
解禁指定あり

令 和 ４ 年 ７ 月 ８ 日
国土交通省中部地方整備局

中部地方整備局表彰式典を開催！
～建設事業の推進に顕著な功績をあげられた皆さま
工事・業務における優秀企業・技術者の皆さまを表彰します～

１．概 要

中部地方整備局では、建設事業の発展に寄与された方（建設事業関係功労者表彰）
及び、請負工事の施工、業務の実施で優秀な成績を収められた企業、技術者の皆さ
ま（優良工事等表彰）に対して、中部地方整備局長から表彰させていただきます。
なお、新型コロナ感染拡大防止の観点から、表彰式を午前の部と午後の部の２回に
分けて行います。

２．受 賞 者
別添資料のとおり 「建設事業関係功労者等表彰」

「優良工事等表彰授与一覧表｣
（参考資料）有能技能者表彰の改定概要

３．局長表彰
① 日 時 令和４年７月１９日（火）

【午前の部】安全工事、優良業務、優良業務技術者表彰
午前１０時３０分から

【午後の部】建設事業関係功労者、優良工事、優良工事技術者表彰
午後１３時５０分から

② 場 所 ホテル名古屋ガーデンパレス ３階 栄、泉の間
③ 取 材 取材・撮影可

４．部長・事務所長表彰
上記の他、優良工事等・業務の企業・技術者及び当該工事等に貢献のありました
下請企業・技術者等の皆さまに対して、部長及び事務所長から表彰を行います。

（１）部長表彰については、別添のとおり実施します。
（２）事務所長表彰の日時は、別途、各事務所からお知らせする予定です。

５．そ の 他
・式典は新型コロナ感染拡大防止のため、座席の間隔を空ける等必要な対策を講じ
ます。

・取材を希望される方は、事前申し込みをお願いします。（別紙参照）
・取材される方におかれましても、新型コロナ感染拡大防止のため、マスク着用、
事前の検温にご協力いただきますようよろしくお願い致します。

６．配 布 先 中部地方整備局記者クラブ
名古屋港記者クラブ

７．解 禁 令和４年７月１９日（火） １０時３０分
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８．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 亀谷 尚岐 、人事課管理係長 細萱 裕晃

ほそがや

○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

総括技術検査官 野田 茂樹 、技術検査官 鬼頭 政徳
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・補償課長 白崎 正浩 、課長補佐 杉浦 貴介
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［別添］部長表彰の日時等について

（１）統括防災官表彰
①日 時：令和４年７月１９日（火）１３時００分から
②場 所：中部地方整備局 統括防災官室（名古屋合同庁舎第２号館７Ｆ）
③取 材：取材・撮影可（マスクの着用をお願いします。）

※問合せ先
・式典について
国土交通省中部地方整備局 防災室 TEL 052-953-8357

建設専門官 寺田 広和
・優良業務について
国土交通省中部地方整備局 災害対策マネジメント室 TEL 052-685-0533

室長補佐 小松 重成

（２）河川部長表彰
①日 時：令和４年７月１９日（火）１３時３０分から
②場 所：中部地方整備局 河川部長室（名古屋合同庁舎第２号館５Ｆ）
③取 材：取材・撮影可（マスクの着用をお願いします。）

※問合せ先
・式典について

国土交通省中部地方整備局 河川部 TEL 052-953-8146
建設専門官 加藤 賢典

・優良業務及び優良業務技術者について
国土交通省中部地方整備局 河川部 TEL 052-953－8151

建設専門官 舟橋 優

（３）営繕部長表彰
①日 時：令和４年７月２８日（木）１４時００分から
②場 所：中部地方整備局 大会議室（名古屋合同庁舎第２号館３Ｆ）
③取 材：取材・撮影可（マスクの着用をお願いします。）

※問合せ先
・式典について

国土交通省中部地方整備局営繕部 TEL 052-953-8185
計画課長補佐 中村 幸範

・優良工事等について
国土交通省中部地方整備局営繕部 TEL 052-953-8196

保全指導・監督室長補佐 守山 幸男
・優良業務等について

国土交通省中部地方整備局営繕部 TEL 052-953-8191
整備課長補佐 真鍋 健也
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別紙

「令和４年度中部地方整備局表彰式」 取材登録

・取材をご希望される報道機関におかれましては、
事前の下記の内容をメールにて送付くださいますようお願いいたします。

・取材希望の状況によっては、人数、時間帯を調整させていただく可能性があります。
・マスクの着用、事前の検温をお願い致します。

メール送信期限：７月１５日（金）１２：００まで

【メールにてご登録いただく内容】

１．報道機関名

２．ご氏名

３．連絡先（電話番号）

４．ご希望の時間帯（以下のどちらかを記載ください）

午前の部 or 午後の部

【送信先アドレス】

cbr-jinji_kikan1@mlit.go.jp
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（別添資料）

建設事業関係功労者表彰（局長表彰）

（功績概要）
多年に亘り、国と連携して不当要求行為を排除し、用地取得に大き
く貢献された。

氏　名 対　　　象

淺見　敏範 公共用地の取得業務に係る不当要求防止対策の推進

（功績概要）
多年に亘り、建設事業関係委員会の委員として建設事業の発展等
に大きく貢献された。

氏　名 対　　　象

内田　俊宏
国土交通省社会資本整備審議会道路分科会中部地方小委
員会等

（功績概要）
多年に亘り、中部地方整備局の河川事業の推進に寄与し、大きく
貢献された。

氏　名 対　　　象

横山　光明 設楽ダムの建設事業

（功績概要）
多年に亘り、中部地方整備局の道路事業に関連した地域づくりに、
大きく貢献された。

氏　名 対　　　象

特定非営利活動法人
丸子まちづくり協議会

一般国道一号の道路美化清掃や地域の安全安心のための
活動

（功績概要）
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、
大きく貢献された。

氏　名 対　　　象

土岐川・庄内川流域ネット
ワーク

一級河川土岐川・庄内川の河川維持活動、河川環境保全活
動

藤前クリーン大作戦実行委
員会

一級河川庄内川の河川維持活動、河川環境保全活動

（敬称略）
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別添資料

「優良工事等表彰授与一覧表」

局長表彰
部長・事務所長

表彰
下請企業 主任技術者 有能技能者

44件 92件 284件 92人 100人

安全工事 3件 9件 25件 4人 11人

社会貢献等 4件 9件 3人 3人

優良工事技術者 42人 94人

優良業務 34件 80件

優良業務技術者 33人 74人

企業計 81件 185件 318件

技術者計 75人 168人 99人 114人

企業・技術者計 156件 353件 318件 99人 114人

合 計 531件

《参考》

局長表彰
部長・事務所長

表彰
下請企業 主任技術者 有能技能者

45件 95件 269件 76人 25人

安全工事 3件 8件 17件 4人 3人

社会貢献等 5件 7件 5人

優良工事技術者 48人 92人

優良業務 36件 64件

優良業務技術者 35人 65人

企業計 84件 172件 293件

技術者計 83人 157人 85人 28人

企業・技術者計 167件 329件 293件 85人 28人

合 計 406件

《参考：優良工事等表彰部門別事由》

事 由

優良工事、優良工事技術者

優良業務、優良業務技術者

安全工事

社会貢献等

請負工事、請負業務及び技術者として成績が優秀であったもの、自然的・社会的困難
な条件を克服し完遂したもの、創意工夫により能率増進に顕著な成果をあげたもの

請負工事において、安全確保の取組が優れており、安全な工事施工に他の模範として
推奨すべき顕著な成果をあげたもの

請負工事において、地域に根ざした社会貢献活動を実施したもの、新技術・新工法の
活用・普及び技術向上に貢献したものなど

R３年度

496件

優良工事

小計

部門
優良工事等表彰（元請企業） 下請企業等の表彰（部長・事務所長　表彰）

部 門

小計

部門
優良工事等表彰（元請企業） 下請企業等の表彰（部長・事務所長　表彰）

優良工事

R４年度

509件
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※下請企業名に【  】がついている企業は、有能技能者表彰対象者の所属を示しているものであり、下請企業表彰の対象ではありません。

企業名 表彰区分 企業名
※ 主任技術者 有能技能者

1 営繕部 令和２年度　中部地方整備局防災用発電機燃料タンク増設工事 イリヤ建設（株） 局長表彰 大竹建機産業（株） 吉田　憲人

（株）吉村組 宮路　明夫

（株）谷野宮組

2 多治見砂防国道事務所 令和２年度　多治見国道交通事故対策工事 セントラル建設（株） 局長表彰 ヒロセ補強土（株） 佐藤　哲哉

（有）林電気通信工事

篠田（株）

3 木曽川上流河川事務所 令和２年度　揖斐川第二堤防維持管理工事 加藤建設（株） 局長表彰 （有）　増元 増元　孝

（有）　寺倉組 北川　尊康

4 木曽川上流河川事務所 令和２年度　長良川鏡島災害復旧工事 （株）松野組 局長表彰 （株）平田組 飼馬　幹人

5 新丸山ダム工事事務所 令和２年度　新丸山ダム大西瑞浪線十日神楽地区道路建設工事 （株）栗山組 局長表彰 （株）山建重機 成瀬　学

　（株）御嵩重機建設 後藤　茂明

6 岐阜国道事務所 令和２年度　東海環状大野神戸ＩＣ跨道橋下部工事 岐建（株） 局長表彰 （株）平田組 平岡　卓也

関特工業（株）名古屋
支店

徳田　雅和

松岡鉄筋工業（有）

【 （有）ミキ 】 中島　雄介

7 岐阜国道事務所 令和２年度　美濃加茂管内防災工事 小池土木（株） 局長表彰
イビデングリーンテック
（株）

伊佐治　和志

（有）中部塗装

（株）シビル防災

【 （株）アミックス 】 坂地　昭彦

8 岐阜国道事務所 令和３年度　美濃加茂雪氷作業 大脇建設（株） 局長表彰

9 岐阜国道事務所 令和２年度　東海環状岐阜ＩＣ地区ランプ橋下部工事 （株）市川工務店 局長表彰 （株）平田組 西口　好弘

【 （有）石底工務店 】 国枝　洋一

関特工業（株）名古屋
支店

西岡　直人

10 高山国道事務所 令和２年度　４１号門坂北地区道路改良工事 大山土木（株） 局長表彰 （株）技研ユニティ 菊川　直樹

（株）サンロード

（株）サクラ建設

11 高山国道事務所 令和２年度　４１号門坂南地区道路改良工事 （株）林工務店 局長表彰 桜木建設（株）

ヒダ道路（株）

12 沼津河川国道事務所 平成２９年度　河津下田道路河津トンネル逆川地区工事 （株）大林組 局長表彰 吉田直土木（株） 木村　亨

13 沼津河川国道事務所 令和元年度　河津下田道路Ａランプ橋ＰＣ上部工事 （株）日本ピーエス 局長表彰 （株）鮎活 古賀　武史

（株）シラス自工

高橋自動車工業（株）

東海コンクリートポンプ
（株）

14 沼津河川国道事務所 令和２年度　１３８号須走御殿場ＢＰ南地区道路建設工事 中林建設（株） 局長表彰 五百蔵建設（株） 五百蔵　義信 宮川　正和

富士精工（株）

杉山鉄筋工業（株）

15 浜松河川国道事務所 令和２年度　１号島田掛川地区法面防災工事 須山建設（株） 局長表彰 （有）デイライト 河上　秀夫

北陽建設（株） 菊池　功

（株）小澤土木

16 浜松河川国道事務所 令和３年度　天竜川上島地区水制整備工事 （株）鈴恭組 局長表彰 （有）第一建設 鈴木　祥高

ｐｉｎｅ　ｖｉｌｌａｇｅ（株）

17 静岡河川事務所 令和２年度　安倍川水系大谷山腹工事 （株）白鳥建設 局長表彰
イビデングリーンテック
（株）静岡支店

野村　育正

【 東京戸張（株）静岡営
業所 】

永田　航

令和４年度　優良工事一覧表（令和３年度完了工事）

番号 事務所名 工事名

元請企業の表彰
下請企業等の表彰

（部長・事務所長　表彰）

別紙
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企業名 表彰区分 企業名
※ 主任技術者 有能技能者

番号 事務所名 工事名

元請企業の表彰
下請企業等の表彰

（部長・事務所長　表彰）

18 静岡河川事務所 令和３年度　大井川上泉地区護岸工事 （株）アーク東海 局長表彰 ｐｉｎｅ　ｖｉｌｌａｇｅ（株） 清水　良一 森　靖

（有）吉田リース

19 富士砂防事務所 令和２年度　富士山風祭上流遊砂地工事 井上建設（株） 局長表彰 （株）丸芳 稲葉　明男

（有）三鈴建設

【 （有）政也建設 】 荏本　政樹

20 静岡国道事務所 令和２年度　１号静清維持管内橋梁耐震補強工事 静和工業（株） 局長表彰 （有）鈴木工業

（有）丸和橋本興業 千葉　盛雄

21 静岡国道事務所 平成３１年度　１号藤枝ＢＰ潮高架橋下部工事 （株）山田組 局長表彰 （株）成島鉄筋工業

22 庄内川河川事務所 令和２年度　庄内川桜佐地区整備工事 （株）山田組 局長表彰 三幸土木（株） 中園　孝雄

（有）石河組

【 （有）タンヨウ建設 】 李　泰柱

23 豊橋河川事務所 令和２年度　矢作川岩津中流地区築堤工事 日起建設（株） 局長表彰 白濱建設（株） 志和池　隆行 山本　耕平

（有）名豊テラプリモ 塩谷　龍也

岩間造園（株）

24 設楽ダム工事事務所 令和２年度　設楽ダム管内維持工事 （有）芦沢建設 局長表彰

25 設楽ダム工事事務所 令和２年度　設楽ダム国道２５７号田口地区道路整備工事 東海興業（株） 局長表彰 （株）豊根重機

（有）新所原土建 山本　泰久

26 名古屋国道事務所 令和元年度　１９号丸の内地区舗装修繕工事 （株）佐藤渡辺 局長表彰 （株）富洋組 小川　幹生

（株）ノックスインダスト
リーズ

（株）キクテック

27 名古屋国道事務所 令和元年度　東三河管内橋梁補強補修工事 （株）横河ブリッジ 局長表彰 （株）吉川建設工事 玉城　信也

中崎工業

28 愛知国道事務所 令和２年度　３０２号中川地区道路建設工事 水野建設（株） 局長表彰 （株）アルテック 坪井　敏彦 有賀　聡

篠田（株）

（株）キクテック

29 愛知国道事務所 令和元年度　２４７号西知多道路東海ＪＣＴ東部地区下部工事 中部土木（株） 局長表彰 （有）芝田業務店

愛北鋼業（株） 池田　利克

（株）川辺組

30 名四国道事務所 令和２年度　２３号蒲郡ＢＰ豊沢道路建設工事 （株）加藤建設 局長表彰 （株）波多野組

石黒組（株）

橋本建設（株）

（株）フジテック 川尻　翔太

31 三重河川国道事務所 令和２年度　四日市維持管内電線共同溝工事 松岡建設（株） 局長表彰 （株）横建

北勢電気（株） 阪田　雅仁

32 三重河川国道事務所 令和２年度　鈴鹿川堤防整備工事 （株）杉本組 局長表彰 （株）タイコー建設 櫻井　亮太

（株）伊藤総建

33 木曽川下流河川事務所 令和２年度　木曽川葭ヶ須上流川表高潮堤防補強工事 （株）山野建設 局長表彰 ライト工業（株） 高橋　祐一郎 岡田　基志

34 紀勢国道事務所 令和２年度　４２号熊野尾鷲道路改良工事 ユウテック（株） 局長表彰 （株）丸昇建設 竹内　準

植村電設（株） 井土　英明

（有）仲國建設 奥村　清春

（株）ヤマザキ

（株）岡本組

35 紀勢国道事務所 令和２年度　４２号熊野管内交通安全整備工事 ハマダ建設（株） 局長表彰 ユウテック（株）

（株）岡本組 久保　直樹
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企業名 表彰区分 企業名
※ 主任技術者 有能技能者

番号 事務所名 工事名

元請企業の表彰
下請企業等の表彰

（部長・事務所長　表彰）

36 北勢国道事務所 令和２年度　東海環状北勢第二高架橋１下部工事 信藤建設（株） 局長表彰 須賀（株）

（株）ヒラテツ

37 北勢国道事務所 令和３年度　名阪国道越川地区防災工事 東進産業（株） 局長表彰 （有）タニキ

（有）岸部組 小泉　直洋

38 天竜川上流河川事務所 令和３年度　太田切川中流渓岸保全応急対策工事 窪田建設（株） 局長表彰 三澤ブルドーザー（株） 松村　洋平

（株）オオタニクレーン

共進建設（株）

39 飯田国道事務所 令和２年度　１９号桜沢・薮原地区道路建設工事 吉川建設（株） 局長表彰 信越アステック（株） 木下　裕介

（有）塩尻建友 出野　勇樹

（株）本久

日特建設（株） 川口　仁

40 飯田国道事務所 令和２年度　木曽維持管内南部地区防災補修工事 奥田工業（株） 局長表彰 （株）　光建 渡邊　高博

【 安保塗装（株） 】 鈴木　駿

世紀東急工業（株）　木
曽営業所

宮里　創

篠田（株） 町田　広樹

（株）石原工務店

41 天竜川ダム統合管理事務所 令和２年度　美和ダム長谷湖地区土砂掘削災害復旧工事 小澤建設（株） 局長表彰 （株）栄進 本田　宏幸

42 清水港湾事務所 令和２年度　清水港富士見地区岸壁(-14m)改良工事 鈴与建設(株) 局長表彰 井上工業（株） 斎藤　哲男

（株）種瀬組 岩渕　伸宏

石田建工 田島　淳平

43 名古屋港湾事務所 令和３年度　名古屋港土砂処分場汚濁防止膜設置工事
五洋・りんかい日産特定
建設工事共同企業体

局長表彰 五港建設（株）

五栄土木（株）名古屋
営業所

兼丸　宗胤

（株）小島組 野村　浩

44 四日市港湾事務所 令和２年度　四日市港外港地区東防波堤改良工事 高砂建設（株） 局長表彰 森崎建設（株）

1 多治見砂防国道事務所 令和２年度　木曽川水系薬師沢第１砂防堰堤工事 （株）吉川工務店 事務所長表彰 乙姫建設（株） 太田　勉

2 多治見砂防国道事務所 令和２年度　庄内川水系妻木管内砂防施設改築工事 （株）藤本組 事務所長表彰 （有）石垣興業 石垣　敏明

あらい組

3 多治見砂防国道事務所 令和２年度　瑞浪恵那道路下沢地区下部工事 （株）中島工務店 事務所長表彰 カシモ機械（株） 横井　茂

（有）山水施工

北陽建設（株）

4 木曽川上流河川事務所 令和２年度　木曽川小信中島護岸工事 大興建設（株） 事務所長表彰 篠田（株）

（株）梶川建設

自然応用科学（株） 増田　裕充

5 木曽川上流河川事務所 令和３年度　木曽川小信中島高水敷整備工事 （株）イチテック 事務所長表彰 （株）テクノス

（有）オオブ工業 山口　禎一

（株）アルテック

6 木曽川上流河川事務所 令和３年度　揖斐川大巻防災拠点整備工事 岐建（株） 事務所長表彰 三建産業（株） 熊澤　利彦

（株）岐阜造園

7 木曽川上流河川事務所 令和２年度　根尾川屋井護岸工事 杉山建設（株） 事務所長表彰 （株）平田組 森　貴彦

ノービ重機（株）

8 木曽川上流河川事務所 令和２年度　長良川熊野前災害復旧工事 巴産業（株） 事務所長表彰 ノービ重機（株） 土方　一仁

（株）神田組

9 越美山系砂防事務所 令和２年度　越美山系砂防揖斐川砂防施設工事 西濃建設（株） 事務所長表彰 揖斐昭和建設（株） 橋本　政明
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企業名 表彰区分 企業名
※ 主任技術者 有能技能者

番号 事務所名 工事名

元請企業の表彰
下請企業等の表彰

（部長・事務所長　表彰）

10 新丸山ダム工事事務所 令和３年度　新丸山ダム原石山線５号橋ＰＣ上部工事 （株）安部日鋼工業 事務所長表彰 （株）山内組 千代薗　普崇

御嵩クレーン（株）

橋梁技建（株）

11 岐阜国道事務所 令和２年度　１５６号岐阜東ＢＰ岩田地区道路建設工事 巴産業（株） 事務所長表彰 （株）享栄建工 四ツ橋　志住

（有）フジケン土木 飯田　誠

（株）神田組

12 岐阜国道事務所 令和２年度　東海環状養老海津地区北地盤改良工事 前田建設工業（株） 事務所長表彰
（株）不動テトラ　中部
支店

小室　俊晴

富士工業（株） 石黒　浩明

神野産業（株） 棚橋　良浩

（株）大晃

13 岐阜国道事務所 令和元年度　東海環状津屋川橋Ｐ９橋脚工事 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株） 事務所長表彰 （株）横建 藤川　有史

（株）石井鉄筋 奥村　亮

新都工業（株）

14 岐阜国道事務所 令和２年度　１５８号八幡管内橋梁補修工事 （株）大西組 事務所長表彰 田中シビルテック（株） 早瀬　清人

（株）岐東建装

（株）丸高商事

（株）鉞組 河合　渡

15 岐阜国道事務所 令和２年度　東海環状志津第１高架橋Ｐ１３橋脚工事 （株）加藤建設 事務所長表彰 （株）ミック 立松　健二

橋本建設（株） 青木　宏伺

【 （株）後藤鉄筋 】 後藤　哲也

16 岐阜国道事務所 令和２年度　東海環状海津ＰＡ地区北地盤改良工事 大成建設（株） 事務所長表彰
（株）不動テトラ　中部
支店

玉城　義樹 馬場　圭佑

17 岐阜国道事務所 令和２年度　東海環状養老海津中地区南地盤改良工事 三建産業（株） 事務所長表彰 （株）ロッセ 鈴木　真実

18 岐阜国道事務所 令和２年度　東海環状岐阜ＩＣ本線橋Ｐ９橋脚工事 若築建設（株） 事務所長表彰
関特工業（株）名古屋
支店

（株）アベ 井上　陽介

松岡鉄筋工業（有） 永田　勝

19 高山国道事務所 令和２年度　４１号保井戸地区防災工事 金子工業（株） 事務所長表彰
東興ジオテック（株）中
部支店

木村　仁

丸ス産業（株） 斉藤　准希

（株）ＵＮＩＴＥ

（株）技研ユニティ

（株）平野建機

【 （有）エヌ・ワイ・ケー
】

森下　佳

20 高山国道事務所 令和２年度　４１号高山地区橋梁補修工事
田川・川上・嶋田経常建
設（共）

事務所長表彰 （株）鉞組 飯山　了一

（株）石原建材

21 高山国道事務所 令和２年度　中部縦貫中切上切地区道路建設工事 （株）新井組 事務所長表彰
日特建設（株）岐阜営
業所

佐々木　啓太

矢作建設工業（株） 坂口　貴重

22 高山国道事務所 令和２年度　４１号東漆山地区法面防災工事 坂本土木（株） 事務所長表彰 馬瀬建設（株） 桂川　作治

23 高山国道事務所 令和３年８月豪雨災害応急復旧工事 日産工業（株） 事務所長表彰 （株）オクダ技巧 中嶋　哲也

24 沼津河川国道事務所 令和２年度　狩野川水系梶山地区松沢川第１砂防堰堤工事 （株）山田組 事務所長表彰 （有）浜野組 安藤　建 吉田　雄大

25 沼津河川国道事務所 令和２年度　１３８号須走電線共同溝工事 臼幸産業（株） 事務所長表彰 大樹建設（株） 大石　龍賀

新陽建設（株）

26 沼津河川国道事務所 令和２年度　狩野川下流部堤防維持管理修繕工事 加和太建設（株） 事務所長表彰 （株）月井重機 月井　大輔

27 沼津河川国道事務所 令和２年度　富士海岸吉原地区侵食対策工事 遠藤建設（株） 事務所長表彰 ダイエー工業（株） 佐藤　龍夫

土屋ブルドーザ工事
（株）

（株）井上ガードフェンス

28 沼津河川国道事務所 令和２年度　狩野川放水路分流堰機械設備修繕工事 宇野重工（株） 事務所長表彰 駿豆建設（株） 青木　孝仁
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企業名 表彰区分 企業名
※ 主任技術者 有能技能者

番号 事務所名 工事名

元請企業の表彰
下請企業等の表彰

（部長・事務所長　表彰）

29 沼津河川国道事務所 令和２年度　沼津維持管内整備工事 山本建設（株） 事務所長表彰 倉田工業（株） 大勝　直樹

（有）山根興業 浅田　克行

30 浜松河川国道事務所 令和元年度　浜松維持管内維持修繕工事 （株）水野組 事務所長表彰 （有）冨建

（株）田中組

31 浜松河川国道事務所 令和２年度　１号島田金谷菊川ＩＣ道路建設工事 大河原建設（株） 事務所長表彰 （株）小原組 原川　太佑

（有）デイライト

（株）名波土建

32 浜松河川国道事務所 令和３年度　菊川河道掘削工事 （株）若杉組 事務所長表彰 マルフジ後藤重建 石原　隆寛

（株）山下組

33 浜松河川国道事務所 令和２年度　三遠道路東栄横見地区整備工事 神野建設（株） 事務所長表彰 カナダ建設（有） 中西　健三

（株）田中組

亀山建設（株）

34 浜松河川国道事務所 令和２年度　天竜川佐久間ダム下流整備工事 （株）鈴木組 事務所長表彰 北陽建設（株） 菅野　光博

（株）タイセン工業 小寺　寛明

35 浜松河川国道事務所 令和２年度　三遠道路３号トンネル東栄地区舗装工事 大林道路（株） 事務所長表彰 中村建設（株） 山田　拓実

コジマ工業（株）

（有）大悟建設

36 静岡河川事務所 令和３年度　駿河海岸榛原工区堤防補強工事 大河原建設（株） 事務所長表彰 亀山建設（株） 八木　健太

（株）トランスポータータ
カ

中村　秀則

（株）百合草建設

37 静岡河川事務所 令和３年度　安倍川油山護岸工事 石福建設（株） 事務所長表彰 【 ｐｉｎｅ　ｖｉｌｌａｇｅ（株） 】 松永　章吾

（株）静秀工業

38 静岡河川事務所 令和３年度　駿河海岸保全施設整備工事 大石建設（株） 事務所長表彰 （株）トラスト・ワン 秋山　智洋

【 山田建材（有） 】 山田　寛明

39 静岡河川事務所 令和２年度　富士海岸蒲原第１工区離岸堤工事 静和工業（株） 事務所長表彰 （株）東共重機 天野　宏泰

（株）カネジュウ橋本土
建

40 富士砂防事務所 令和２年度　富士山大沢川流木対策工事 （株）石井組 事務所長表彰 ダイエー工業（株） 藤田　弘樹

41 富士砂防事務所 令和２年度　由比蜂ヶ沢東部地区施工ヤード整備工事 市川土木（株） 事務所長表彰 北陽建設（株） 岸本　脩平

ｐｉｎｅ　ｖｉｌｌａｇｅ（株）

（有）豊菱鋼産

42 富士砂防事務所 令和２年度　富士山源頭部対策工事 大旺新洋（株） 事務所長表彰 （有）古谷建設 平野　泰隆

43 静岡国道事務所 令和元年度　１号丸子地区防災法面工事 木内建設（株） 事務所長表彰 【 宍原建設（株） 】 望月　学

44 静岡国道事務所 令和３年度　１３９号西富士道路舗装修繕工事 （株）石井組 事務所長表彰 （株）羽生組 秋山　陽大

45 静岡国道事務所 令和２年度　１号古庄西電線共同溝工事 （株）ＮＩＰＰＯ 事務所長表彰 （株）望建工業 遠又　彰仁

渡辺建設（株）

46 庄内川河川事務所 令和２年度　土岐川堤防維持管理修繕工事 （株）吉川組 事務所長表彰 （株）小泉ガーデン 小泉　真澄

（有）村上建設

47 庄内川河川事務所 令和２年度　庄内川枇杷島堤防強化工事 （株）ヒメノ 事務所長表彰 宇佐美工業（株） 鈴木　正幸

光洋物産（株）

（株）三浦組 三浦　良

48 豊橋河川事務所 令和２年度　矢作川下流部堤防維持管理修繕工事 木村建設（株） 事務所長表彰 （有）渡邉組 岡崎　航平

49 設楽ダム工事事務所 平成３１年度　設楽ダム瀬戸設楽線５号トンネル工事 （株）不動テトラ 事務所長表彰 西行建設（株） 谷　孔二

【 山﨑建設（株） 】 中野　洋介
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50 設楽ダム工事事務所 令和元年度　設楽ダム本体左岸掘削工事 若築建設（株） 事務所長表彰 愛知海運産業（株） 中川　竜一郎 伊藤　大河

自然応用科学（株） 増田　裕充

イビデングリーンテック
（株）

林　晃治

51 名古屋国道事務所 令和２年度　第三出張所管内舗装修繕工事 大有建設（株） 事務所長表彰
ユナイト（株）名古屋工
事営業所

（株）キクテック

52 名古屋国道事務所 令和２年度　第四出張所管内維持修繕工事 水野建設（株） 事務所長表彰 （有）玉建設 窪田　勝巳

53 名古屋国道事務所 令和２年度　１号熱田伝馬道路建設工事 徳倉建設（株） 事務所長表彰 （株）梶川建設 神谷　正彦

日特建設（株）

54 名古屋国道事務所 令和２年度　豊田地区防災工事 （株）安藤組 事務所長表彰 ヤハギ道路（株） 駿河　徳行

ベルテクス建設（株）

（株）片桐工務所

55 愛知国道事務所 令和２年度　４１号名濃バイパス中小口地区舗装工事 岐建（株） 事務所長表彰 （株）友進 井戸　徹也

篠田（株） 木村　睦

56 愛知国道事務所 令和２年度　３０２号飛島地区道路建設工事 （株）光建 事務所長表彰 （株）ニホンサービス 寺西　博雄

【 稲嶺工業（株） 】 緒方　聡佑

小田鐵網（株） 長谷川　周司

57 愛知国道事務所 令和２年度　３０２号西蟹田地区道路建設工事 （株）渡邊組 事務所長表彰 （株）小島工業 石山　卓矢

（有）丸広建設

大邦興業（株）

58 名四国道事務所 令和元年度　２４７号西知多道路荒尾ＩＣ北道路建設工事 （株）近藤組 事務所長表彰 （株）中村土木建設 四本松　裕治

（株）松原興業 久松　真一

協立工事（株） 梅田　英紳

59 名四国道事務所 令和２年度　２３号名豊道路建設工事 関興業（株） 事務所長表彰 （株）高須組 門別　直哉

（株）ダイホウ 香村　憲治

60 名四国道事務所 令和２年度　２３号蒲郡ＢＰ為当地区橋梁下部工事 山旺建設（株） 事務所長表彰 藤井建設（株） 小杉　岩男

（株）川口組 鈴木　忍

61 三重河川国道事務所 令和２年度　四日市管内橋梁補修工事
（株）イヤマトータルブリッ
ジサポート

事務所長表彰 （株）横浜システック 杉山　裕一

62 三重河川国道事務所 令和３年度　雲出川堤防整備工事 （株）谷口建設 事務所長表彰 （有）大房建設

杉山建設

63 三重河川国道事務所 令和３年度　宮川河川整備工事 （株）西邦建設 事務所長表彰 （株）原田組 福井　大騎

（株）竹内土木 河村　祐之

64 三重河川国道事務所 令和元年度　２３号北玉垣高架橋鋼上部工事 （株）駒井ハルテック 事務所長表彰 （株）ミック 半井　敦 久村　秀明

（株）小椋塗装店 西本　直弥

65 三重河川国道事務所 令和２年度　２３号北玉垣地区道路建設工事 （株）アイケーディ 事務所長表彰 中央建設（株） 牛崎　孝一

（株）日本ピーエス　三
重営業所

66 三重河川国道事務所 令和３年度　鈴鹿川下流部掘削工事 信藤建設（株） 事務所長表彰 （株）竹内土木工業

67 木曽川下流河川事務所 令和２年度　弥富出張所管内堤防維持管理修繕工事 加藤建設（株） 事務所長表彰 （株）瀬古興業 石垣　弘一

68 木曽川下流河川事務所 令和３年度　木曽三川公園管内維持工事 大島造園土木（株） 事務所長表彰 山田土木（株） 山田　剛司

名鉄環境造園（株）

69 木曽川下流河川事務所 令和２年度　木曽川下流管内環境整備工事 神野産業（株） 事務所長表彰 （株）大晃 牧野　茂人

70 紀勢国道事務所 令和２年度　４２号熊野宮川橋下部（Ｐ４）工事 日本土木工業（株） 事務所長表彰 （株）ＳＫＹｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

71 紀勢国道事務所 令和２年度　４２号尾鷲管内交通安全整備工事 （株）塩谷組 事務所長表彰 尾鷲舗道（株） 仲　浩明 阿部　正美

中央産商（株） 水野　貴紀
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企業名 表彰区分 企業名
※ 主任技術者 有能技能者

番号 事務所名 工事名

元請企業の表彰
下請企業等の表彰

（部長・事務所長　表彰）

72 紀勢国道事務所 令和２年度　４２号松阪多気ＢＰ朝田高架橋下部（Ｐ１９・Ｐ２０）工事 （株）森組 事務所長表彰 ミヤコ産業（株）

総合基礎（株）

（有）ＭＩＧＩＴＡ 右田　勝也

73 北勢国道事務所 令和２年度　東海環状塩崎田辺道路建設工事 松岡建設（株） 事務所長表彰 守成建設（株） 原　祐貴

（株）ヒラテツ

今直組

74 北勢国道事務所 令和２年度　北勢ＢＰ道路建設工事 アイトム建設（株） 事務所長表彰 （株）五十嵐建設 手石方　正弘 後藤　啓人

（株）平建

75 北勢国道事務所 令和３年度　名阪国道管内防災工事 （株）三和工務店 事務所長表彰 ワイズ 菅尾　康雄

76 北勢国道事務所 令和２年度　東海環状田切川橋右岸下部工事 岡田工業（株） 事務所長表彰 （株）大西組 鷲見　徹 島野　章碁

（株）富洋組

中央建設（株）

77 天竜川上流河川事務所 令和２年度　天竜川水系屋合沢穴沢砂防堰堤工事 浅川建設工業（株） 事務所長表彰 （株）長城 澤渡　和寿

78 天竜川上流河川事務所 令和２年度　天竜川水系コスマ沢砂防堰堤工工事 勝間田建設（株） 事務所長表彰 冥狗 土屋　紀章

（株）創力

（有）塩沢重機建設

79 天竜川上流河川事務所 令和３年度　天竜川伊那地区堤防維持管理修繕工事 守屋建設（株） 事務所長表彰 （株）ＡＳＴＥＡＤ

（株）渡辺組

（有）遠藤建機

80 三峰川総合開発工事事務所 令和２年度　美和ダム再開発ストックヤード浚渫工事 みらい建設工業（株） 事務所長表彰 松原建設（株） 山中　幸太郎 麻生　俊之

81 飯田国道事務所 令和２年度　木曽維持管内北部地区防災補修工事 窪田建設（株） 事務所長表彰 ムサシ建設工業（株） 岸上　俊之

（株）本久 宇留賀　翔

（株）プロテックエンジニ
アリング

82 飯田国道事務所 令和元年度　飯田維持管内維持修繕工事 長豊建設（株） 事務所長表彰 北信砕石工業（有） 倉科　盛一

83 飯田国道事務所 令和２年度　三遠南信二日洞地区工事用道路建設工事 小池建設（株） 事務所長表彰 （有）オオブ工業 嵯峨　雅志

84 木曽川水系ダム統合管理事務所 令和３年度　丸山ダム管内維持工事 （株）土谷組 事務所長表彰
（株）テクアノーツ中部
事業所

85 天竜川ダム統合管理事務所 令和２年度　小渋ダム放流設備修繕工事 佐藤鉄工（株） 事務所長表彰
（株）村電テクニカル
サービス

井上　耕一

86 矢作ダム管理所 令和２年度　矢作ダム貯水池掘削工事 板垣建設（株） 事務所長表彰 花菱建材（株） 工藤　貴志

【 サトウ重機（株） 】 土屋　朝広

87 静岡営繕事務所 令和２年度　清水地方合同庁舎改修工事 第一建設（株） 事務所長表彰 日進電機（株）

菱和エンジニアリング
（株）

88 清水港湾事務所 令和２年度　御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事 （株）橋本組 事務所長表彰 （株）ワイ・エム・ケー 長岡　忠直

89 名古屋港湾事務所 令和３年度　名古屋港飛島ふ頭東岸壁（-15m）桟橋上部工事
東亜・大本・徳倉特定建
設工事共同企業体

事務所長表彰
信幸建設（株）　大阪支
社

太田　喜久

【 （株）ナカボーテック 】 松谷　浩樹

昭和コンクリート工業
（株）　中部支店

三岳　浩二

世紀東急工業（株）　名
古屋支店

樺島　弘

90 名古屋港湾事務所 令和３年度　名古屋港金城ふ頭岸壁（-12m）裏込工事 みらい建設工業（株） 事務所長表彰

91 三河港湾事務所 令和3年度　衣浦港外港地区防波堤付属物撤去工事 神野建設（株） 事務所長表彰 （株）河崎海事 河崎　眞

成々工業（株）

暎建

（有）山盛建設

92 四日市港湾事務所 令和３年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)地盤改良工事 若築建設（株） 事務所長表彰
日本海工（株）名古屋
支店

塚野　孝 川戸　辰郎
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※下請企業名に【  】がついている企業は、有能技能者表彰対象者の所属を示しているものであり、下請企業表彰の対象ではありません。

企業名 表彰区分 企業名
※ 主任技術者 有能技能者

1 名四国道事務所 令和２年度　１５５号豊田南ＢＰ逢妻新橋架替工事 ヤハギ道路（株） 局長表彰 （有）シビル 田中　奨

（株）ミック

2 飯田国道事務所 令和２年度　三遠南信樽沢道路建設工事 勝間田建設（株） 局長表彰 （有）雄長組 佐々木　康隆 石原　憲幸

（有）小林工業

南信測機（株）

3 矢作ダム管理所 令和２年度　矢作ダム貯水池掘削工事 板垣建設（株） 局長表彰 花菱建材（株） 工藤　貴志

【 サトウ重機（株） 】 土屋　朝広

1 木曽川上流河川事務所 令和３年度　揖斐川落合堤防補強工事 髙田建設（株） 事務所長表彰 （株）瀬古興業

2 沼津河川国道事務所 平成２９年度　河津下田道路河津トンネル逆川地区工事 （株）大林組 事務所長表彰 山﨑建設（株） 林　信幸

（株）三原工業 山浦　智彦

3 沼津河川国道事務所 令和元年度　沼津維持管内橋梁補強補修工事 中林建設（株） 事務所長表彰 五百蔵建設（株）

不二工業建設（株） 百瀬　丈晴

4 沼津河川国道事務所 令和元年度　河津下田道路河津ＩＣランプ橋ＰＣ上部工事 オリエンタル白石（株） 事務所長表彰 （株）スガナミ 小出　誠

（有）鳶　新井組

（株）寺嶋鉄筋工業 寺嶋　翔哉

5 静岡国道事務所 令和２年度　１３９号富士維持管内舗装修繕工事 フジタ道路（株） 事務所長表彰 進栄建設 松浦　康佑

6 静岡国道事務所 令和３年度　１号清水立体横砂地区道路建設工事 鈴与建設（株） 事務所長表彰 （株）花村組 高野　貞臣

新日本グラウト工業
（株）

新技術工営（株）

7 三重河川国道事務所 令和２年度　白子電線共同溝工事 アイトム建設（株） 事務所長表彰 （株）平建 杉田　裕也

横建土木（有）

8 北勢国道事務所 令和２年度　名阪国道伊賀ＩＣ交通安全対策舗装工事 東亜道路工業（株） 事務所長表彰
ワールド開発工業（株）
名古屋営業所

Ｇテクノ（株）名古屋支
店

淺井　一秀

9 清水港湾事務所 令和３年度　御前崎港防波堤（東）（改良）被覆工事 青木建設（株） 事務所長表彰 三楽工業 杉山　隆壱

（有）平野潜水工業所

（株）新村組

令和４年度　安全工事一覧表（令和３年度完了工事）

番号 事務所名 工事名

元請企業の表彰
下請企業等の表彰

（部長・事務所長　表彰）
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※下請企業名に【  】がついている企業は、有能技能者表彰対象者の所属を示しているものであり、下請企業表彰の対象ではありません。

企業名 表彰区分 企業名
※ 主任技術者 有能技能者

1 岐阜国道事務所 令和２年度　東海環状中西郷高架橋下部工事 （株）松野組 事務所長表彰 （有）三和工務店 大塚　裕

（株）石井鉄筋

（株）享栄建工

【 （株）新川組 】 新川　裕太

2 静岡国道事務所 令和２年度　１号清水立体飯田高架橋ＯＮランプ下部工事 （株）橋本組 事務所長表彰 ｐｉｎｅ　ｖｉｌｌａｇｅ（株） 佐藤　一也

大井川重機（有） 岡村　伸也

（株）新村組

3 静岡国道事務所 令和３年度　１号由比地区西倉澤道路整備工事 高橋建設（株） 事務所長表彰 （株）フタバコーケン 高田　浩次

セイトー（株）

4 紀勢国道事務所 令和２年度　４２号熊野管内防災工事 ユウテック（株） 事務所長表彰 （株）トーホー 松村　茂紀

令和４年度　社会貢献等工事一覧表（令和３年度完了工事）

番号 事務所名 工事名

元請企業の表彰
下請企業等の表彰

（部長・事務所長　表彰）
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番号 事務所名 工事名 企業名 技術者名 職務 表彰区分

1 営繕部 令和２年度　中部地方整備局防災用発電機燃料タンク増設工事 イリヤ建設（株） 大橋　富芳
監理技術者・現
場代理人兼任

局長表彰

2 多治見砂防国道事務所 令和２年度　多治見国道交通事故対策工事 セントラル建設（株） 田口　晶規 現場代理人 局長表彰

3 木曽川上流河川事務所 令和２年度　揖斐川第二堤防維持管理工事 加藤建設（株） 久保田　守 監理技術者 局長表彰

4 木曽川上流河川事務所 令和２年度　長良川鏡島災害復旧工事 （株）松野組 飯沼　幸司 現場代理人 局長表彰

5 岐阜国道事務所 令和２年度　東海環状大野神戸ＩＣ跨道橋下部工事 岐建（株） 高木　和弥 現場代理人 局長表彰

6 岐阜国道事務所 令和２年度　美濃加茂管内防災工事 小池土木（株） 溝口　洋介 現場代理人 局長表彰

7 岐阜国道事務所 令和３年度　美濃加茂雪氷作業 大脇建設（株） 今井　章裕
主任技術者・現
場代理人兼任

局長表彰

8 高山国道事務所 令和２年度　４１号門坂北地区道路改良工事 大山土木（株） 斉藤　賀津邦 現場代理人 局長表彰

9 高山国道事務所 令和２年度　４１号門坂南地区道路改良工事 （株）林工務店 萩田　忠幸 現場代理人 局長表彰

10 沼津河川国道事務所 平成２９年度　河津下田道路河津トンネル逆川地区工事 （株）大林組 久下　敦 監理技術者 局長表彰

11 沼津河川国道事務所 令和元年度　河津下田道路Ａランプ橋ＰＣ上部工事 （株）日本ピーエス 高田　健二 監理技術者 局長表彰

12 沼津河川国道事務所 令和２年度　１３８号須走御殿場ＢＰ南地区道路建設工事 中林建設（株） 佐野　佑馬 現場代理人 局長表彰

13 浜松河川国道事務所 令和２年度　１号島田掛川地区法面防災工事 須山建設（株） 内山　洋平 監理技術者 局長表彰

14 浜松河川国道事務所 令和３年度　天竜川上島地区水制整備工事 （株）鈴恭組 辻　智仁 現場代理人 局長表彰

15 静岡河川事務所 令和２年度　安倍川水系大谷山腹工事 （株）白鳥建設 志村　卓哉
監理技術者・現
場代理人兼任

局長表彰

16 静岡河川事務所 令和３年度　大井川上泉地区護岸工事 （株）アーク東海 増田　健人 監理技術者 局長表彰

17 富士砂防事務所 令和２年度　富士山風祭上流遊砂地工事 井上建設（株） 弘瀬　昇 監理技術者 局長表彰

18 静岡国道事務所 令和２年度　１号清水立体飯田高架橋ＯＦＦランプ下部工事 静和工業（株） 山田　一寿
監理技術者・現
場代理人兼任

局長表彰

19 静岡国道事務所 平成３１年度　１号藤枝ＢＰ潮高架橋下部工事 （株）山田組 杉山　博邦 現場代理人 局長表彰

20 庄内川河川事務所 令和２年度　庄内川桜佐地区整備工事 （株）山田組 寺島　貴洋 現場代理人 局長表彰

21 豊橋河川事務所 令和２年度　矢作川岩津中流地区築堤工事 日起建設（株） 野田　健一郎 監理技術者 局長表彰

22 設楽ダム工事事務所 令和２年度　設楽ダム管内維持工事 （有）芦沢建設 熊谷　隆広 監理技術者 局長表彰

23 設楽ダム工事事務所 令和２年度　設楽ダム国道２５７号田口地区道路整備工事 東海興業（株） 白柳　隆由
監理技術者・現
場代理人兼任

局長表彰

24 名古屋国道事務所 令和元年度　１９号丸の内地区舗装修繕工事 （株）佐藤渡辺 中島　竜二
監理技術者・現
場代理人兼任

局長表彰

25 名古屋国道事務所 令和元年度　東三河管内橋梁補強補修工事 （株）横河ブリッジ 平石　義昭
監理技術者・現
場代理人兼任

局長表彰

26 愛知国道事務所 令和２年度　３０２号中川地区道路建設工事 水野建設（株） 小林　考次 現場代理人 局長表彰

27 愛知国道事務所 令和２年度　４１号名濃バイパス中小口地区舗装工事 岐建（株） 常川　裕司 監理技術者 局長表彰

28 名四国道事務所 令和２年度　２３号蒲郡ＢＰ豊沢道路建設工事 （株）加藤建設 尾関　剛 監理技術者 局長表彰

29 三重河川国道事務所 令和２年度　四日市維持管内電線共同溝工事 松岡建設（株） 小川　雄士 監理技術者 局長表彰

30 三重河川国道事務所 令和２年度　鈴鹿川堤防整備工事 （株）杉本組 玉置　陽介 監理技術者 局長表彰

31 木曽川下流河川事務所 令和２年度　木曽川葭ヶ須上流川表高潮堤防補強工事 （株）山野建設 橋爪　敬義 現場代理人 局長表彰

32 紀勢国道事務所 令和２年度　４２号熊野尾鷲道路改良工事 ユウテック（株） 中　裕士 監理技術者 局長表彰

33 紀勢国道事務所 令和２年度　４２号熊野管内交通安全整備工事 ハマダ建設（株） 東　千成 監理技術者 局長表彰

34 北勢国道事務所 令和２年度　東海環状北勢第二高架橋１下部工事 信藤建設（株） 岡田　憲彦 監理技術者 局長表彰

35 北勢国道事務所 令和３年度　名阪国道越川地区防災工事 東進産業（株） 榊　秀一朗 監理技術者 局長表彰

36 天竜川上流河川事務所 令和３年度　太田切川中流渓岸保全応急対策工事 窪田建設（株） 小林　茂樹 監理技術者 局長表彰

37 飯田国道事務所 令和２年度　１９号桜沢・薮原地区道路建設工事 吉川建設（株） 山田　俊 監理技術者 局長表彰

38 飯田国道事務所 令和２年度　木曽維持管内南部地区防災補修工事 奥田工業（株） 上原　修 監理技術者 局長表彰

39 天竜川ダム統合管理事務所 令和２年度　美和ダム長谷湖地区土砂掘削災害復旧工事 小澤建設（株） 古瀬　渉
監理技術者・現
場代理人兼任

局長表彰

40 清水港湾事務所 令和２年度　清水港富士見地区岸壁(-14m)改良工事 鈴与建設（株） 太田　博文
監理技術者・現
場代理人兼任

局長表彰

令和４年度　優良工事技術者一覧表（令和３年度完了工事）
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番号 事務所名 工事名 企業名 技術者名 職務 表彰区分

41 名古屋港湾事務所 令和３年度　名古屋港土砂処分場汚濁防止膜設置工事
五洋・りんかい日産特定
建設工事共同企業体

笠原　正博 現場代理人 局長表彰

42 四日市港湾事務所 令和２年度　四日市港外港地区東防波堤改良工事 高砂建設（株） 永野　陽佑 監理技術者 局長表彰

1 多治見砂防国道事務所 令和２年度　木曽川水系薬師沢第１砂防堰堤工事 （株）吉川工務店 成瀬　幸 監理技術者 事務所長表彰

2 多治見砂防国道事務所 令和２年度　庄内川水系妻木管内砂防施設改築工事 （株）藤本組 西尾　誠二
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

3 多治見砂防国道事務所 令和２年度　瑞浪恵那道路下沢地区下部工事 （株）中島工務店 中島　源 監理技術者 事務所長表彰

4 木曽川上流河川事務所 令和３年度　揖斐川落合堤防補強工事 髙田建設（株） 渡部　翔平 現場代理人 事務所長表彰

5 木曽川上流河川事務所 令和２年度　木曽川小信中島護岸工事 大興建設（株） 下永　真己 監理技術者 事務所長表彰

6 木曽川上流河川事務所 令和３年度　木曽川小信中島高水敷整備工事 （株）イチテック 辻　正臣
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

7 木曽川上流河川事務所 令和３年度　揖斐川大巻防災拠点整備工事 岐建（株） 日比野　昌志 監理技術者 事務所長表彰

8 木曽川上流河川事務所 令和２年度　根尾川屋井護岸工事 杉山建設（株） 青木　隆志
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

9 越美山系砂防事務所 令和２年度　越美山系砂防揖斐川砂防施設工事 西濃建設（株） 高木　克英 監理技術者 事務所長表彰

10 新丸山ダム工事事務所 令和２年度　新丸山ダム大西瑞浪線日吉地区道路建設工事 小池土木（株） 伊藤　敏彦
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

11 新丸山ダム工事事務所 令和２年度　新丸山ダム国道４１８号８号橋下部工事 セントラル建設（株） 山内　聖治 現場代理人 事務所長表彰

12 岐阜国道事務所 令和３年度　八幡雪氷作業 （株）木越組 小池　保典
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

13 岐阜国道事務所 令和元年度　東海環状志津第１高架橋Ｐ１４橋脚工事 矢作建設工業（株） 中村　和哉 監理技術者 事務所長表彰

14 岐阜国道事務所 令和２年度　東海環状中西郷高架橋下部工事 （株）松野組 春日井　厚志 監理技術者 事務所長表彰

15 岐阜国道事務所 令和２年度　東海環状岐阜ＩＣ地区道路建設工事 日東工業（株） 加藤　昌彦 監理技術者 事務所長表彰

16 岐阜国道事務所 平成２９年度　東海環状岐阜山県第一トンネル工事 西松建設（株） 柳沢　一俊 監理技術者 事務所長表彰

17 岐阜国道事務所 令和２年度　岐阜国道管内西部地盤改良工事 （株）佐竹組 野村　洋輔 監理技術者 事務所長表彰

18 岐阜国道事務所 令和元年度　東海環状志津第１高架橋Ｐ１２橋脚工事 大日本土木（株） 森　久徳 現場代理人 事務所長表彰

19 岐阜国道事務所 令和２年度　東海環状西深瀬地区道路建設工事 青協建設（株） 長尾　佳和 現場代理人 事務所長表彰

20 岐阜国道事務所 令和２年度　東海環状岐阜ＩＣ本線橋Ｐ９橋脚工事 若築建設（株） 渡部　耕平 監理技術者 事務所長表彰

21 高山国道事務所 令和２年度　４１号保井戸地区防災工事 金子工業（株） 野中　達司
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

22 高山国道事務所 令和２年度　４１号高山地区橋梁補修工事
田川・川上・嶋田経常建
設（共）

阪下　雄亮 現場代理人 事務所長表彰

23 高山国道事務所 令和２年度　中部縦貫中切上切地区道路建設工事 （株）新井組 川邊　敬介
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

24 高山国道事務所 令和２年度　４１号東漆山地区法面防災工事 坂本土木（株） 坂本　尚也
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

25 高山国道事務所 令和３年８月豪雨災害応急復旧工事 日産工業（株） 上原　克己
主任技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

26 沼津河川国道事務所 令和２年度　狩野川水系梶山地区松沢川第１砂防堰堤工事 （株）山田組 荒畑　勇人 監理技術者 事務所長表彰

27 沼津河川国道事務所 令和２年度　１３８号須走電線共同溝工事 臼幸産業（株） 杉山　和敬 監理技術者 事務所長表彰

28 沼津河川国道事務所 令和２年度　狩野川下流部堤防維持管理修繕工事 加和太建設（株） 勝又　雅臣
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

29 沼津河川国道事務所 令和２年度　富士海岸吉原地区侵食対策工事 遠藤建設（株） 遠藤　真介
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

30 沼津河川国道事務所 令和２年度　狩野川放水路分流堰機械設備修繕工事 宇野重工（株） 小幡　功
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

31 沼津河川国道事務所 令和２年度　沼津維持管内整備工事 山本建設（株） 中山　裕之 現場代理人 事務所長表彰

32 浜松河川国道事務所 令和元年度　浜松維持管内維持修繕工事 （株）水野組 堀尾　将人 監理技術者 事務所長表彰

33 浜松河川国道事務所 令和２年度　１号島田金谷菊川ＩＣ道路建設工事 大河原建設（株） 奥田　恵一
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

34 浜松河川国道事務所 令和３年度　菊川河道掘削工事 （株）若杉組 植田　和浩
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

35 浜松河川国道事務所 令和２年度　三遠道路東栄横見地区整備工事 神野建設（株） 中筬　智晴 監理技術者 事務所長表彰

36 浜松河川国道事務所 令和２年度　天竜川佐久間ダム下流整備工事 （株）鈴木組 鈴木　周 現場代理人 事務所長表彰

37 浜松河川国道事務所 令和２年度　三遠道路３号トンネル東栄地区舗装工事 大林道路（株） 大森　大介 監理技術者 事務所長表彰

38 静岡河川事務所 令和３年度　駿河海岸榛原工区堤防補強工事 大河原建設（株） 近藤　和巳
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

39 静岡河川事務所 令和３年度　安倍川油山護岸工事 石福建設（株） 芝原　英和
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰
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番号 事務所名 工事名 企業名 技術者名 職務 表彰区分

40 静岡河川事務所 令和３年度　駿河海岸保全施設整備工事 大石建設（株） 堀本　亮佑 監理技術者 事務所長表彰

41 静岡河川事務所 令和２年度　富士海岸蒲原第１工区離岸堤工事 静和工業（株） 大澤　真吾 現場代理人 事務所長表彰

42 富士砂防事務所 令和２年度　富士山大沢川流木対策工事 （株）石井組 望月　秀人 監理技術者 事務所長表彰

43 富士砂防事務所 令和２年度　由比蜂ヶ沢東部地区施工ヤード整備工事 市川土木（株） 八木　克也 現場代理人 事務所長表彰

44 富士砂防事務所 令和２年度　富士山源頭部対策工事 大旺新洋（株） 塩田　勝啓 監理技術者 事務所長表彰

45 静岡国道事務所 令和３年度　静清維持管内東部橋梁補修工事（橋梁補修） 五光建設（株） 伊井田　明典
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

46 静岡国道事務所 令和元年度　１号丸子地区防災法面工事 木内建設（株） 松下　圭佑
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

47 静岡国道事務所 令和３年度　１３９号西富士道路舗装修繕工事 （株）石井組 望月　秀人 監理技術者 事務所長表彰

48 庄内川河川事務所 令和２年度　土岐川堤防維持管理修繕工事 （株）吉川組 小出　秀雄
主任技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

49 庄内川河川事務所 令和２年度　庄内川枇杷島堤防強化工事 （株）ヒメノ 竹内　謙策 監理技術者 事務所長表彰

50 豊橋河川事務所 令和２年度　矢作川下流部堤防維持管理修繕工事 木村建設（株） 近藤　克彦 監理技術者 事務所長表彰

51 設楽ダム工事事務所 平成３１年度　設楽ダム瀬戸設楽線５号トンネル工事 （株）不動テトラ 久田　国治 監理技術者 事務所長表彰

52 設楽ダム工事事務所 令和元年度　設楽ダム本体左岸掘削工事 若築建設（株） 越智　聖剛 監理技術者 事務所長表彰

53 名古屋国道事務所 令和２年度　第三出張所管内舗装修繕工事 大有建設（株） 髙橋　潤 監理技術者 事務所長表彰

54 名古屋国道事務所 令和２年度　第四出張所管内維持修繕工事 水野建設（株） 富高　光夫 監理技術者 事務所長表彰

55 名古屋国道事務所 令和２年度　１号熱田伝馬道路建設工事 徳倉建設（株） 大原　直孝 監理技術者 事務所長表彰

56 名古屋国道事務所 令和２年度　豊田地区防災工事 （株）安藤組 安藤　剛史 監理技術者 事務所長表彰

57 愛知国道事務所 令和元年度　２４７号西知多道路東海ＪＣＴ東部地区下部工事 中部土木（株） 鈴木　剛史 監理技術者 事務所長表彰

58 愛知国道事務所 令和２年度　３０２号飛島地区道路建設工事 （株）光建 八木　正史
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

59 愛知国道事務所 令和２年度　３０２号西蟹田地区道路建設工事 （株）渡邊組 真野　智明 現場代理人 事務所長表彰

60 名四国道事務所 令和２年度　豊田ＢＰ越戸本新地区道路建設工事 太啓建設（株） 髙橋　信 現場代理人 事務所長表彰

61 名四国道事務所 令和元年度　２４７号西知多道路荒尾ＩＣ北道路建設工事 （株）近藤組 近藤　武 現場代理人 事務所長表彰

62 名四国道事務所 令和２年度　２３号名豊道路建設工事 関興業（株） 岩永　聡明 監理技術者 事務所長表彰

63 三重河川国道事務所 令和２年度　四日市管内橋梁補修工事
（株）イヤマトータルブリッ
ジサポート

仲林　達児 監理技術者 事務所長表彰

64 三重河川国道事務所 令和３年度　雲出川堤防整備工事 （株）谷口建設 中川　貴裕 監理技術者 事務所長表彰

65 三重河川国道事務所 令和３年度　宮川河川整備工事 （株）西邦建設 西山　雅章 監理技術者 事務所長表彰

66 三重河川国道事務所 令和２年度　白子電線共同溝工事 アイトム建設（株） 田中　大樹 監理技術者 事務所長表彰

67 三重河川国道事務所 令和元年度　２３号北玉垣高架橋鋼上部工事 （株）駒井ハルテック 小島　京志 現場代理人 事務所長表彰

68 三重河川国道事務所 令和２年度　２３号北玉垣地区道路建設工事 （株）アイケーディ 後藤　博伸
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

69 木曽川下流河川事務所 令和２年度　弥富出張所管内堤防維持管理修繕工事 加藤建設（株） 松葉　誠司 監理技術者 事務所長表彰

70 木曽川下流河川事務所 令和３年度　木曽三川公園管内維持工事 大島造園土木（株） 澤田　幹夫
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

71 木曽川下流河川事務所 令和２年度　木曽川下流管内環境整備工事 神野産業（株） 諏訪　幸則
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

72 紀勢国道事務所 令和２年度　４２号熊野宮川橋下部（Ｐ４）工事 日本土木工業（株） 松田　裕介 現場代理人 事務所長表彰

73 紀勢国道事務所 令和２年度　４２号尾鷲管内交通安全整備工事 （株）塩谷組 坂本　誠 監理技術者 事務所長表彰

74 紀勢国道事務所 令和２年度　４２号松阪多気ＢＰ朝田高架橋下部（Ｐ１９・Ｐ２０）工事 （株）森組 積木　伸人 現場代理人 事務所長表彰

75 北勢国道事務所 令和２年度　東海環状塩崎田辺道路建設工事 松岡建設（株） 秦　幸昭
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

76 北勢国道事務所 令和２年度　北勢ＢＰ道路建設工事 アイトム建設（株） 森田　大介 監理技術者 事務所長表彰

77 北勢国道事務所 令和２年度　名阪国道伊賀ＩＣ交通安全対策舗装工事 東亜道路工業（株） 小川　大輔 監理技術者 事務所長表彰

78 北勢国道事務所 令和２年度　東海環状員弁川橋下部工事 （株）三輪建設 田中　俊也
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

79 天竜川上流河川事務所 令和２年度　天竜川水系屋合沢穴沢砂防堰堤工事 浅川建設工業（株） 浅川　一 監理技術者 事務所長表彰

80 天竜川上流河川事務所 令和２年度　天竜川水系コスマ沢砂防堰堤工工事 勝間田建設（株） 浅間　慎也 監理技術者 事務所長表彰
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番号 事務所名 工事名 企業名 技術者名 職務 表彰区分

81 天竜川上流河川事務所 令和３年度　天竜川伊那地区堤防維持管理修繕工事 守屋建設（株） 伊藤　喜洋
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

82 三峰川総合開発工事事務所 令和２年度　美和ダム再開発ストックヤード浚渫工事 みらい建設工業（株） 都築　恭生 監理技術者 事務所長表彰

83 飯田国道事務所 令和２年度　木曽維持管内北部地区防災補修工事 窪田建設（株） 小澤　公彦 監理技術者 事務所長表彰

84 飯田国道事務所 令和２年度　三遠南信樽沢道路建設工事 勝間田建設（株） 福沢　将敏 監理技術者 事務所長表彰

85 飯田国道事務所 令和元年度　飯田維持管内維持修繕工事 長豊建設（株） 串原　慎治 主任技術者 事務所長表彰

86 天竜川ダム統合管理事務所 令和２年度　小渋ダム放流設備修繕工事 佐藤鉄工（株） 伊藤　政明
主任技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

87 長島ダム管理所 令和２年度　長島ダム下流域放流警報設備改良工事 共立電気（株） 宮原　政典
主任技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

88 矢作ダム管理所 令和２年度　矢作ダム貯水池掘削工事 板垣建設（株） 市川　重宏
監理技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

89 静岡営繕事務所 令和２年度　清水地方合同庁舎改修工事 第一建設（株） 若松　剛旨
主任技術者・現
場代理人兼任

事務所長表彰

90 清水港湾事務所 令和２年度　御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事 （株）橋本組 法月　利春 監理技術者 事務所長表彰

91 名古屋港湾事務所 令和３年度　名古屋港金城ふ頭岸壁(-12m)裏込工事 みらい建設工業（株） 井上　渚沙 担当技術者 事務所長表彰

92 名古屋港湾事務所 令和３年度　名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)桟橋上部工事
東亜・大本・徳倉特定建
設工事共同企業体

柴山　和輝 現場代理人 事務所長表彰

93 三河港湾事務所 令和３年度　衣浦港外港地区防波堤付属物撤去工事 神野建設（株） 井下　量幸  現場代理人 事務所長表彰

94 四日市港湾事務所 令和３年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)地盤改良工事 若築建設（株） 成田　晃一郎 監理技術者 事務所長表彰
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番号 事務所名 業務名 企業名 表彰区分

1 営繕部 令和３年度　豊橋地方合同庁舎改修設計業務 （株）大建設計 局長表彰

2 多治見砂防国道事務所 令和３年度　単価契約多治見砂防妻木図面作成業務 （株）光測量コンサルタント 局長表彰

3 木曽川上流河川事務所 令和３年度　木曽川上流排水作業準備計画検討業務 八千代エンジニヤリング（株） 局長表彰

4 木曽川上流河川事務所 令和２年度　揖斐川大垣市横曽根町地区用地調査業務 （株）テイコク 局長表彰

5 越美山系砂防事務所 令和２年度　外津汲地区用地調査及び補償説明業務 大同コンサルタンツ（株） 局長表彰

6 新丸山ダム工事事務所 令和２年度　新丸山ダム付替道路事業監理業務
令和２年度　新丸山ダム付替道路事業監理業務中
地協・近代設計共同体

局長表彰

7 岐阜国道事務所 令和３年度　岐阜国道整備効果検討業務
令和３年度　岐阜国道整備効果検討業務　ＭＵＲＣ・
長大設計共同体

局長表彰

8 岐阜国道事務所 令和２年度　東海環状（養老から県境）庭田高架橋詳細修正設計業務 協和設計（株） 局長表彰

9 高山国道事務所 令和３年度　高山国道交通安全設計業務
令和３年度　高山国道交通安全設計業務東京建設
コンサルタント・計量計画研究所設計共同体

局長表彰

10 沼津河川国道事務所 令和３年度　沼津河川国道管内交通事故対策調査業務 （株）建設技術研究所 局長表彰

11 沼津河川国道事務所 令和２年度　狩野川内水対策検討業務 （株）ニュージェック 局長表彰

12 浜松河川国道事務所 令和２年度　浜松管内防災点検業務 アジア航測（株） 局長表彰

13 浜松河川国道事務所 令和２年度　佐久間地区橋梁予備設計業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 局長表彰

14 浜松河川国道事務所 令和２年度　浜松河川国道管内地質調査業務 北陽建設（株） 局長表彰

15 静岡河川事務所 令和２年度　安倍川大井川築堤護岸詳細設計業務 昭和設計（株） 局長表彰

16 富士砂防事務所 令和３年度　由比地区地すべり機構計画検討業務 （一財）砂防・地すべり技術センター 局長表彰

17 静岡国道事務所 令和２年度　１号藤枝バイパス広幡地区道路詳細設計業務 中日本建設コンサルタント（株） 局長表彰

18 庄内川河川事務所 令和３年度　小里川ダム貯水池測量業務 （株）パスコ 局長表彰

19 豊橋河川事務所 令和３年度　豊川自然再生事業検討業務 いであ（株） 局長表彰

20 設楽ダム工事事務所 令和２年度　設楽ダム付替道路掘削土砂対策検討業務 応用地質（株） 局長表彰

21 名古屋国道事務所 令和２年度　名古屋国道特殊車両事務業務
令和２年度　名古屋国道特殊車両事務業務セント
レック・パブリック・カナエ設計共同体

局長表彰

22 名古屋国道事務所 令和２年度　名古屋国道管内電線共同溝予備設計業務 中央コンサルタンツ（株） 局長表彰

23 愛知国道事務所 令和３年度　名岐道路予備修正設計業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 局長表彰

24 愛知国道事務所 令和３年度　愛知国道管内水文調査業務 国際航業（株） 局長表彰

25 名四国道事務所 令和３年度　東三河地域自然環境調査業務 大日本コンサルタント（株） 局長表彰

26 三重河川国道事務所 令和３年度　三重管内無電柱化設計業務 （株）フジヤマ 局長表彰

27 北勢国道事務所 令和３年度　北勢国道技術資料作成業務 セントラルコンサルタント（株） 局長表彰

28 天竜川上流河川事務所 令和３年度　天竜川水系災害危機管理検討業務
令和３年度　天竜川水系災害危機管理検討業務砂
防フロンティア整備推進機構・日本工営設計共同体

局長表彰

29 天竜川上流河川事務所 令和３年度　静岡県熱海市土砂災害第２班災害支援調査業務 （株）藤測 局長表彰

30 天竜川上流河川事務所 令和３年度　静岡県熱海市土砂災害第１班災害支援調査業務 （株）ジッソク 局長表彰

31 飯田国道事務所 令和３年度　飯田国道管内事業整備計画検討業務 大日コンサルタント（株） 局長表彰

32 中部技術事務所 令和２年度　中部地方整備局管内岐阜北地区道路防災業務 中央復建コンサルタンツ（株） 局長表彰

33 名古屋港湾事務所 令和３年度　名古屋港新土砂処分場土質調査 基礎地盤コンサルタンツ・興亜開発設計共同体 局長表彰

34 名古屋港湾空港技術調査事務所 令和３年度　名古屋港新土砂処分場埋立護岸基本設計 日本港湾コンサルタント・エコー設計共同体 局長表彰

1 災害対策マネジメント室 令和２年度　テックフォース活動高度化検討業務 日本工営（株） 部長表彰

2 河川部 令和３年度　中部地整管内小規模河川氾濫解析検討業務 （株）ニュージェック 部長表彰

令和４年度　優良業務一覧表（令和３年度完了業務）
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番号 事務所名 業務名 企業名 表彰区分

3 営繕部 H３０三重河川国道事務所庁舎工事監理業務 （有）南勢建築設計 部長表彰

4 多治見砂防国道事務所 令和３年度　多治見砂防上松管内改築詳細設計業務 いであ（株） 事務所長表彰

5 多治見砂防国道事務所 令和２年度　多治見国道防災点検業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 事務所長表彰

6 多治見砂防国道事務所 令和３年度　多治見砂防測量業務 （株）メイホーエンジニアリング 事務所長表彰

7 多治見砂防国道事務所 令和３年度　多治見砂防補償説明業務 （株）ランド・コンサルタント 事務所長表彰

8 木曽川上流河川事務所 令和３年度　木曽川上流環境事業計画検討業務 （株）東京建設コンサルタント 事務所長表彰

9 木曽川上流河川事務所 令和２年度　水門川合流部改修事業検討業務 大日コンサルタント（株） 事務所長表彰

10 木曽川上流河川事務所 令和２年度　木曽川上流管内航空レーザ測量業務 （株）パスコ 事務所長表彰

11 木曽川上流河川事務所 令和３年度　木曽川上流管内地質調査業務 八千代エンジニヤリング（株） 事務所長表彰

12 木曽川上流河川事務所 令和２年度　木曽川上流用地補償総合技術業務 （株）セントレック 事務所長表彰

13 越美山系砂防事務所 令和３年度　越美山系管内砂防施設予備設計業務 大日コンサルタント（株） 事務所長表彰

14 新丸山ダム工事事務所 令和３年度　新丸山ダム管内道路詳細設計業務 中央コンサルタンツ（株） 事務所長表彰

15 岐阜国道事務所 令和３年度　岐阜国道道路情報管理業務 （株）テクノスジャパン 事務所長表彰

16 岐阜国道事務所 令和３年度　岐阜国道管内交通安全対策検討業務
令和３年度　岐阜国道管内交通安全対策検討業務
オリエンタルコンサルタンツ・大増コンサルタンツ設
計共同体

事務所長表彰

17 岐阜国道事務所 令和３年度　２１号岐大バイパス岐阜市内立体計画検討業務 八千代エンジニヤリング（株） 事務所長表彰

18 岐阜国道事務所 令和２年度　４１号上麻生地区水文地質調査業務 サンコーコンサルタント（株） 事務所長表彰

19 岐阜国道事務所 令和２年度　２１号岐大バイパス水利用調査業務 （株）建設技術研究所 事務所長表彰

20 岐阜国道事務所 令和２年度　岐阜国道岐阜東ＢＰ用地補償総合技術業務 （株）セントレック 事務所長表彰

21 高山国道事務所 令和２年度　飛騨地域トンネル詳細設計業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 事務所長表彰

22 高山国道事務所 令和３年度　飛騨地域道路網調査業務 （株）建設技術研究所 事務所長表彰

23 沼津河川国道事務所 令和３年度　狩野川河川整備詳細設計業務 大日コンサルタント（株） 事務所長表彰

24 沼津河川国道事務所 令和３年度　狩野川河川管理施設等監理検討業務
令和３年度　狩野川河川管理施設等監理検討業務
日本工営・玉野総合コンサルタント設計共同体

事務所長表彰

25 沼津河川国道事務所 令和２年度　東駿河湾（岡宮愛鷹）Ａランプ橋橋梁詳細設計業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 事務所長表彰

26 浜松河川国道事務所 令和２年度　菊川下流部河道掘削関連施設詳細設計業務 いであ（株） 事務所長表彰

27 浜松河川国道事務所 令和２年度　島田金谷ＢＰ大代ＩＣ詳細設計業務 セントラルコンサルタント（株） 事務所長表彰

28 浜松河川国道事務所 令和３年度　浜松管内水防行動計画検討業務 日本工営（株） 事務所長表彰

29 浜松河川国道事務所 令和２年度　菊川水系流量観測業務 （株）フジヤマ 事務所長表彰

30 静岡河川事務所 令和３年度　駿河蒲原海岸生態系調査業務 いであ（株） 事務所長表彰

31 富士砂防事務所 令和２年度　富士山南麓砂防施設詳細設計業務 協和設計（株） 事務所長表彰

32 静岡国道事務所 令和２年度　静岡国道管内道路網整備計画検討業務 （株）建設技術研究所 事務所長表彰

33 静岡国道事務所 令和３年度　静清維持西部橋梁点検業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 事務所長表彰

34 静岡国道事務所 令和３年度　静岡国道管内道路交通円滑化検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 事務所長表彰

35 静岡国道事務所 令和３年度　静岡国道管内交通量調査業務 （株）静環検査センター 事務所長表彰

36 庄内川河川事務所 令和２年度　庄内川河道計画検討業務 八千代エンジニヤリング（株） 事務所長表彰

37 豊橋河川事務所 令和３年度　豊橋河川防災支援検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 事務所長表彰

38 豊橋河川事務所 令和３年度　矢作ダム再生事業閑羅瀬地区地質調査業務 中央開発（株） 事務所長表彰

39 設楽ダム工事事務所 令和３年度　設楽ダム水源地域活性化検討業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 事務所長表彰

40 設楽ダム工事事務所 令和２年度　設楽ダム本体施工計画検討業務
令和２年度　設楽ダム本体施工計画検討業務　日
本工営・ダム技術センター設計共同体

事務所長表彰

41 設楽ダム工事事務所 令和２年度　設楽ダム付替道路関連地質調査 サンコーコンサルタント（株） 事務所長表彰
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番号 事務所名 業務名 企業名 表彰区分

42 名古屋国道事務所 令和３年度　名古屋国道管内電気通信設備設計業務 電設コンサルタンツ（株） 事務所長表彰

43 名古屋国道事務所 令和３年度　名古屋国道管内道路防災設計業務 日本工営（株） 事務所長表彰

44 名古屋国道事務所 令和２年度　名古屋国道事務所自転車通行空間整備検討業務 大日本コンサルタント（株） 事務所長表彰

45 愛知国道事務所 令和３年度　西知多道路事業監理業務 （一社）中部地域づくり協会 事務所長表彰

46 名四国道事務所 令和３年度　名四国道道路網調査検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 事務所長表彰

47 三重河川国道事務所 令和３年度　三重管内橋梁補強設計業務 中央コンサルタンツ（株） 事務所長表彰

48 三重河川国道事務所 令和２年度　勢田川桧尻川施工計画検討業務 いであ（株） 事務所長表彰

49 三重河川国道事務所 令和３年度　三重県内交通円滑化検討業務 日本工営（株） 事務所長表彰

50 三重河川国道事務所 令和３年度　雲出川河道計画検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 事務所長表彰

51 三重河川国道事務所 令和３年度　櫛田川補償説明業務 （株）中央クリエイト 事務所長表彰

52 木曽川下流河川事務所 令和２年度　木曽川下流管内水防災行動計画作成業務 中央コンサルタンツ（株） 事務所長表彰

53 木曽川下流河川事務所 令和３年度　木曽三川下流部自然再生事業検討業務 日本工営（株） 事務所長表彰

54 紀勢国道事務所 令和３年度　紀勢国道管内交通円滑化検討業務 （株）長大 事務所長表彰

55 紀勢国道事務所 令和２年度　熊野道路久生屋有馬地区橋梁詳細設計業務 協和設計（株） 事務所長表彰

56 紀勢国道事務所 令和３年度　紀勢国道管内水文観測業務 （株）松阪コンサルタント 事務所長表彰

57 紀勢国道事務所 令和２年度　南三重地域地質調査業務 大日コンサルタント（株） 事務所長表彰

58 北勢国道事務所 令和３年度　北勢国道道路管理データベース作成・更新業務 （株）テクノスジャパン 事務所長表彰

59 北勢国道事務所 令和３年度　北勢国道管内交通量調査業務 南海カツマ（株） 事務所長表彰

60 北勢国道事務所 令和３年度　北勢国道管内路線測量 アジア航測（株） 事務所長表彰

61 北勢国道事務所 令和３年度　北勢国道管内水文・地質調査業務 日本工営（株） 事務所長表彰

62 天竜川上流河川事務所 令和２年度　天竜川上流デジタル管内図作成検討業務 （株）パスコ 事務所長表彰

63 天竜川上流河川事務所 令和２年度　天竜川水系砂防堰堤補強検討業務 いであ（株） 事務所長表彰

64 天竜川上流河川事務所 令和３年度　天竜川上流上伊那地区流量観測業務 （株）北測 事務所長表彰

65 天竜川上流河川事務所 令和３年度　天竜川水系天竜川上流砂防管内測量業務 （株）飯田コンサルタント 事務所長表彰

66 天竜川上流河川事務所 令和２年度　天竜川水系中流地区地すべり対策地質調査業務 国土防災技術（株） 事務所長表彰

67 三峰川総合開発事務所 令和３年度　三峰川総合開発資料作成業務 （一社）パブリックサービス 事務所長表彰

68 飯田国道事務所 令和３年度　飯田国道事務所技術資料作成業務 技建開発（株） 事務所長表彰

69 飯田国道事務所 令和３年度　飯田国道道路情報管理業務 （株）テクノスジャパン 事務所長表彰

70 飯田国道事務所 令和３年度　１５３号宮田地区測量業務 （株）嶺水 事務所長表彰

71 木曽川水系ダム統合管理事務所 令和３年度　丸山ダム流入量予測システム改良業務 （株）建設技術研究所 事務所長表彰

72 天竜川ダム統合管理事務所 令和２年度　美和ダム下流管理橋詳細設計業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 事務所長表彰

73 長島ダム管理所 平成３１年度　長島ダム管理支援業務 （一社）パブリックサービス 事務所長表彰

74 矢作ダム管理所 令和２年度　矢作ダム地質調査業務 応用地質（株） 事務所長表彰

75 中部技術事務所 令和３年度　中部地整管内地震津波対策推進検討業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 事務所長表彰

76 中部技術事務所 令和３年度　中部地整管内自動車起終点調査業務 （株）ニュージェック 事務所長表彰

77 清水港湾事務所 令和３年度　清水港外施工検討業務 中央コンサルタンツ（株） 事務所長表彰

78 名古屋港湾事務所 令和3年度  名古屋港臨港交通施設効果検討業務 中央復建コンサルタンツ（株） 事務所長表彰

79 三河港湾事務所 令和3年度　衣浦港外港地区技術検討業務 三井共同建設コンサルタント（株） 事務所長表彰

80 四日市港湾事務所 令和3年度　四日市港係留施設長寿命化対策等検討業務 （株）ニュージェック 事務所長表彰
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番号 事務所名 業務名 企業名 技術者名 職務 表彰区分

1 災害対策マネジメント室 令和２年度　テックフォース活動高度化検討業務 日本工営（株） 松本　定一 管理技術者 局長表彰

2 多治見砂防国道事務所 令和２年度　多治見国道防災点検業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 植田　誠司 管理技術者 局長表彰

3 木曽川上流河川事務所 令和３年度　木曽川上流排水作業準備計画検討業務 八千代エンジニヤリング（株） 竹村　仁志 管理技術者 局長表彰

4 新丸山ダム工事事務所 令和２年度　新丸山ダム付替道路事業監理業務
令和２年度　新丸山ダム付替道路事業監
理業務中地協・近代設計共同体

小幡　敏幸 管理技術者 局長表彰

5 岐阜国道事務所 令和２年度　東海環状（養老から県境）庭田高架橋詳細修正設計業務 協和設計（株） 成田　将典 管理技術者 局長表彰

6 岐阜国道事務所 令和２年度　岐阜国道岐阜東ＢＰ用地補償総合技術業務 （株）セントレック 片岡　武士 担当技術者 局長表彰

7 高山国道事務所 令和３年度　高山国道交通安全設計業務
令和３年度　高山国道交通安全設計業務
東京建設コンサルタント・計量計画研究所
設計共同体

川口　正 管理技術者 局長表彰

8 沼津河川国道事務所 令和２年度　東駿河湾（岡宮愛鷹）Ａランプ橋橋梁詳細設計業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 田中　誠 管理技術者 局長表彰

9 沼津河川国道事務所 令和２年度　狩野川内水対策検討業務 （株）ニュージェック 荒川　英誠 管理技術者 局長表彰

10 浜松河川国道事務所 令和２年度　佐久間地区橋梁予備設計業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 井樋　宙 担当技術者 局長表彰

11 浜松河川国道事務所 令和３年度　浜松管内水防行動計画検討業務 日本工営（株） 犬山　晶夫 管理技術者 局長表彰

12 静岡河川事務所 令和３年度　安倍川大井川地下水調査業務 （株）スルガコンサル 小澤　幸宏 担当技術者 局長表彰

13 富士砂防事務所 令和３年度　由比地区地すべり機構計画検討業務 （一財）砂防・地すべり技術センター 宮城　昭博 担当技術者 局長表彰

14 静岡国道事務所 令和３年度　静岡国道管内道路交通円滑化検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 市川　貴也 管理技術者 局長表彰

15 静岡国道事務所 令和３年度　静清維持西部橋梁点検業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 田口　誠司 管理技術者 局長表彰

16 庄内川河川事務所 令和２年度　庄内川河道計画検討業務 八千代エンジニヤリング（株） 貝塚　正邦 管理技術者 局長表彰

17 豊橋河川事務所 令和３年度　豊川自然再生事業検討業務 いであ（株） 賀川　真樹 管理技術者 局長表彰

18 設楽ダム工事事務所 令和２年度　設楽ダム本体施工計画検討業務
令和２年度　設楽ダム本体施工計画検討
業務　日本工営・ダム技術センター設計共
同体

高柳　彰博 管理技術者 局長表彰

19 名古屋国道事務所 令和２年度　名古屋国道管内電線共同溝予備設計業務 中央コンサルタンツ（株） 花井　卓也 管理技術者 局長表彰

20 名古屋国道事務所 令和３年度　名古屋国道管内道路防災設計業務 日本工営（株） 河又　健時 管理技術者 局長表彰

21 愛知国道事務所 令和３年度　名岐道路予備修正設計業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 久坂　直樹 管理技術者 局長表彰

22 名四国道事務所 令和３年度　東三河地域自然環境調査業務 大日本コンサルタント（株） 小田　正明 担当技術者 局長表彰

23 三重河川国道事務所 令和３年度　三重管内無電柱化設計業務 （株）フジヤマ 大橋　昭宏 管理技術者 局長表彰

24 三重河川国道事務所 令和３年度　雲出川河道計画検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 森下　祐 管理技術者 局長表彰

25 木曽川下流河川事務所 令和３年度　木曽三川下流部自然再生事業検討業務 日本工営（株） 三上　美穂 管理技術者 局長表彰

26 紀勢国道事務所 令和２年度　南三重地域地質調査業務 大日コンサルタント（株） 辻岡　秀樹 主任技術者 局長表彰

27 北勢国道事務所 令和３年度　北勢国道道路管理データベース作成・更新業務 （株）テクノスジャパン 出納　貴典 担当技術者 局長表彰

28 天竜川上流河川事務所 令和３年度　静岡県熱海市土砂災害第２班災害支援調査業務 （株）藤測 原　和典 主任技術者 局長表彰

29 天竜川上流河川事務所 令和３年度　静岡県熱海市土砂災害第１班災害支援調査業務 （株）ジッソク 伊東　誠 主任技術者 局長表彰

30 飯田国道事務所 令和３年度　飯田国道管内事業整備計画検討業務 大日コンサルタント（株） 谷村　知美 担当技術者 局長表彰

31 中部技術事務所 令和２年度　中部地方整備局管内岐阜北地区道路防災業務 中央復建コンサルタンツ（株） 奥野　智彦 管理技術者 局長表彰

32 名古屋港湾事務所 令和３年度　名古屋港新土砂処分場土質調査
基礎地盤コンサルタンツ・興亜開発設計共
同体

五十嵐　央 担当技術者 局長表彰

33 名古屋港湾空港技術調査事務所 令和３年度　名古屋港新土砂処分場埋立護岸基本設計
日本港湾コンサルタント・エコー設計共同
体

柴田　大介 管理技術者 局長表彰

1 河川部 令和３年度　中部地整管内小規模河川氾濫解析検討業務 （株）ニュージェック 荒川　英誠 管理技術者 部長表彰

2 営繕部 令和３年度　豊橋地方合同庁舎改修設計業務 （株）大建設計 堀　桂輔 管理技術者 部長表彰

3 多治見砂防国道事務所 令和３年度　多治見砂防上松管内改築詳細設計業務 いであ（株） 上葛　健太 管理技術者 事務所長表彰

4 多治見砂防国道事務所 令和３年度　単価契約多治見砂防妻木図面作成業務 （株）光測量コンサルタント 勝　豊春 管理技術者 事務所長表彰

5 多治見砂防国道事務所 令和３年度　多治見国道道路情報管理業務 （株）テクノスジャパン 古田　美希男 管理技術者 事務所長表彰

6 木曽川上流河川事務所 令和２年度　木曽川上流管内航空レーザ測量業務 （株）パスコ 二宮　洋行 主任技術者 事務所長表彰

7 木曽川上流河川事務所 令和２年度　揖斐川大垣市横曽根町地区用地調査業務 （株）テイコク 足立　伸夫 主任担当者 事務所長表彰

8 木曽川上流河川事務所 令和３年度　木曽川上流環境事業計画検討業務 （株）東京建設コンサルタント 田村　和広 管理技術者 事務所長表彰

9 新丸山ダム工事事務所 令和３年度　新丸山ダム地域振興検討業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 空　かおり 管理技術者 事務所長表彰

10 新丸山ダム工事事務所 令和２年度　新丸山ダム操作運用検討業務 （株）建設技術研究所 海津　利幸 管理技術者 事務所長表彰

令和４年度　優良業務技術者一覧表（令和３年度完了業務）
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番号 事務所名 業務名 企業名 技術者名 職務 表彰区分

11 岐阜国道事務所 令和３年度　岐阜国道道路情報管理業務 （株）テクノスジャパン 原田　孝 管理技術者 事務所長表彰

12 岐阜国道事務所 令和３年度　岐阜国道管内交通安全対策検討業務
令和３年度　岐阜国道管内交通安全対策
検討業務オリエンタルコンサルタンツ・大増
コンサルタンツ設計共同体

立松　秀樹 管理技術者 事務所長表彰

13 岐阜国道事務所 令和３年度　岐阜国道整備効果検討業務
令和３年度　岐阜国道整備効果検討業務
ＭＵＲＣ・長大設計共同体

宮下　光宏 管理技術者 事務所長表彰

14 岐阜国道事務所 令和３年度　２１号岐大バイパス岐阜市内立体計画検討業務 八千代エンジニヤリング（株） 土橋　文彦 管理技術者 事務所長表彰

15 高山国道事務所 令和３年度　飛騨地域道路網調査業務 （株）建設技術研究所 粟生　啓之 担当技術者 事務所長表彰

16 高山国道事務所 令和２年度　飛騨地域トンネル詳細設計業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 粟田　泰紀 管理技術者 事務所長表彰

17 沼津河川国道事務所 令和３年度　狩野川河川整備詳細設計業務 大日コンサルタント（株） 平野　浩之 管理技術者 事務所長表彰

18 沼津河川国道事務所 令和３年度　狩野川河川管理施設等監理検討業務
令和３年度　狩野川河川管理施設等監理
検討業務　日本工営・玉野総合コンサルタ
ント設計共同体

能美　享 管理技術者 事務所長表彰

19 沼津河川国道事務所 令和３年度　沼津河川国道管内交通事故対策調査業務 （株）建設技術研究所 寺奥　淳 管理技術者 事務所長表彰

20 沼津河川国道事務所 令和３年度　狩野川下流黄瀬川大場川来光川流量観測業務 伸東測量設計（株） 伊藤　邦浩 主任技術者 事務所長表彰

21 沼津河川国道事務所 令和３年度　沼津河川設計資料作成業務 （一社）パブリックサービス 西川　尚洋 管理技術者 事務所長表彰

22 浜松河川国道事務所 令和３年度　新豊根ダム長寿命化計画作成業務 （株）建設環境研究所 後藤　要之助 担当技術者 事務所長表彰

23 浜松河川国道事務所 令和２年度　浜松管内防災点検業務 アジア航測（株） 高山　陶子 管理技術者 事務所長表彰

24 浜松河川国道事務所 令和２年度　菊川下流部河道掘削関連施設詳細設計業務 いであ（株） 上葛　健太 担当技術者 事務所長表彰

25 浜松河川国道事務所 令和２年度　島田金谷ＢＰ大代ＩＣ詳細設計業務 セントラルコンサルタント（株） 酒井　友紀 管理技術者 事務所長表彰

26 浜松河川国道事務所 令和２年度　菊川水系流量観測業務 （株）フジヤマ 神尾　剛 主任技術者 事務所長表彰

27 静岡河川事務所 令和３年度　駿河蒲原海岸生態系調査業務 いであ（株） 賀川　真樹 管理技術者 事務所長表彰

28 静岡河川事務所 令和２年度　安倍川大井川築堤護岸詳細設計業務 昭和設計（株） 小野　厚 担当技術者 事務所長表彰

29 富士砂防事務所 令和２年度　富士山南麓砂防施設詳細設計業務 協和設計（株） 西岡　孝尚 管理技術者 事務所長表彰

30 富士砂防事務所 令和２年度　富士砂防技術審査業務 （一社）パブリックサービス 沼野　恵太 担当技術者 事務所長表彰

31 静岡国道事務所 令和２年度　１号藤枝バイパス広幡地区道路詳細設計業務 中日本建設コンサルタント（株） 関口　貴志 管理技術者 事務所長表彰

32 静岡国道事務所 令和２年度　静岡国道管内道路網整備計画検討業務 （株）建設技術研究所 横山　憲 管理技術者 事務所長表彰

33 静岡国道事務所 令和３年度　静岡県道路交通自動車起終点調査業務 （株）サーベイリサーチセンター 菊川　二郎 管理技術者 事務所長表彰

34 庄内川河川事務所 令和２年度　庄内川河道掘削詳細設計業務 いであ（株） 鳥居　義仁 管理技術者 事務所長表彰

35 庄内川河川事務所 令和３年度　小里川ダム貯水池測量業務 （株）パスコ 中西　計友 主任技術者 事務所長表彰

36 豊橋河川事務所 令和３年度　豊橋河川防災支援検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 平川　了治 管理技術者 事務所長表彰

37 設楽ダム工事事務所 令和３年度　設楽ダム水源地域活性化検討業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 空　かおり 管理技術者 事務所長表彰

38 設楽ダム工事事務所 令和２年度　設楽ダム付替道路掘削土砂対策検討業務 応用地質（株） 門間　聖子 管理技術者 事務所長表彰

39 設楽ダム工事事務所 令和２年度　豊川上流域魚類及び生息環境調査業務 （株）建設技術研究所 堀田　大貴 管理技術者 事務所長表彰

40 名古屋国道事務所 令和２年度　名古屋国道事務所自転車通行空間整備検討業務 大日本コンサルタント（株） 久保　宏 管理技術者 事務所長表彰

41 名古屋国道事務所 令和２年度　名古屋国道特殊車両事務業務
令和２年度　名古屋国道特殊車両事務業
務セントレック・パブリック・カナエ設計共同
体

渡邉　英之 管理技術者 事務所長表彰

42 名古屋国道事務所 令和３年度　名古屋国道管内電気通信設備設計業務 電設コンサルタンツ（株） 足立　正義 管理技術者 事務所長表彰

43 名古屋国道事務所 令和３年度　名古屋国道管内交通量調査業務 （株）綜合技術コンサルタント 稲葉　正男 管理技術者 事務所長表彰

44 愛知国道事務所 令和３年度　愛知国道管内水文調査業務 国際航業（株） 堀中　敏弘 主任技術者 事務所長表彰

45 名四国道事務所 令和３年度　名四国道道路網調査検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 六反　雅登 担当技術者 事務所長表彰

46 名四国道事務所 令和３年度　名四国道交通量調査業務 藤コンサル（株） 松尾　宗俊 管理技術者 事務所長表彰

47 三重河川国道事務所 令和３年度　三重管内無電柱化設計業務 （株）フジヤマ 久保田　晃嗣 担当技術者 事務所長表彰

48 三重河川国道事務所 令和３年度　雲出川河道計画検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 山中　貴之 担当技術者 事務所長表彰

49 三重河川国道事務所 令和２年度　勢田川桧尻川施工計画検討業務 いであ（株） 鳥居　義仁 管理技術者 事務所長表彰

50 三重河川国道事務所 令和３年度　三重県内交通円滑化検討業務 日本工営（株） 上田　透 管理技術者 事務所長表彰

51 三重河川国道事務所 令和３年度　三重管内橋梁補強設計業務 中央コンサルタンツ（株） 加藤　肇 管理技術者 事務所長表彰

52 三重河川国道事務所 令和２年度　三重河川地形測量業務 （株）栄和コンサルタント 中森　計吾 主任技術者 事務所長表彰

53 木曽川下流河川事務所 令和２年度　木曽川下流管内水防災行動計画作成業務 中央コンサルタンツ（株） 岩田　経 管理技術者 事務所長表彰

54 木曽川下流河川事務所 令和３年度　木曽三川河道計画検討業務 （株）建設技術研究所 五島　暢太 管理技術者 事務所長表彰

55 紀勢国道事務所 令和３年度　紀勢国道管内水文観測業務 （株）松阪コンサルタント 小林　正人 主任技術者 事務所長表彰
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番号 事務所名 業務名 企業名 技術者名 職務 表彰区分

56 紀勢国道事務所 令和３年度　紀勢国道管内交通円滑化検討業務 （株）長大 酒井　祐輝 管理技術者 事務所長表彰

57 北勢国道事務所 令和３年度　北勢国道技術資料作成業務 セントラルコンサルタント（株） 松岡　寿章 管理技術者 事務所長表彰

58 北勢国道事務所 令和３年度　北勢国道管内水文・地質調査業務 日本工営（株） 濵　昌志 主任技術者 事務所長表彰

59 天竜川上流河川事務所 令和３年度　天竜川水系災害危機管理検討業務
令和３年度　天竜川水系災害危機管理検
討業務砂防フロンティア整備推進機構・日
本工営設計共同体

西山　幸治 管理技術者 事務所長表彰

60 天竜川上流河川事務所 令和２年度　天竜川水系砂防堰堤補強検討業務 いであ（株） 上葛　健太 管理技術者 事務所長表彰

61 天竜川上流河川事務所 令和３年度　天竜川水系天竜川上流砂防管内測量業務 （株）飯田コンサルタント 小菅　浩明 主任技術者 事務所長表彰

62 三峰川総合開発工事事務所 令和３年度　三峰川総合開発資料作成業務 （一社）パブリックサービス 松葉　志郎 管理技術者 事務所長表彰

63 飯田国道事務所 令和３年度　飯田国道事務所技術資料作成業務 技建開発（株） 山田　桂 管理技術者 事務所長表彰

64 飯田国道事務所 令和３年度　飯田国道管内事業監理業務
令和３年度　飯田国道管内事業監理業務
中地協・セントレック・長姫設計共同体

関澤　俊明 担当技術者 事務所長表彰

65 木曽川水系ダム統合管理事務所 令和３年度　丸山ダム流入量予測システム改良業務 （株）建設技術研究所 辻倉　裕喜 管理技術者 事務所長表彰

66 天竜川ダム統合管理事務所 令和２年度　美和ダム下流管理橋詳細設計業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 高木　達弘 管理技術者 事務所長表彰

67 矢作ダム管理所 令和２年度　矢作ダム地質調査業務 応用地質（株） 林　浩幸 主任技術者 事務所長表彰

68 蓮ダム管理所 令和２年度　蓮ダム水辺現地調査（魚類）業務 （株）建設環境研究所 田中　克幸 管理技術者 事務所長表彰

69 中部技術事務所 令和３年度　中部地整管内地震津波対策推進検討業務 （株）オリエンタルコンサルタンツ 増田　貴充 管理技術者 事務所長表彰

70 中部技術事務所 令和３年度　中部地整管内自動車起終点調査業務 （株）ニュージェック 内田　達夫 管理技術者 事務所長表彰

71 清水港湾事務所 令和３年度　清水港外施工検討業務 中央コンサルタンツ（株） 岩崎　友彦 管理技術者 事務所長表彰

72 名古屋港湾事務所 令和3年度  名古屋港臨港交通施設効果検討業務 中央復建コンサルタンツ（株） 丁子　信 管理技術者 事務所長表彰

73 三河港湾事務所 令和3年度　衣浦港外港地区技術検討業務 三井共同建設コンサルタント（株） 中村　充裕 管理技術者 事務所長表彰

74 四日市港湾事務所 令和3年度　四日市港係留施設長寿命化対策等検討業務 （株）ニュージェック 西尾 岳裕 管理技術者 事務所長表彰
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中部地整では他地整に先駆けて、やりがいなどの確保のため平成27年度から技能者の表彰を実施。

表彰規定において有能技能者表彰の要件は、下記①及び②を満たしていることが条件。

①登録基幹技能士(10年以上の実務経験＋うち3年以上の職長経験＋定められた資格)の資格を有していること

②優良工事等表彰対象工事の職長として現場に従事していたこと

⇒有能技能者表彰は、熟練の技能者が対象となることなどから、40歳代以上が約９割を占め、有能技能者を推薦してきた企業は

２割弱にとどまる。（R3年度表彰実績：28名／156工事）

R３年度有能技能者表彰の概要

優良工事等表彰における有能技能者表彰の改定概要

中部地方整備局発注の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並び工事に携わった技術者及び技能者を表彰
し、もって業務全体の意欲及びインフラの質の向上を図る。

表彰の目的

〇建設業に関係する技術者は、地域のインフラ整備等の担い手であると同時に、災害時には最前線で地域社会の安全・安心の確保を
担う地域の守り手として大きな役割を担っている。

〇一方で人口減少や少子高齢化が進む中、将来の建設業を支える担い手の確保が必要。（特に若手）

技能者の役割と課題

・品質向上等に貢献した20歳代・30歳代の若手技能者がいるため、表彰要件を緩和してほしい

・推薦したい技能者はいたが、登録基幹技能士を有していない

・若手技能者を表彰の対象とすることは賛成（賛成意見：85.9%） ※R3年度表彰受賞企業へアンケート(回収率：86.5%)

企業ｱﾝｹｰﾄ実施

・若手技能者でも受賞が出来るよう「資格や経験」の要件を付さず、対象工事において貢献した内容に基づき、

技能者を推薦、表彰できるよう見直し

⇒ R4年度表彰実績 １１４名／１５２工事 （R3年度 28名／１５６工事）

３９歳以下の表彰者 R3：３人→R4：３５人 （ R3：10.7％→R4：30.7％）

有能技能者表彰の改定
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