） 愛知県西尾市一色町対米船原７４－１ 鈴木　浩正

吉田重機建設（株） 大阪府八尾市郡川２丁目５２番地 石野田　浩

山﨑建設（株） 愛知県大府市横根町坊主山５番地１ 廣　喜太郎

（有）鈴木工業 三重県桑名市北魚町１０番地

（株）山内組 岐阜県瑞穂市生津外宮東１－２８－５

荒川鉄工（株） 名古屋市中川区十一番町６－５－５

長谷川建設（株） 名古屋市南区豊１－３２－２２ 有馬　慎太郎

水野工業（株） 岐阜県瑞穂市祖父江伯母塚２１２

（株）奥野工業
三重県四日市市塩浜本町２丁目８７６－
１

（有）服部建設工業 三重県四日市市平尾町２８００－２

（株）山下組 三重県志摩市志摩町和具７９９番地２ 北井　宗徳

高砂建設（株） 三重県津市港町１３－１２

事務所長表彰

事務所長表彰

愛知県愛西市山路町野方１４９番地７

名四国道

愛知国道

102

109

101

100

112

107

事務所長表彰

事務所長表彰

困難克服

三重 平成２３年度　１号内部橋ＰＣ床版取替工事

鹿島道路（株）

104

平成２３年度　２３号塩浜大橋耐震補強工事 徳倉建設（株）

三重

名四国道

平成２３年度　３０２号東南部地区整備工事 日起建設（株）

平成２３年度　２３号名古屋南部地区伸縮装置補修
工事

名国

事務所長表彰

事務所長表彰

名古屋市中区錦三丁目１３番５号

三重県松坂市高町４５０番地１

103

110

108

名四国道

名四国道

111 三重

平成２３年度　２３号豊橋ＢＰ前芝宇塚舗装工事

事務所長表彰

成績優秀 事務所長表彰

愛知県刈谷市一里山町伐払１２３番地

成績優秀

困難克服

成績優秀

（株）安部日鋼工業

平成２３年度　２３号知立ＢＰ和泉地区舗装工事名四国道

困難克服

名古屋市中区錦二丁目１０番１３号

事務所長表彰成績優秀

事務所長表彰

名古屋市中村区名駅三丁目２５番９号

愛知県西尾市吉良町上横須賀神ノ木２４
番地

大阪市中央区道修町四丁目５番１７号

困難克服

事務所長表彰

名四国道 困難克服

創意工夫

困難克服

平成２２年度　雲出古川稲葉高潮堤防工事 丸亀産業（株）

川田建設（株）

愛知県長久手市熊田３０６番地

福田道路（株）

名古屋市中区栄２丁目４番１号

名古屋市中区丸の内三丁目２３番８号

平成２３年度　２３号知立ＢＰ中北側道橋ＰＣ上部工
事

平成２３年度　２３号蒲郡ＢＰ芦谷西道路建設工事

（株）森組

フジタ道路（株）

平成２２年度　２３号蒲郡ＢＰ蒲郡ＩＣ下部工事

長坂建設興業（株）

（株）近藤組

平成２３年度　１５３号豊田西ＢＰ東新道路建設工事

9
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113 三重 平成２４年度　宮川水系水閘門機械設備改修工事 （株）日立製作所 名古屋市中区栄３丁目１７番１２号 成績優秀 事務所長表彰
（株）日立プラントエンジニア
リングアンドサービス

東京都豊島区東池袋３－１－３

（株）奥野工業
三重県四日市市塩浜本町２丁目８７６－
１

幸和産業（株） 三重県四日市市日永西５丁目７番２２号 和田　巧

115 三重 平成２３年度　櫛田川堤防維持管理工事 中村土建（株） 三重県松阪市垣鼻町７５６番地 成績優秀 事務所長表彰

116 三重 平成２３年度　津管内舗装修繕工事 日本土建（株） 三重県津市大倉１９番１号 成績優秀 事務所長表彰 三舞建設（株） 三重県鈴鹿市秋永町２０１７番地 大平　善法

（株）桑原造園土木 岐阜県海津市南濃町奥条２６７－３

名東電気工事（株） 名古屋市昭和区広路通３－７－２

118 木曽下流
平成２４年度　木曽川下流管内下流部水門等機械設
備改造工事

西田鉄工（株） 名古屋市中区栄二丁目９－３０ 創意工夫 事務所長表彰 （有）オンテック 滋賀県甲賀市水口町山２３４２番地

ノービ重機（株） 岐阜県羽島市竹鼻町飯柄１８７ 坂　　孝

（株）瀬古興業 岐阜県海津市海津町沼新田５５２

120 木曽下流 平成２３年度　木曽岬地区堤防補修工事 松岡建設（株）
三重県三重郡川越町大字亀崎新田５１
番地１

創意工夫 事務所長表彰 世紀東急工業（株） 三重県桑名郡木曽岬町富田子２９６ 高木　秀明

水谷建設（株） 三重県桑名市蛎塚新田３２８番地 鈴木　剛

（株）梶川建設 愛知県碧南市天神町２－８

東進産業（株） 三重県津市大里睦合町２５９７番地 舟橋　克彦

ユウテック（株） 三重県南牟婁郡紀宝町井田２４０４－１３ 久保田　厚宏

123 紀勢国道 平成２３年度　紀勢線三浦地区照明設備設置工事 東光電気工事（株） 名古屋市中区新栄一丁目３３番２号 成績優秀 事務所長表彰 （株）ティ・エス・ケー 愛知県小牧市久保一色南１－２４５ 湯瀬　節也

124 紀勢国道 平成２３年度　４２号熊野管内修繕工事 徳倉建設（株） 名古屋市中区錦三丁目１３番５号 成績優秀 事務所長表彰 （株）奥野工業
三重県四日市市塩浜本町２丁目８７６－
１

田村　純

（株）丸紅 静岡県島田市湯日１番地の１

ツルタ工業（株） 三重県津市森町５００８番地の５

126 紀勢国道
平成２３年度　紀勢線道瀬トンネル非常用施設設備
工事

能美防災（株） 東京都千代田区九段南４丁目７番３号 成績優秀 事務所長表彰 三誠産業（株） 高知県高知市高須新町３－４－４

ショーボンド建設（株） 三重県四日市市鵜の森２－３－１９ 山川　泰宏

松阪興産（株） 三重県松阪市鎌田町２５３－５

128 紀勢国道 平成２３年度　４２号尾鷲管内災害復旧工事 （株）東組 三重県尾鷲市倉ノ谷町２番７号 創意工夫 事務所長表彰

129 紀勢国道 平成２３年度　４２号紀宝トンネル整備工事 大日本土木（株） 名古屋市中区栄１丁目７番３３号 成績優秀 事務所長表彰 横山工業（株） 岐阜県可児市大森１５３０－２ 高橋　大治

（株）岡本組
三重県北牟婁郡紀北町海山区上里４５
番地２

村林　直樹

（有）玉本建設
三重県北牟婁郡紀北町海山区矢口浦８
９４－１

谷建設（有）
三重県北牟婁郡紀北町海山区便ノ山５１
８－２

131 紀勢国道
平成２３年度　紀勢線古里地区トンネル管路布設工
事

宮本建設（株） 三重県伊勢市辻久留３丁目５番５２号 成績優秀 事務所長表彰

名古屋市北区天道町３丁目１５番地 困難克服

創意工夫

名古屋市中区栄一丁目７番３３号

紀勢国道

紀勢国道

117

事務所長表彰130

125

（株）佐藤渡辺

鹿島道路（株）

平成２３年度　４２号紀宝ＢＰ舗装工事 （株）ＮＩＰＰＯ

平成２３年度　４２号大吹トンネル大泊工区舗装工事

木曽下流

平成２３年度　４２号大吹トンネル新鹿工区舗装工事

困難克服 事務所長表彰

丸亀産業（株）

名古屋市中区錦二丁目１０番１３号

三重県松坂市高町４５０番地１ 事務所長表彰

事務所長表彰

事務所長表彰

成績優秀 事務所長表彰

岐阜県海津市海津町平原４３２番地

三重県四日市市川原町三二番一号 成績優秀

三重

119 木曽下流 平成２４年度　木曽川下流管内根固整備工事 （株）大橋工務店

121 木曽下流 平成２３年度　木曽川小島築堤護岸工事 朝日土木（株）

事務所長表彰成績優秀

122 紀勢国道

114

127 紀勢国道
平成２３年度　４２号大台・大紀地区橋梁耐震補強工
事

アイトム建設（株）

（株）伊藤工務店

事務所長表彰成績優秀平成２３年度　２３号四日市管内橋梁補修工事

岐阜県海津市海津町馬目２７６番地の１

三重県四日市市南浜田町４番１号

平成２４年度　木曽川小島新田築堤工事 創意工夫

10



業者名
業者名がJVの場合
代表者及び構成員

業者所在地 事由 表彰区分 協力会社名 業者所在地 専任技術者表彰

平成２５年度　優良工事一覧表（平成２４年度完成工事）

下請け企業表彰

番号 事務所 工事名

元請け企業表彰

（株）セルフ舎建設 三重県尾鷲市倉ノ谷町１２－１１

東亜道路工業（株） 三重県名張市美旗中村６５０－１

（株）森岡組 三重県熊野市井戸町６１３－１３ 滝本　守

ユウテック（株） 三重県南牟婁郡紀宝町井田２４０４－１３ 瀬永　好宏

サンユー工業（株） 三重県熊野市有馬町５７１４－４ 仲西　成男

（株）ＫＴＫ 岐阜県関市山田１１４番地２

（株）野田自動車工業所 岐阜県大垣市赤坂新町４－１３４－１

（株）奥野工業
三重県四日市市塩浜本町２丁目８７６－
１

松井　孝司

（株）ケミカル工事 愛知県清洲市春日中沼５４番地３ 　丸山　弘高

大同建設工業（株） 三重県伊賀市上野丸之内１１７番地

東進産業（株） 三重県津市大里陸合町２５９７

（有）竹内工業 長野県下伊那郡松川町大島１００－５

飯田建設（株） 長野県下伊那郡高森町出原３７３－２

三澤ブルドーザー（株） 長野県駒ヶ根市上穂栄町４－３

泊土木
長野県上伊那郡南箕輪村８６０６－１８１
９

三澤ブルドーザー（株） 長野県駒ヶ根市上穂栄町４－３

中澤木材（株） 長野県駒ヶ根市中沢４１１７

（株）宮坂組 長野県上伊那郡南箕輪村４０－１ 佐藤　隼人

伊那建運（株） 長野県上伊那郡箕輪町三日町８６１－２

（有）小林工業 長野県飯田市松尾寺所７３１０－２

飯田建設（株） 長野県下伊那郡高森町出原３７３－２ 桐崎　敏行

（株）鈴木工務店 東京都大田区蒲田本町１－８－１ 砂森　賢造

須坂クレーン興業（株） 長野県上高井郡高山村大字中山９６６ 奥原　重永

143 飯田国道 平成２３年度　１５３号北部橋梁補修工事 北沢建設（株） 長野県飯田市吾妻町７番地 困難克服 事務所長表彰 （有）北栄工業 長野県長野市稲里町中央４－１１－２２ 山岸　博之

144 飯田国道 平成２３年度　１９号南部地区防災工事 大宗土建（株）
長野県木曽郡南木曽町読書３６９２番地
３

成績優秀 事務所長表彰 北陽建設（株） 長野県木曽郡木曽町福島２８２２番地１ 新井　智樹

145 天竜ダム 平成２４年度　小渋ダム法面工事 田島建設（株）
長野県上伊那郡中川村片桐５、１５８番
地

成績優秀 事務所長表彰

花菱建材（株） 岐阜県恵那市上矢作町５３６番地の２

サトウ重機（株） 岐阜県瑞浪市明世町月吉４９５－１

136

事務所長表彰

困難克服

133 紀勢国道 平成２２年度　４２号新鹿道路建設工事 若築建設（株） 名古屋市中区錦一丁目１１番２０号 成績優秀

紀勢国道

平成２４年度　２６０号棚橋ＰＣ上部工事

事務所長表彰

三重県津市大倉１９番１号

三重県四日市市南浜田町４番１号

長野県駒ヶ根市中沢４８９４番地１

（株）ＩＨＩインフラ建設

事務所長表彰

146 矢作ダム 平成２３年度　矢作ダム峰地区残土受入地整備工事 板垣建設（株） 成績優秀 事務所長表彰岐阜県恵那市山岡町原７８９－３

事務所長表彰

北勢国道 平成２３年度　２５号下柘植ＩＣ建設工事 松岡建設（株） 成績優秀 事務所長表彰
三重県三重郡川越町大字亀崎新田５１
番地１

135 北勢国道
平成２３年度　名阪国道亀山西地区橋梁補強補修工
事

アイトム建設（株） 困難克服

134 紀勢国道 名古屋市中区丸の内三丁目１７番２９号 創意工夫

132 平成２３年度　４２号賀田地区整備工事 日本土建（株）

長野県飯田市松尾町２丁目２５番地

成績優秀 事務所長表彰

137 天竜上流
平成２３年度　天竜川水系持社沢砂防堰堤橋梁下部
工事

大協建設（株） 成績優秀 事務所長表彰
長野県下伊那郡大鹿村大字鹿塩４１１番
地

成績優秀 事務所長表彰

139 天竜上流 平成２３年度　天竜川片桐小和田護岸工事 宮下建設工業（株） 長野県上伊那郡中川村片桐４０３０番地

138 天竜上流

141 飯田国道 平成２４年度　三遠南信龍江久堅道路建設工事 （株）ヤマウラ

140 飯田国道

平成２４年度　天竜川水系与田切床固工事 （株）丸福久保田組

142 飯田国道
平成２２年度　１５３号伊南バイパス１号橋ＰＣ上部工
事

鹿島建設（株） 創意工夫 事務所長表彰

長野県駒ヶ根市北町２２番１号

名古屋市中区新栄町二丁目１４番地

平成２３年度　１５３号伊南バイパス田切北河原橋梁
下部工事

吉川建設（株）

成績優秀 事務所長表彰

成績優秀 事務所長表彰

11



業者名
業者名がJVの場合
代表者及び構成員

業者所在地 事由 表彰区分 協力会社名 業者所在地 専任技術者表彰

平成２５年度　優良工事一覧表（平成２４年度完成工事）

下請け企業表彰

番号 事務所 工事名

元請け企業表彰

錦海運建設（株） 横浜市磯子区西町１０－２３ 　風折　佳伸

（有）花崎海洋土木 静岡市清水区万世町１丁目１－７ 岩間　勝正

（株）茂木組 静岡市清水区月見町１８－２４

148 清水港湾
平成２４年度　田子の浦港航路泊地（－１２ｍ）港口
部浚渫工事

青木建設（株） 静岡県熱海市田原本町九番一号 成績優秀 事務所長表彰 新総建設（株） 千葉市中央区市場町３－１ 山口　嘉之

五港建設（株） 名古屋市港区宝神３丁目１０１８番地の１

（株）橋本潜水興業 名古屋市港区宝神５丁目３２０３

150 三河港湾 平成２４年度　三河港防波堤（南）上部工事 神野建設（株）
愛知県豊橋市神野新田町字コノ割９番地
の１

創意工夫 事務所長表彰 眞木海工（株） 愛知県田原市浦町原組２３番地２ 大谷　強

151 四日市港湾
平成２３年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞４
号幹線）橋梁（Ｐ１２）下部工事

みらい建設工業（株） 名古屋市中川区月島町６番１号 成績優秀 事務所長表彰 （有）スリーテック 愛知県春日井市関田町３丁目３２番地

静岡市清水区松原町５番１７号 成績優秀

事務所長表彰

147

名古屋市中村区中島町三丁目３９番地

清水港湾 平成２４年度　清水港新興津防波堤築造工事 鈴与建設（株） 事務所長表彰

149 名古屋港湾
平成２４年度　名古屋港第３ポートアイランド築堤嵩
上工事

鈴中工業（株） 成績優秀

12



番号 事務所 工事名 業者名 業者名がＪＶの場合代表者及び構成員 業者所在地 氏名 役職 事由 表彰区分

1 多治見 平成２４年度　２１号御嵩次月地区道路整備工事 （株）吉川工務店 岐阜県中津川市小川町２番８号 永谷　正孝 監理技術者 成績優秀 局長表彰

2 木曽上流 平成２４年度　木曽川小網災害復旧工事 巴産業（株） 岐阜県岐阜市大池町３番地の１ 中村　岳史
監理技術者・現
場代理人兼任

創意工夫 局長表彰

3 岐阜国道 平成２４年度　１５６号八幡管内歩道整備工事 （株）木越組 岐阜県郡上市八幡町島谷１６１３番地 羽生　健二 現場代理人 困難克服 局長表彰

4 岐阜国道 平成２３年度　２５８号奥条地区改良工事 巴産業（株） 岐阜県岐阜市大池町３番地の１ 竹山　明宏 現場代理人 創意工夫 局長表彰

5 高山国道 平成２４年度　４１号高山国府トンネル高山配管工事 大山土木（株） 岐阜県高山市上岡本町３丁目４１０番地 上嶋　尚人 監理技術者 成績優秀 局長表彰

6 沼津 平成２２年度　伊豆縦貫大場南高架橋下部工事 （株）不動テトラ 名古屋市中区栄五丁目２７番１４号 山中　健大 監理技術者 成績優秀 局長表彰

7 浜松 平成２３年度　１号袋井堀越三ヶ野舗装工事 大林道路（株） 名古屋市中区丸の内二丁目１８番２５号 吉田　浩介 現場代理人 成績優秀 局長表彰

8 静岡河川 平成２４年度　大井川牛尾河道拡幅工事 大河原建設（株） 静岡県島田市向島町４５３２番地 戸塚　聖治 現場代理人 成績優秀 局長表彰

9 静岡国道 平成２３年度　１号藤枝岡部横内地区舗装工事 日本道路（株） 名古屋市中区松原三丁目１５番１９号 山本　恭久 現場代理人 困難克服 局長表彰

10 庄内川 平成２３年度　庄内川松蔭堤防耐震補強工事 徳倉建設（株） 名古屋市中区錦三丁目１３番５号 鬼頭　義樹 監理技術者 成績優秀 局長表彰

11 名国 平成２３年度　三河地区防災工事 （株）安藤組 愛知県豊田市小田木町大水別８番地 安藤　剛史 現場代理人 成績優秀 局長表彰

12 名四国道
平成２４年度　２３号蒲郡ＢＰ神ノ郷・坂本トンネル舗装工
事

福田道路（株） 名古屋市中区丸の内三丁目２３番８号 石水　誠 監理技術者 困難克服 局長表彰

13 名四国道 平成２３年度　２３号蒲郡ＢＰ清田道路建設工事 吉川建設（株） 長野県飯田市松尾町２丁目２５番地 武居　昭寿 監理技術者 創意工夫 局長表彰

14 三重
平成２３年度　２３号揖斐長良大橋（上り）右岸耐震補強工
事

松岡建設（株）
三重県三重郡川越町大字亀崎新田５１番地
１

坂口　誠 監理技術者 成績優秀 局長表彰

15 三重 平成２３年度　１号内部橋ＰＣ床版取替工事 川田建設（株） 名古屋市中区栄２丁目４番１号 堤竹　済 監理技術者 成績優秀 局長表彰

16 木曽下流 平成２３年度　揖斐川福島高潮堤防補強工事 髙田建設（株） 岐阜県安八郡安八町南今ヶ淵５１８番地 髙田　美仁 監理技術者 創意工夫 局長表彰

17 紀勢国道 平成２０年度　熊野尾鷲道路大吹トンネル大泊工区工事 清水建設（株） 名古屋市中区錦一丁目３番７号 石井　孝広 監理技術者 困難克服 局長表彰

18 紀勢国道 平成２３年度　紀勢線道瀬トンネル非常用施設設備工事 能美防災（株） 東京都千代田区九段南４丁目７番３号 菊地　裕二
監理技術者・現
場代理人兼任

成績優秀 局長表彰

19 紀勢国道 平成２３年度　紀勢線赤羽川橋右岸下部工事 若築建設（株） 名古屋市中区錦一丁目１１番２０号 牧原　久利 監理技術者 成績優秀 局長表彰

20 北勢国道 平成２３年度　北勢ＢＰ垂坂跨道橋ＰＣ上部工事 大日本土木（株） 名古屋市中区栄１丁目７番３３号 足立　高宣 監理技術者 成績優秀 局長表彰

21 天竜上流
平成２３年度　天竜川水系黒川第４砂防堰堤仮排水路トン
ネル工事

浅川建設工業（株）
長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１１３６３
番地１

石黒　敦 現場代理人 成績優秀 局長表彰

22 飯田国道 平成２３年度　１５３号北部橋梁補修工事 北沢建設（株） 長野県飯田市吾妻町７番地 宮下　英樹 監理技術者 成績優秀 局長表彰

東亜建設工業（株） 名古屋市中区錦三丁目４番６号

みらい建設工業（株） 名古屋市中川区月島町６番１号

24
名古屋港

湾
平成２４年度　名古屋港鍋田ふ頭航路泊地（－１２ｍ）浚渫
工事

（株）不動テトラ 名古屋市中区栄五丁目２７番１４号 城戸 順康 現場代理人 成績優秀 局長表彰

平成２５年度　優良工事技術者一覧表（平成２４年度完成工事）

東亜・みらい特定建設工事共同企業
体

平成２４年度　清水港新興津泊地（－１５ｍ）浚渫工事清水港湾23 宗　　光則 現場代理人 成績優秀 局長表彰
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番号 事務所 工事名 業者名 業者名がＪＶの場合代表者及び構成員 業者所在地 氏名 役職 事由 表彰区分

平成２５年度　優良工事技術者一覧表（平成２４年度完成工事）

25 営繕部 Ｈ２４　豊橋地方合同改修ほか１件工事 酒部建設（株） 愛知県岡崎市日名中町６番地１ 八木　邦彦
監理技術者・現
場代理人兼任

成績優秀 室長表彰

26 多治見 平成２２年度　１９号半原口交差点改良工事 （株）中島工務店 岐阜県中津川市加子母１００５番地 三尾　大輔 監理技術者 困難克服 事務所長表彰

27 多治見 平成２３年度　１９号恵中拡幅三坂地区舗装工事 （株）ガイアートＴ・Ｋ 名古屋市中川区露橋二丁目３０番４号 神谷　裕之 現場代理人 困難克服 事務所長表彰

28 木曽上流 平成２４年度　木曽川上流横山ダム貯水池土砂掘削工事 西濃建設（株） 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪１１５９番地８ 國枝　保男 監理技術者 困難克服 事務所長表彰

29 木曽上流 平成２３年度　国営公園江南地区管理施設整備工事 ヤハギ緑化（株） 名古屋市東区葵三丁目１９番７号 松田　芳哉 監理技術者 創意工夫 事務所長表彰

30 越美砂防 平成２３年度　越美山系宇津志谷第１砂防堰堤工事 杉山建設（株） 岐阜県本巣市海老４３０番地 中島　義裕 監理技術者 困難克服 事務所長表彰

31 岐阜国道 平成２３年度　東海環状養老ＪＣＴ直江西整備工事 岐建（株） 岐阜県岐阜市大垣市西崎町２丁目４６番地 常川　裕司 現場代理人 成績優秀 事務所長表彰

32 岐阜国道 平成２２年度　東海環状大谷川高架橋鋼上部工事 ＪＦＥエンジニアリング（株） 名古屋市西区牛島町６番１号 一瀬　康宏 監理技術者 成績優秀 事務所長表彰

33 岐阜国道 平成２３年度　東海環状大垣西地区高架橋東下部工事 （株）加藤建設
愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市
場１９番地の１

小澤　康弘 監理技術者 成績優秀 事務所長表彰

34 岐阜国道 平成２３年度　東海環状養老ＪＣＴ・Ｆランプ橋中下部工事 （株）松野組 岐阜県瑞穂市穂積１３３０番地 牧村　佳幸 監理技術者 成績優秀 事務所長表彰

35 岐阜国道 平成２４年度　八幡管内維持修繕工事 日本ハイウエイ・サービス（株） 名古屋市千種区内山三丁目１８番１０号 細川　弾也 監理技術者 困難克服 事務所長表彰

36 高山国道 平成２３年度　４１号小坂道路建設工事 金子工業（株） 岐阜県下呂市萩原町萩原１５００番地 二村　登志也 現場代理人 成績優秀 事務所長表彰

37 高山国道 平成２４年度　神岡管内除雪作業 坂本土木（株） 岐阜県飛騨市神岡町麻生野５１４番地２２ 高野　幸一
監理技術者・現
場代理人兼任

困難克服 事務所長表彰

38 沼津 平成２３年度　黄瀬川黄瀬川橋下部工事 土屋建設（株） 静岡県伊豆の国市三福９０１番地 斎藤　勇 監理技術者 成績優秀 事務所長表彰

39 沼津 平成２３年度　伊豆縦貫谷田南地区道路建設工事 加和太建設（株） 静岡県三島市文教町１丁目５番１５号 岩崎　敏之 現場代理人 成績優秀 事務所長表彰

40 浜松 平成２４年度　１号浜松維持管内舗装修繕工事 （株）中村組 浜松市中区住吉五丁目２２番１ 伊藤　孝真 現場代理人 成績優秀 事務所長表彰

41 浜松 平成２３年度　１号安新高架橋橋梁補強工事 （株）アキヤマ 静岡県磐田市下神増１７３番地３ 鈴木　良治 監理技術者 成績優秀 事務所長表彰

42 浜松 平成２４年度　新豊根ダムゲート設備修繕工事 豊国工業（株） 名古屋市西区菊井２丁目２０番１９号 髙橋　正幸
主任技術者・現
場代理人兼任

成績優秀 事務所長表彰

43 静岡河川 平成２４年度　安倍川丸子川水門耐震補強工事 市川土木（株） 静岡県駿河区東新田１丁目３番５５号 佐野　孝峰 監理技術者 困難克服 事務所長表彰

44 富士砂防 平成２３年度　富士山砂沢沈砂地工事 井上建設（株） 静岡県富士市蓼原４９－１１ 弘瀬　昇 現場代理人 成績優秀 事務所長表彰

45 静岡国道 平成２３年度　１号静清藁科川橋床版工事 木内建設（株） 静岡市駿河区国吉田１丁目７番３７号 笠井　建史 現場代理人 困難克服 事務所長表彰

46 静岡国道 平成２３年度　１号寺尾地区道路建設工事 静和工業（株） 静岡市駿河区泉町３番１５号 大石　忠良 監理技術者 困難克服 事務所長表彰

47 静岡国道 平成２４年度　１号富士地区橋梁補修工事 （株）石井組 静岡県富士市水戸島元町４番１０号 望月　秀人 現場代理人 困難克服 事務所長表彰

48 庄内川 平成２３年度　矢田川中切上流地区築堤工事 大興建設（株）
愛知県一宮市木曽川町外割田字寺前８２番
地

小川　嘉保 監理技術者 困難克服 事務所長表彰

49 庄内川 平成２３年度　庄内川西枇杷島築堤護岸工事 山正建設（株） 愛知県稲沢市平和町下起南１５３番地 鈴木　雅志 監理技術者 成績優秀 事務所長表彰

50 豊橋 平成２４年度　矢作川渡合護岸災害復旧工事 朝日工業（株） 愛知県岡崎市天白町字池田５番地 泉　裕久 監理技術者 成績優秀 事務所長表彰

51 名国 平成２４年度　第二出張所街路樹維持工事 （株）造園サービス 名古屋市中区錦３丁目２３番１８号 土肥　康彦
監理技術者・現
場代理人兼任

成績優秀 事務所長表彰
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番号 事務所 工事名 業者名 業者名がＪＶの場合代表者及び構成員 業者所在地 氏名 役職 事由 表彰区分

平成２５年度　優良工事技術者一覧表（平成２４年度完成工事）

52 名国 平成２３年度　第三出張所管内橋梁補強補修工事 （株）市川工務店 名古屋市中区栄一丁目２６番１号 芳賀　勇輔 現場代理人 成績優秀 事務所長表彰

53 名国 平成２２年度　２２号枇杷島電線共同溝児玉西工事 中部土木（株） 名古屋市名東区社台三丁目１２５番地 外山　幹昌 監理技術者 成績優秀 事務所長表彰

54 愛知国道 平成２４年度　１号川西橋ＰＣ上部工事 （株）安部日鋼工業 名古屋市中村区名駅三丁目２５番９号 廣田　宜久 現場代理人 成績優秀 事務所長表彰

55 名四国道 平成２３年度　２３号豊橋東ＢＰ東細谷ＩＣ道路建設工事 藤城建設（株） 愛知県豊橋市花田町字中ノ坪１１番地 伊與田　淳児 監理技術者 成績優秀 事務所長表彰

56 名四国道 平成２２年度　２３号豊橋ＢＰ神野新田道路建設工事 （株）加藤建設
愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市
場１９番地の１

福田　憲一 現場代理人 創意工夫 事務所長表彰

57 名四国道 平成２４年度　２３号蒲郡ＢＰ蒲郡ＩＣランプ下部工事 朝日工業（株） 愛知県岡崎市天白町字池田５番地 山本　敦史 現場代理人 成績優秀 事務所長表彰

58 名四国道 平成２３年度　２３号蒲郡ＢＰ芦谷西道路建設工事 （株）近藤組 愛知県刈谷市一里山町伐払１２３番地 杉浦　弘一 監理技術者 困難克服 事務所長表彰

59 三重 平成２４年度　宮川水系水閘門機械設備改修工事 （株）日立製作所
名古屋市中区栄３丁目１７番１２号大津通電
気ビル

高柿　隆 監理技術者 成績優秀 事務所長表彰

60 三重 平成２３年度　２３号四日市管内橋梁補修工事 アイトム建設（株） 三重県四日市市南浜田町４番１号 坂野　貴志 現場代理人 成績優秀 事務所長表彰

61 三重 平成２３年度　２３号神戸道路建設工事 アイトム建設（株） 三重県四日市市南浜田町４番１号 田中　大樹 監理技術者 成績優秀 事務所長表彰

62 木曽下流 平成２３年度　揖斐川白鶏高潮堤防補強工事 若築建設（株） 名古屋市中区錦一丁目１１番２０号 小笠原　隆寛 監理技術者 困難克服 事務所長表彰

63 木曽下流
平成２４年度　木曽川下流管内下流部水門等機械設備改
造工事

西田鉄工（株） 名古屋市中区栄二丁目９－３０ 坂本　勤治
主任技術者・現
場代理人兼任

創意工夫 事務所長表彰

64 紀勢国道 平成２３年度　紀勢線馬瀬地区道路建設工事 （株）松本組 三重県松阪市嬉野町１４４５番地の２ 羽根　俊幸 監理技術者 困難克服 事務所長表彰

65 紀勢国道 平成２３年度　４２号海山地区整備工事 （株）塩谷組
三重県北牟婁郡紀北町海山区相賀２９９－
１

柴田　剛志
監理技術者・現
場代理人兼任

成績優秀 事務所長表彰

66 紀勢国道 平成２０年度　熊野尾鷲道路大吹トンネル大泊工区工事 清水建設（株） 名古屋市中区錦一丁目３番７号 岡山　徹 現場代理人 困難克服 事務所長表彰

67 紀勢国道 平成２３年度　紀勢線三浦地区照明設備設置工事 東光電気工事（株） 名古屋市中区新栄一丁目３３番２合 碓井　紀智
監理技術者・現
場代理人兼任

成績優秀 事務所長表彰

68 紀勢国道 平成２３年度　４２号紀宝ＢＰ舗装工事 （株）ＮＩＰＰＯ 名古屋市中区栄一丁目７番３３号 田畑　雅浩 現場代理人 成績優秀 事務所長表彰

69 紀勢国道 平成２３年度　４２号熊野管内災害復旧工事 （株）塩谷組
三重県北牟婁郡紀北町海山区相賀２９９－
１

坂本　誠
監理技術者・現
場代理人兼任

成績優秀 事務所長表彰

70 北勢国道 平成２３年度　名阪国道亀山西地区橋梁補強補修工事 アイトム建設（株） 三重県四日市市南浜田町４番１号 辻村　仁之 現場代理人 困難克服 事務所長表彰

71 天竜上流
平成２３年度　天竜川水系尾尾余ヶ沢砂防堰堤橋梁補強
工事

（株）ヤマウラ 長野県駒ヶ根市北町２２番１号 竹折　雄太 監理技術者 成績優秀 事務所長表彰

72 飯田国道 平成２４年度　木曽維持管内交安整備工事 吉川建設（株） 長野県飯田市松尾町２丁目２５番地 櫻井　崇 現場代理人 困難克服 事務所長表彰

73 飯田国道 平成２２年度　１５３号伊南バイパス１号橋ＰＣ上部工事 鹿島建設（株） 名古屋市中区新栄町二丁目１４番地 大岡　隆 監理技術者 創意工夫 事務所長表彰

74 飯田国道 平成２４年度　三遠南信龍江久堅道路建設工事 （株）ヤマウラ 長野県駒ヶ根市北町２２番１号 渋谷　兼雄 監理技術者 成績優秀 事務所長表彰

75 清水港湾 平成２４年度　清水港新興津防波堤築造工事 鈴与建設（株） 静岡市清水区松原町５番１７号 千澤　正樹
監理技術者・現
場代理人兼任

成績優秀 事務所長表彰

76 三河港湾 平成２４年度　三河港防波堤（南）上部工事 神野建設（株）
愛知県豊橋市神野新田町字コノ割９番地の
１

表屋　智之
監理技術者・現
場代理人兼任

創意工夫 事務所長表彰

77 四日市港湾
平成２３年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞４号幹
線）橋梁（Ｐ１２）下部工事

みらい建設工業（株） 名古屋市中川区月島町６番１号 野村　信二 監理技術者 成績優秀 事務所長表彰
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番号 事務所 業務名 業者名 業者名（ＪＶの場合代表者又は構成員） 業者所在地 事由 表彰区分

1 建政部 平成２４年度　中部地方下水道中期ビジョン検討業務 （株）建設技術研究所 名古屋市中区錦１－５－１３ 成績優秀 局長表彰

2 営繕部 Ｈ２３　静岡地方法務局藤枝出張所設計業務 （株）徳岡設計 大阪市北区西天満６丁目３番１１－２０５号 成績優秀 局長表彰

3 多治見 平成２４年度　木曽川水系土砂動態業務 八千代エンジニヤリング（株） 名古屋市中区錦三丁目１０番３３号 成績優秀 局長表彰

4 木曽上流 平成２４年度　長良川洪水予測システム構築検討業務 国際航業（株） 岐阜県岐阜市加納新本町３丁目１番地 成績優秀 局長表彰

5 木曽上流 平成２４年度　牧田川杭瀬川流量観測業務 （株）イビソク 岐阜県大垣市築捨町３丁目１０２番地 困難克服 局長表彰

6 木曽上流 平成２４年度　木曽川上流横山ダム地質調査 日本工営（株） 名古屋市東区東桜２丁目１７番１４号 成績優秀 局長表彰

7 岐阜国道 平成２３年度　岐阜国道技術審査業務 （一社）中部地域づくり協会 名古屋市中区丸の内三丁目５番１０号 成績優秀 局長表彰

8 岐阜国道
平成２４年度　東海環状（関広見～高富）第１トンネル詳
細設計業務

セントラルコンサルタント（株） 名古屋市中区錦１丁目１８番２４ 成績優秀 局長表彰

9 高山国道 平成２４年度　高山国道管内橋梁点検業務 開発虎ノ門コンサルタント（株） 名古屋市千種区内山３丁目１０番２２号 成績優秀 局長表彰

10 沼津
平成２４年度　沼津河川国道管内河川工事監督支援業
務

（株）テクノスジャパン 静岡県沼津市下香貫矢丸１１９６番地の４ 成績優秀 局長表彰

11 浜松 平成２４年度　浜松管内トンネル点検業務 中央復建コンサルタンツ（株） 名古屋市中区錦二丁目３番４号 成績優秀 局長表彰

12 富士砂防 平成２４年度　富士砂防管内砂防施設検討業務 アジア航測（株） 静岡市駿河区中田二丁目１番６号 成績優秀 局長表彰

13 静岡国道 平成２４年度　１号静清静岡地区橋梁耐震補強設計業務 （株）長大 名古屋市中村区名駅南１丁目１８番２４号 成績優秀 局長表彰

14 庄内川 平成２４年度　庄内川氾濫解析検討業務 （株）ニュージェック 名古屋市中村区名駅五丁目２７番１３号 成績優秀 局長表彰

15 名国 平成２４年度　名古屋南部地域交通対策検討業務 （株）東京建設コンサルタント 名古屋市中区丸の内二丁目２０番２５号 成績優秀 局長表彰

16 名四国道
平成２４年度　２３号豊橋ＢＰ小坂井跨線橋詳細設計業
務

協和設計（株） 愛知県清須市西市場三丁目４番地３ 成績優秀 局長表彰

17 名四国道 平成２３年度　２３号蒲郡ＢＰ金野ＩＣ西部用地測量 （株）中部テック 名古屋市名東区社台三丁目４８番地 成績優秀 局長表彰

18 三重 平成２４年度　三重管内道路図面作成業務 中日本建設コンサルタント（株） 名古屋市中区錦一丁目８番６号 困難克服 局長表彰

19 三重 平成２４年度　宮川治水計画検討業務 いであ（株） 名古屋市港区入船一丁目７番１５号 成績優秀 局長表彰

20 木曽下流
平成２４年度　木曽三川下流部河川構造物耐震点検業
務

中央コンサルタンツ（株） 名古屋市西区那古野二丁目１１番２３号 成績優秀 局長表彰

21 紀勢国道 平成２４年度　紀勢国道管内道路トンネル点検業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 成績優秀 局長表彰

22 紀勢国道 平成２４年度　東紀州地域幹線道路調査業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 名古屋市西区牛島町２番５号 成績優秀 局長表彰

23 北勢国道 平成２４年度　北勢国道技術資料作成業務 三井共同建設コンサルタント（株） 名古屋市千種区今池五丁目２４番３２号 成績優秀 局長表彰

平成２５年度　優良業務一覧表（平成２４年度完成業務）
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番号 事務所 業務名 業者名 業者名（ＪＶの場合代表者又は構成員） 業者所在地 事由 表彰区分

平成２５年度　優良業務一覧表（平成２４年度完成業務）

24 天竜上流 平成２４年度　天竜川水系深層崩壊検討業務 （株）パスコ 名古屋市中区錦二丁目２番１３号 成績優秀 局長表彰

25 飯田国道 平成２４年度　三遠南信道氏乗地区道路詳細設計業務 大日コンサルタント（株） 岐阜県岐阜市薮田南３丁目１番２１号 成績優秀 局長表彰

26
名古屋港

湾
平成２４年度　名古屋港ポートアイランド護岸耐震性能検
証業務

応用地質（株） 名古屋市守山区瀬古東二丁目９０７番地 成績優秀 局長表彰

27

名古屋港
湾空港
技術調査
事務所

平成２４年度　管内防波堤（改良）基本設計 （株）日本港湾コンサルタント 名古屋市中区栄１丁目２９番２９号 成績優秀 局長表彰

28 営繕部 Ｈ２４　清水港湾合同庁舎耐震改修設計業務 （株）都市環境設計 大阪市浪速区恵美須西２丁目１４番地３０ 成績優秀 室長表彰

29 営繕部
Ｈ２４　国立中央青少年交流の家玉穂宿舎改修ほか１件
工事監理業務

（株）蒼設計 静岡県御殿場市茱萸沢１０７７ 成績優秀 事務所長表彰

30 多治見 平成２４年度　多治見道路事業効果資料作成業務 （株）長大 名古屋市中村区名駅南一丁目１８番２４号 成績優秀 事務所長表彰

31 多治見 平成２４年度　多治見橋梁点検業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 名古屋市西区牛島町２番５号 成績優秀 事務所長表彰

32 木曽上流 平成２４年度　木曽川中流部希少魚類調査業務 （株）建設環境研究所 名古屋市中区錦１丁目１１番２０号 成績優秀 事務所長表彰

33 木曽上流 平成２４年度　杭瀬川河道計画検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 名古屋市西区牛島町２番５号 成績優秀 事務所長表彰

34 木曽上流 平成２４年度　木曽川上流河川堤防測量 大同コンサルタンツ（株） 岐阜県岐阜市中鶉２丁目１１番地 成績優秀 事務所長表彰

35 越美砂防 平成２４年度　越美山系砂防データベース修正業務 アジア航測（株） 岐阜県岐阜市市橋四丁目６番７号 成績優秀 事務所長表彰

36 岐阜国道
平成２４年度　東海環状（高富～岐阜）岐阜ＩＣ橋梁予備
設計業務

（株）オリエンタルコンサルタンツ 名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 成績優秀 事務所長表彰

37 岐阜国道
平成２４年度　東海環状（大野神戸～大垣西）下宮南高
架橋詳細設計業務

協和設計（株） 岐阜県岐阜市西玉宮町１丁目８番地１２号 成績優秀 事務所長表彰

38 岐阜国道 平成２４年度　岐阜県内交通円滑化検討業務 大日コンサルタント（株） 岐阜県岐阜市薮田南３丁目１番２１号 成績優秀 事務所長表彰

（一社）中部地域づくり協会 名古屋市中区丸の内三丁目５番１０号

大日コンサルタント（株） 岐阜県岐阜市薮田南３丁目１番２１号

40 岐阜国道 平成２４年度　岐阜県交通事故調査業務 （株）建設技術研究所 名古屋市中区錦１－５－１３ 成績優秀 事務所長表彰

41 岐阜国道 平成２４年度　４７５号本巣市政田地区用地調査 玉野総合コンサルタント（株） 名古屋市東区東桜２丁目１７番１４号 成績優秀 事務所長表彰

42 岐阜国道 平成２４年度　４７５号本巣市上真桑地区外用地調査 中部復建（株） 名古屋市昭和区福江一丁目１８０５番地 成績優秀 事務所長表彰

43 高山国道
平成２４年度　高山清見道路新張上野地区道路詳細設
計業務

中日本建設コンサルタント（株） 名古屋市中区錦一丁目８番６号 成績優秀 事務所長表彰

44 高山国道 平成２４年度　高山国道管内地質調査 サンコーコンサルタント（株） 名古屋市中村区椿町２１番２号 成績優秀 事務所長表彰

39 岐阜国道 平成２３年度　岐阜国道東海環状工事監督支援業務
平成２３年度岐阜国道東海環状工事
監督支援業務中部建設協会・大日コ
ンサルタント設計共同体

成績優秀 事務所長表彰
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平成２５年度　優良業務一覧表（平成２４年度完成業務）

45 高山国道 平成２３年度　中部縦貫４工区新張町方用地調査 （株）テイコク 岐阜県高山市西之一色町１丁目４０番地１ 困難克服 事務所長表彰

46 沼津
平成２４年度　天城北道路狩野川横断高架橋詳細設計
業務

大日コンサルタント（株） 名古屋市中村区太閤３－１－１８ 成績優秀 事務所長表彰

47 沼津
平成２４年度　単価契約沼津河川国道管内河川事業図
面作成業務

（株）東海建設コンサルタント 静岡県沼津市中瀬町５番１号 成績優秀 事務所長表彰

48 沼津 平成２４年度　狩野川中流部詳細設計業務 玉野総合コンサルタント（株） 静岡市駿河区新川一丁目２番２１号 成績優秀 事務所長表彰

49 沼津 平成２３年度　狩野川下流部縦横断測量業務 （株）パスコ 静岡市駿河区南町１１番１号 困難克服 事務所長表彰

50 浜松 平成２４年度　佐久間・三遠道路施設構造物設計業務 八千代エンジニヤリング（株） 名古屋市中区錦三丁目１０番３３号 創意工夫 事務所長表彰

51 浜松 平成２４年度　天竜川整備検討業務 （株）建設技術研究所 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２４年度　三遠道路１号トンネル、２号トンネル詳細
設計業務

（株）オリエンタルコンサルタンツ 名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 創意工夫 事務所長表彰

53 浜松 平成２４年度　浜松管内道路施設点検業務 国際航業（株） 静岡県葵区栄町４番地の１０ 成績優秀 事務所長表彰

54 浜松 平成２４年度　天竜川・新豊根ダム水辺現地調査業務 アジア航測（株） 静岡市駿河区中田二丁目１番１６号 成績優秀 事務所長表彰

55 静岡河川 平成２４年度　安倍川総合土砂管理計画検討業務 （株）建設技術研究所 名古屋市中区錦１－５－１３ 成績優秀 事務所長表彰

56 静岡国道 平成２４年度　静岡国道管内トンネル点検業務 応用地質（株） 静岡県駿河区津島町１２番１９号 困難克服 事務所長表彰

57 静岡国道 平成２４年度　静岡新交通軸インパクト調査検討業務 （株）建設技術研究所 名古屋市中区錦１－５－１３ 成績優秀 事務所長表彰

58 庄内川 平成２４年度　庄内川下流地区河道掘削検討業務 いであ（株） 名古屋市港区入船一丁目７番１５号 創意工夫 事務所長表彰

59 豊橋 平成２３年度　矢作川氾濫解析検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 名古屋市西区牛島町２番５号 成績優秀 事務所長表彰

60 豊橋 平成２４年度　矢作古川分派施設詳細設計業務 （株）建設技術研究所 名古屋市中区錦１－５－１３ 成績優秀 事務所長表彰

61 設楽ダム 平成２４年度　豊川上流域魚類生息環境調査検討業務 （株）環境アセスメントセンター 静岡市葵区清閑町１３番１２号 成績優秀 事務所長表彰

62 名国 平成２４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） 名古屋市西区牛島町２番５号 成績優秀 事務所長表彰

63 名国 平成２４年度　名古屋国道管内景観整備設計業務 中央コンサルタンツ（株） 名古屋市西区那古野二丁目１１番２３号 成績優秀 事務所長表彰

64 名国
平成２４年度　名古屋国道第三出張所管内（２３号）橋梁
点検業務

三井共同建設コンサルタント（株） 名古屋市千種区今池五丁目２４番３２号 成績優秀 事務所長表彰

65 名国 平成２３年度　２３号南区堤町北地区用地調査 大日コンサルタント（株） 名古屋市中村区太閤３－１－１８ 成績優秀 事務所長表彰

66 愛知国道
平成２４年度　名古屋環状２号線名古屋・飛島橋梁詳細
設計業務

中央コンサルタンツ（株） 名古屋市西区那古野二丁目１１番２３号 成績優秀 事務所長表彰

67 愛知国道 平成２４年度　３０２号緑区桃山地区地盤変動影響調査 玉野総合コンサルタント（株） 名古屋市東区東桜２丁目１７番１４号 成績優秀 事務所長表彰
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番号 事務所 業務名 業者名 業者名（ＪＶの場合代表者又は構成員） 業者所在地 事由 表彰区分

平成２５年度　優良業務一覧表（平成２４年度完成業務）

68 愛知国道 平成２４年度　愛知国道管内測量業務 アマノコンサルタント（株） 愛知県岡崎市青木町２２番地５ 成績優秀 事務所長表彰

69 名四国道 平成２４年度　名四国道道路インパクト業務
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング
（株）

名古屋市中区錦三丁目２０番２７号 成績優秀 事務所長表彰

70 名四国道
平成２４年度　１５５号豊田南ＢＰ横山地区道路詳細設計
業務

（株）オリエンタルコンサルタンツ 名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 成績優秀 事務所長表彰

71 名四国道 平成２４年度　名四国道用地関係資料作成整理等業務 中部復建（株） 名古屋市昭和区福江一丁目１８０５番地 成績優秀 事務所長表彰

72 名四国道 平成２４年度　２３号蒲郡ＢＰ地質調査 （株）建設技術研究所 名古屋市中区錦１－５－１３ 成績優秀 事務所長表彰

73 三重
平成２４年度　三重河川国道管内道路管理データベース
更新業務

（株）テクノスジャパン 静岡県沼津市下香貫矢丸１１９６番地の４ 成績優秀 事務所長表彰

74 三重 平成２４年度　中勢道路津地区橋梁詳細設計業務 協和設計（株） 三重県津市栄町３丁目２４３番地 困難克服 事務所長表彰

75 三重 平成２４年度　中勢道路水文地質調査業務 （株）建設技術研究所 名古屋市中区錦１－５－１３ 成績優秀 事務所長表彰

76 木曽下流 平成２３年度　木曽三川河道検討業務 （株）建設技術研究所 名古屋市中区錦１－５－１３ 成績優秀 事務所長表彰

77 紀勢国道 平成２３年度　紀勢国道技術審査業務 （一社）中部地域づくり協会 名古屋市中区丸の内三丁目５番１０号 困難克服 事務所長表彰

78 紀勢国道 平成２４年度　東紀州地域環境調査業務 （株）建設技術研究所 名古屋市中区錦１－５－１３ 成績優秀 事務所長表彰

79 紀勢国道 平成２４年度　東紀州地域橋梁設計業務 大日コンサルタント（株） 名古屋市中村区太閤３－１－１８ 成績優秀 事務所長表彰

80 北勢国道 平成２４年度　２５号木津川大橋重量超過調査業務 （株）エイト日本技術開発 名古屋市中区栄三丁目１０番２２号 成績優秀 事務所長表彰

81 北勢国道 平成２４年度　名阪国道道路防災カルテ点検業務 アジア航測（株） 名古屋市北区大曽根三丁目１５番５８号 成績優秀 事務所長表彰

82 北勢国道
平成２４年度　４７５号東海環状自動車道下平地区用地
調査

大日コンサルタント（株） 名古屋市中村区太閤３－１－１８ 創意工夫 事務所長表彰

83 天竜上流 平成２４年度　天竜川上流鵞流峡対策検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 名古屋市西区牛島町２番５号 成績優秀 事務所長表彰

84 天竜上流 平成２４年度　天竜川上流技術資料作成業務 技建開発（株） 長野県飯田市毛賀１３８２番地 成績優秀 事務所長表彰

85 天竜上流 平成２３年度　ツベタ沢砂防堰堤用地調査 大日コンサルタント（株） 岐阜県岐阜市薮田南３丁目１番２１号 成績優秀 事務所長表彰

86 天竜上流 平成２４年度　天竜川水系三峰川・飯島管内測量 （株）北国コンサル 長野県伊那市西春近９０９９番地 成績優秀 事務所長表彰

87 天竜上流
平成２４年度　天竜川水系黒川工事用道路トンネル地質
調査業務

（株）ダイヤコンサルタント 名古屋市熱田区金山町１－６－１２ 成績優秀 事務所長表彰

88 飯田国道 平成２４年度　天龍峡地区法面予防工詳細設計業務 サンコーコンサルタント（株） 名古屋市中村区椿町２１番２号 成績優秀 事務所長表彰

89 飯田国道
平成２４年度　三遠南信道下氏乗地区橋梁詳細設計業
務

（株）東京建設コンサルタント 名古屋市中区丸の内二丁目２０番２５号 創意工夫 事務所長表彰

90 飯田国道 平成２４年度　飯田国道管内道路施設点検業務 技建開発（株） 長野県飯田市毛賀１３８２番地 成績優秀 事務所長表彰
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番号 事務所 業務名 業者名 業者名（ＪＶの場合代表者又は構成員） 業者所在地 事由 表彰区分

平成２５年度　優良業務一覧表（平成２４年度完成業務）

91 飯田国道
平成２４年度　三遠南信道喬木地区用地幅杭設置測量
業務

長姫調査設計（株） 長野県飯田市今宮町四丁目２０番地 困難克服 事務所長表彰

92 天竜ダム
平成２４年度　天竜川ダム統管機械設備維持管理計画
策定業務

（株）ニュージェック 名古屋市中村区名駅五丁目２７番１３号 成績優秀 事務所長表彰

93 長島ダム 平成２４年度　長島ダム機械設備修繕計画検討業務 （株）ニュージェック 名古屋市中村区名駅五丁目２７番１３号 成績優秀 事務所長表彰

94 矢作ダム 平成２３年度　矢作ダム排砂工法現地適応性調査業務 （株）建設技術研究所 名古屋市中区錦１－５－１３ 成績優秀 事務所長表彰

95 中技 平成２４年度　管内交通データ収集・分析業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 名古屋市西区牛島町２番５号 成績優秀 事務所長表彰

96 清水港湾 平成２４年度　田子の浦港整備効果検討業務 株式会社エコー 名古屋市中区栄５丁目２７番１４号 成績優秀 事務所長表彰

97 三河港湾 平成２４年度　三河港環境影響調査 いであ（株） 名古屋市港区入船一丁目７番１５号 成績優秀 事務所長表彰

98
四日市港

湾
平成２４年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞４号
幹線）３－２工区～５－２工区（南部）橋梁詳細設計

日本工営（株） 名古屋市東区東桜２丁目１７番１４号 成績優秀 事務所長表彰

99
四日市港

湾
平成２４年度　四日市港整備方策検討業務 （株）ニュージェック 名古屋市中村区名駅五丁目２７番１３号 創意工夫 事務所長表彰

100

名古屋港
湾空港
技術調査
事務所

平成２４年度　海洋短波レーダー観測情報利活用方策検
討業務

国際航業（株） 名古屋市西区上名古屋三丁目１４番１９号 成績優秀 事務所長表彰
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番号 事務所 業務名 業者名
業者名（ＪＶの場合代表者

又は構成員）
業者所在地 氏名 役職 事由 表彰区分

1 多治見 平成２４年度　木曽川水系土砂動態業務 八千代エンジニヤリング（株） 名古屋市中区錦三丁目１０番３３号 佐藤　敏明 管理技術者 成績優秀 局長表彰

2 木曽上流 平成２４年度　長良川洪水予測システム構築検討業務 国際航業（株） 岐阜県岐阜市加納新本町３丁目１番地 竹内　仁 管理技術者 成績優秀 局長表彰

3 岐阜国道 平成２４年度　岐阜県内交通円滑化検討業務 大日コンサルタント（株） 岐阜県岐阜市薮田南３丁目１番２１号 市橋　政浩 担当技術者 成績優秀 局長表彰

4 岐阜国道
平成２４年度　東海環状（高富～岐阜）岐阜ＩＣ橋梁予備
設計業務

（株）オリエンタルコンサルタンツ 名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 堤　安希佳 管理技術者 成績優秀 局長表彰

5 高山国道 平成２４年度　高山国道管内整備効果整理業務 （株）建設技術研究所 名古屋市中区錦１－５－１３ 江守　昌弘 管理技術者 成績優秀 局長表彰

6 浜松 平成２４年度　浜松管内トンネル点検業務 中央復建コンサルタンツ（株） 名古屋市中区錦二丁目３番４号 栗山　廣志 管理技術者 成績優秀 局長表彰

7 静岡河川 平成２４年度　安倍川総合土砂管理計画検討業務 （株）建設技術研究所 名古屋市中区錦１－５－１３ 岩見　収二 管理技術者 成績優秀 局長表彰

8 富士砂防 平成２４年度　富士砂防管内砂防施設検討業務 アジア航測（株） 静岡市駿河区中田二丁目１番６号 臼杵　伸浩 管理技術者 成績優秀 局長表彰

9 静岡国道 平成２４年度　１号静清静岡地区橋梁耐震補強設計業務 （株）長大 名古屋市中村区名駅南１丁目１８番２４号 横山　祐治 担当技術者 成績優秀 局長表彰

10 庄内川 平成２４年度　庄内川氾濫解析検討業務 （株）ニュージェック 名古屋市中村区名駅五丁目２７番１３号 石濱　賢二 管理技術者 成績優秀 局長表彰

11 名国 平成２４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） 名古屋市西区牛島町２番５号 田代　正幸 担当技術者 成績優秀 局長表彰

12 愛知国道
平成２４年度　名古屋環状２号線名古屋・飛島橋梁詳細
設計業務

中央コンサルタンツ（株） 名古屋市西区那古野二丁目１１番２３号 高橋　肇 管理技術者 成績優秀 局長表彰

13 名四国道 平成２４年度　２３号豊橋ＢＰ小坂井跨線橋詳細設計業務 協和設計（株） 愛知県清須市西市場三丁目４番地３ 原田　敏広 担当技術者 成績優秀 局長表彰

14 三重 平成２４年度　三重管内道路図面作成業務 中日本建設コンサルタント（株） 名古屋市中区錦一丁目８番６号 天野　雅人 管理技術者 成績優秀 局長表彰

15 木曽下流 平成２４年度　木曽三川下流部堤防耐震点検業務 （株）建設技術研究所 名古屋市中区錦１－５－１３ 巽　龍太郎 担当技術者 創意工夫 局長表彰

16 紀勢国道 平成２４年度　東紀州地域幹線道路調査業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 名古屋市西区牛島町２番５号 大橋　昭宏 管理技術者 成績優秀 局長表彰

17 北勢国道 平成２４年度　北勢国道技術資料作成業務 三井共同建設コンサルタント（株） 名古屋市千種区今池五丁目２４番３２号 寺本　義彦 管理技術者 成績優秀 局長表彰

18 天竜上流 平成２４年度　天竜川水系深層崩壊検討業務 （株）パスコ 名古屋市中区錦二丁目２番１３号 筒井　胤雄 管理技術者 成績優秀 局長表彰

19 飯田国道 平成２４年度　三遠南信道氏乗地区道路詳細設計業務 大日コンサルタント（株） 岐阜県岐阜市薮田南３丁目１番２１号 長屋　俊人 管理技術者 成績優秀 局長表彰

20 矢作ダム 平成２３年度　矢作ダム排砂工法現地適応性調査業務 （株）建設技術研究所 名古屋市中区錦１－５－１３ 岩谷　栄林 担当技術者 創意工夫 局長表彰

21

名古屋港湾空
港

技術調査事務
所

平成２４年度　管内防波堤（改良）基本設計 （株）日本港湾コンサルタント 名古屋市中区栄１丁目２９番２９号 川嶋　憲 管理技術者 成績優秀 局長表彰

平成２５年度　優良業務技術者一覧表（平成２４年度完成業務）
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番号 事務所 業務名 業者名
業者名（ＪＶの場合代表者

又は構成員）
業者所在地 氏名 役職 事由 表彰区分

平成２５年度　優良業務技術者一覧表（平成２４年度完成業務）

22 営繕部 Ｈ２３　静岡地方法務局藤枝出張所設計業務 （株）徳岡設計 大阪市北区西天満６丁目３番１１－２０５号 徳岡　浩二 管理技術者 成績優秀 室長表彰

23 多治見 平成２４年度　多治見道路事業効果資料作成業務 （株）長大 名古屋市中村区名駅南一丁目１８番２４号 牧野　修久 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

24 木曽上流 平成２４年度　木曽川中流部希少魚類調査業務 （株）建設環境研究所 名古屋市中区錦１丁目１１番２０号 武山　直史 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

（一社）　パブリック
サービス

名古屋市中区丸の内二丁目３番地２３号

（株）メイホーエンジニ
アリング

岐阜県岐阜市大垣市林町２丁目６１番地の
２

（一社）中部地域づく
り協会

名古屋市中区丸の内三丁目５番１０号

大日コンサルタント
（株）

岐阜県岐阜市薮田南３丁目１番２１号

27 岐阜国道
平成２４年度　東海環状（大野神戸～大垣西）下宮南高
架橋詳細設計業務

協和設計（株） 岐阜県岐阜市西玉宮町１丁目８番地１２号 原田　敏広 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

28 岐阜国道 平成２４年度　岐阜県交通事故調査業務 （株）建設技術研究所 名古屋市中区錦１－５－１３ 伊東　裕晃 担当技術者 成績優秀 事務所長表彰

29 岐阜国道 平成２４年度　４７５号本巣市政田地区用地調査 玉野総合コンサルタント（株） 名古屋市東区東桜２丁目１７番１４号 伊藤　鋭一 主任担当者 成績優秀 事務所長表彰

30 岐阜国道
平成２４年度　東海環状（関広見～高富）第１トンネル詳
細設計業務

セントラルコンサルタント（株） 名古屋市中区錦１丁目１８番２２号 石本　和利 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

31 高山国道
平成２４年度　高山清見道路新張上野地区道路詳細設
計業務

中日本建設コンサルタント（株） 名古屋市中区錦一丁目８番６号 天野　雅人 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

32 沼津 平成２４年度　河津下田道路路線測量 （株）東海建設コンサルタント 静岡県沼津市中瀬町５番１号 伊藤　伊直 主任技術者 成績優秀 事務所長表彰

33 沼津 平成２４年度　１３８号御殿場バイパス橋梁詳細設計業務 協和設計（株） 浜松市中区田町２３１番地８ 坪本　正彦 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

34 沼津 平成２４年度　河津下田道路１号トンネル予備設計業務 （株）建設技術研究所 名古屋市中区錦１－５－１３ 戸本　悟史 管理技術者 創意工夫 事務所長表彰

35 沼津 平成２３年度　狩野川下流部縦横断測量業務 （株）パスコ 静岡市駿河区南町１１番１号 中西　計友 主任技術者 困難克服 事務所長表彰

36 浜松 平成２４年度　佐久間・三遠道路施設構造物設計業務 八千代エンジニヤリング（株） 名古屋市中区錦三丁目１０番３３号 鷲見　英吾 管理技術者 創意工夫 事務所長表彰

37 浜松
平成２４年度　三遠道路１号トンネル、２号トンネル詳細設
計業務

（株）オリエンタルコンサルタンツ 名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 今村　博行 管理技術者 創意工夫 事務所長表彰

38 浜松 平成２４年度　浜松管内道路施設点検業務 国際航業（株） 静岡県葵区栄町４番地の１０ 森澤　武久 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

39 浜松 平成２４年度　新豊根ダム耐震性能照査検討業務 （株）建設技術研究所 名古屋市中区錦１－５－１３ 日野　徹 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

40 静岡河川 平成２４年度　静岡河川管内災害初動体制検討業務 （株）東京建設コンサルタント 名古屋市中区丸の内二丁目２０番２５号 幸　弘美 管理技術者 創意工夫 事務所長表彰

41 富士砂防 平成２４年度　由比地区動態観測業務 日本工営（株） 名古屋市東区東桜２丁目１７番１４号 富田　秀樹 担当技術者 成績優秀 事務所長表彰

42 静岡国道 平成２４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 名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 植松　正和 担当技術者 成績優秀 事務所長表彰

43 静岡国道 平成２４年度　静岡国道管内トンネル点検業務 応用地質（株） 静岡県駿河区津島町１２番１９号 伊東　博司 担当技術者 困難克服 事務所長表彰

44 豊橋 平成２３年度　矢作川氾濫解析検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 名古屋市西区牛島町２番５号 浅野　寿雄 担当技術者 成績優秀 事務所長表彰

武藤　修資 担当技術者 成績優秀 事務所長表彰26 岐阜国道 平成２３年度　岐阜国道東海環状工事監督支援業務
平成２３年度岐阜国道東海環状工事監督支
援業務中部建設協会・大日コンサルタント設
計共同体

25 越美砂防
平成２４年度　越美山系砂防事務所砂防設計資料作成
業務

矢野　孝幸 担当技術者 成績優秀 事務所長表彰
平成２４年度越美山系砂防事務所砂防設計
資料作成業務ＰＳ・メイホー設計共同体
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番号 事務所 業務名 業者名
業者名（ＪＶの場合代表者

又は構成員）
業者所在地 氏名 役職 事由 表彰区分

平成２５年度　優良業務技術者一覧表（平成２４年度完成業務）

45 設楽ダム 平成２４年度　豊川上流域魚類生息環境調査検討業務 （株）環境アセスメントセンター 静岡市葵区清閑町１３番１２号 北原　佳郎 担当技術者 成績優秀 事務所長表彰

46 名国 平成２３年度　名古屋国道事務所特殊車両事務業務 （一社）中部地域づくり協会 名古屋市中区丸の内三丁目５番１０号 田口　伸司 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

47 名国 平成２３年度　尾張三河地区橋梁補強補修設計業務 大日コンサルタント（株） 名古屋市中村区太閤３－１－１８ 野々村　敏博 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

48 愛知国道 平成２４年度　愛知国道管内地質水文調査 国際航業（株） 名古屋市西区上名古屋三丁目１４番１９号 藤原　協 主任技術者 成績優秀 事務所長表彰

49 名四国道 平成２４年度　名四国道道路インパクト業務 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株） 名古屋市中区錦三丁目２０番２７号 右近　崇 担当技術者 成績優秀 事務所長表彰

50 名四国道
平成２４年度　１５５号豊田南ＢＰ横山地区道路詳細設計
業務

（株）オリエンタルコンサルタンツ 名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 水野　耕治 担当技術者 成績優秀 事務所長表彰

51 三重 平成２４年度　宮川治水計画検討業務 いであ（株） 名古屋市港区入船一丁目７番１５号 板谷越　朋樹 担当技術者 成績優秀 事務所長表彰

52 三重
平成２４年度　三重河川国道管内道路管理データベース
更新業務

（株）テクノスジャパン 静岡県沼津市下香貫矢丸１１９６番地の４ 飯野　浩明 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

53 三重 平成２４年度　中勢道路津地区橋梁詳細設計業務 協和設計（株） 三重県津市栄町３丁目２４３番地 坪本　正彦 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

54 木曽下流 平成２３年度　木曽三川河道検討業務 （株）建設技術研究所 名古屋市中区錦１－５－１３ 西出　成臣 担当技術者 創意工夫 事務所長表彰

55 紀勢国道 平成２４年度　紀勢国道管内道路トンネル点検業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 今村　博行 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

56 紀勢国道 平成２３年度　紀勢国道技術審査業務 （一社）中部地域づくり協会 名古屋市中区丸の内三丁目５番１０号 森川　久 管理技術者 困難克服 事務所長表彰

57 紀勢国道 平成２４年度　東紀州地域環境調査業務 （株）建設技術研究所 名古屋市中区錦１－５－１３ 竹松　伸一郎 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

58 北勢国道 平成２４年度　２５号木津川大橋重量超過調査業務 （株）エイト日本技術開発 名古屋市中区栄三丁目１０番２２号 則竹　義辰 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

59 北勢国道 平成２４年度　名阪国道道路防災カルテ点検業務 アジア航測（株） 名古屋市北区大曽根三丁目１５番５８号 坂口　和之 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

60 天竜上流 平成２４年度　天竜川上流鵞流峡対策検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 名古屋市西区牛島町２番５号 市山　誠 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

61 天竜上流 平成２４年度　天竜川上流技術資料作成業務 技建開発（株） 長野県飯田市毛賀１３８２番地 島岡　則夫 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

62 三峰川 平成２４年度　美和ダム再開発湖内堆砂対策検討業務 （株）建設技術研究所 名古屋市中区錦１－５－１３ 小林　裕 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

63 飯田国道 平成２４年度　天龍峡地区法面予防工詳細設計業務 サンコーコンサルタント（株） 名古屋市中村区椿町２１番２号 今枝　茂樹 担当技術者 成績優秀 事務所長表彰

64 飯田国道
平成２４年度　三遠南信道下氏乗地区橋梁詳細設計業
務

（株）東京建設コンサルタント 名古屋市中区丸の内二丁目２０番２５号 杉浦　達巳 管理技術者 創意工夫 事務所長表彰

65 長島ダム 平成２４年度　長島ダム機械設備修繕計画検討業務 （株）ニュージェック 名古屋市中村区名駅五丁目２７番１３号 佐久間　好則 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

66 中技 平成２４年度　河川微量化学物質調査業務 いであ（株） 名古屋市港区入船一丁目７番１５号 川村　竹治 管理技術者 創意工夫 事務所長表彰

67 清水港湾 平成２４年度　田子の浦港整備効果検討業務 株式会社エコー 名古屋市中区栄５丁目２７番１４号 白井　英一 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

68 名古屋港湾
平成２４年度　名古屋港ポートアイランド護岸耐震性能検
証業務

応用地質（株） 名古屋市守山区瀬古東二丁目９０７番地 澤田　俊一 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰

69 四日市港湾
平成２４年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞４号幹
線）３－２工区～５－２工区（南部）橋梁詳細設計

日本工営（株） 名古屋市東区東桜２丁目１７番１４号 安藤　弘章 管理技術者 成績優秀 事務所長表彰
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業者名
業者名がJVの場合
代表者及び構成員

業者所在地 表彰区分 協力会社名 業者所在地 専任技術者表彰

1 名四国道 平成２３年度　２３号豊橋ＢＰ前芝宇塚舗装工事 フジタ道路（株） 愛知県長久手市熊田３０６番地 局長表彰

北陽建設（株） 長野県飯田市鼎下山４９１‐３ 原　伸一郎

（有）シンワ 岐阜県高山市下之切町６３‐１７

3 静岡国道 平成２３年度　沼津維持管内橋梁補強補修工事 （株）グロージオ 静岡県島田市御仮屋町８８６３番地の１ 事務所長表彰 畑口建設（株） 静岡県富士市厚原１８５４－６

4
名古屋港

湾
平成２４年度　名古屋港鍋田ふ頭航路泊地（－１２ｍ）
浚渫工事

（株）不動テトラ 名古屋市中区栄五丁目２７番１４号 事務所長表彰

局長表彰2 天竜ダム 平成２４年度　小渋ダム法面工事 田島建設（株） 長野県上伊那郡中川村片桐５、１５８番地

下請け企業表彰

平成２５年度　安全工事一覧表（平成２４年度完成工事）

番号 事務所 工事名

元請け企業表彰
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