
三重県内各事務所で、優良⼯事等表彰式を開催︕
〜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〜

中部地⽅整備局の三重県内６事務所では、令和３年度に完成した請負⼯事の施⼯、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）に対して、
各事務所⻑から表彰させていただきます。

令 和 ４ 年 ７ ⽉ １ ５ ⽇
国 ⼟ 交 通 省 中 部 地 ⽅ 整 備 局
三 重 河 川 国 道 事 務 所
⽊ 曽 川 下 流 河 川 事 務 所
紀 勢 国 道 事 務 所
北 勢 国 道 事 務 所
四 ⽇ 市 港 湾 事 務 所
蓮 ダ ム 管 理 所

１．概 要

２．資 料
各事務所の表彰⽇時、場所、実施⽅法及び表彰者数については「別紙１」のとおり

３．同時配布
三重県政記者クラブ、三重県第⼆県政記者クラブ、津市政記者クラブ、
鈴⿅市政記者クラブ、松阪記者クラブ、尾鷲記者クラブ、熊野記者会、
四⽇市市政記者クラブ、桑名市政記者クラブ、⻲⼭市政記者室、伊勢記者会、
伊賀記者会、津島記者会、⼤垣市政・経済記者クラブ、港湾新聞社、
港湾空港タイムス、⽇本海事新聞社、海事プレス、マリタイムデーリーニュース

４．解 禁
令和４年７⽉１９⽇（⽕）

５．表彰式の実施⽅法
新型コロナウィルス対策のため、各事務所にて表彰式の実施⽅法等を例年より変更

しています。取材を希望される場合は、事前に各事務所までお問い合わせください。

６．問い合わせ先
国⼟交通省中部地⽅整備局

・三重河川国道事務所（〒514-8502 津市広明町297 ）
総務課⻑ 岡崎 友紀 TEL(059)229-2211

・⽊曽川下流河川事務所（〒511-0002 桑名市⼤字福島465）
総務課⻑ ⼭﨑 弘枝 TEL(0594)24-5711

・紀勢国道事務所（〒515-0005 松阪市鎌⽥町144-6）
総務課⻑ 脇 勅⽂ TEL(0598)52-5360

・北勢国道事務所（〒510-8013 四⽇市市南富⽥町4-6）
総務課⻑ 宮永 達朗 TEL(059)363-5511

・四⽇市港湾事務所（〒510-0064 四⽇市市新正三丁⽬7番27号）
総務課⻑ 不破 知成 TEL(059)351-1357

・蓮ダム管理所（〒515-1615 松阪市飯⾼町森1810-11）
総務係⻑ 國井 佑輔 TEL(0598)45-0371



令和４年度　優良工事等表彰式

１．表彰日時

（１）県内各事務所長表彰式

○三重河川国道事務所　（三重県津市広明町２９７）

 日　　　時 ： 令和４年７月２５日（月）、２６日（火）　１０：００～１２：００

 場　　　所 ： 三重河川国道事務所　１階会議室

 実施方法 ： 密集を避けるため、工事、業務ごとに分けて表彰式を行う。

　　　　　　　　受賞者等出席者は必要最少人数とする。

　　　　　　　　記念撮影は表彰式終了後に会社ごとに規模を縮小して実施する。

○木曽川下流河川事務所　（三重県桑名市大字福島４６５）

 日　　　時 ：令和４年７月２２日（金）　１４：００～１５：３０

 実施方法 ： 密集を避けるため、受賞者等の出席者は必要最小人数とする。

　　　　　　　　式中はマスクの着用・消毒・換気を実施する。

　　　　　　　　記念撮影は表彰式終了後に工事または業務ごとに実施する。

○紀勢国道事務所　（三重県松阪市鎌田町１４４－６）

 日　　　時 ：令和４年７月２８日（木）　（午前の部）１０：３０～　（午後の部）１３：３０～

 実施方法 ：密集を避けるため、表彰式を２回に分けて実施。

　　　　　　　　式中はマスクの着用・消毒・換気を実施する。

　　　　　　　　受賞者等出席者は必要最少人数とする。

　　　　　　　　記念撮影は表彰式終了後に工事または業務ごとに実施する。

○北勢国道事務所　（三重県四日市市南富田町４-６）

 日　　　時 ：令和４年７月２７日（水）　１３：３０～

 場　　　所 ：四日市市市民交流会館（本町プラザ）　１階ホール　（四日市市本町９－８）

 実施方法 ：密集を避けるため、座席の間隔をあけて実施する。

 受賞者等出席者は必要最少人数とする。

 記念撮影は表彰式終了後に工事または業務ごとに実施する。

○蓮ダム管理所　（三重県松阪市飯高町森１８１０－１１）

 日　　　時 ：令和４年７月２５日（月）　１４：００～

 実施方法 ：密集を避けるため、座席の間隔を空けて実施する。

　　　　　　　  式中はマスクの着用・消毒・換気を実施する。受賞者等出席者は

                   必要最少人数とし、記念撮影は表彰式終了後に実施する。

○四日市港湾事務所　（三重県四日市市新正３-７-２７）

 日　　　時 ：令和４年７月２９日（金）  １０：００～

 場　　　所 ：四日市港湾事務所　会議室

 実施方法 ： 密集を避けるため、座席の間隔を空けて実施する。

　　　　　　　　受賞者等出席者は必要最少人数とする。

　　　　　　　　記念撮影は表彰式終了後に会社ごとに規模を縮小して実施する。

 場　　　所 ： 木曽川下流河川事務所　１階会議室

 場　　　所 ：蓮ダム管理所　２階会議室

 場　　　所 ：紀勢国道事務所　３階会議室

別紙１



（２）中部地方整備局長表彰式（優良工事等表彰）
日　　　時：令和４年７月１９日（火）　（午前の部）１１：００～　（午後の部）１３：５０～
場　　　所：ガーデンパレスホテル名古屋　

（３）中部地方整備局長表彰式（海をきれいにするための一般協力者の奉仕活動表彰）
日　　　時：令和４年７月２０日（水）　　１３：３０　　～
場　　　所：静岡市清水文化会館(マリナート)大ホール
　　　　　　　（静岡県清水区島崎町２１４番）



２．表彰等対象者（三重県内分）

中部地方整備局長表彰
三重
河川
国道

木曽川
下流
河川

紀勢
国道

北勢
国道

蓮ダム
四日市
港湾

県内
合計

優良工事 2 1 2 2 0 1 8 社

優良業務 1 0 0 1 0 0 2 社

優良工事技術者 2 1 2 2 0 1 8 名

優良業務技術者 2 1 1 1 0 0 5 名

安全工事 0 0 0 0 0 0 0 名

事務所長表彰
三重
河川
国道

木曽川
下流
河川

紀勢
国道

北勢
国道

蓮ダム
四日市
港湾

県内
合計

優良工事 6 3 3 4 0 1 17 社

優良業務 5 2 4 4 0 1 16 社

優良工事技術者 6 3 3 4 0 1 17 名

優良業務技術者 6 2 2 2 1 1 14 名

安全工事 1 0 0 1 0 0 2 社

社会貢献 0 0 1 0 0 0 1 社

三重
河川
国道

木曽川
下流
河川

紀勢
国道

北勢
国道

蓮ダム
四日市
港湾

県内
合計

関係協力会社 16 5 14 15 0 2 52 社

関係協力会社技術者 10 5 9 8 0 2 34 名

　

港湾空港関係功労者
四日市
港湾

県内
合計

中部地方整備局長表彰 0 0 名／団体

海をきれいにするための一般協力者の奉仕活動表彰
四日市
港湾

県内
合計

事務所長表彰 1 1 団体

優良工事等表彰に係る関係
協力会社表彰

事務所別内訳数



３．優良工事

○中部地方整備局長表彰

事務所名 工事名 会社名

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）

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

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

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）

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）

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）

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）

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）

○事務所長表彰

事務所名 工事名 会社名

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

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

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

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

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

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）

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）

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）

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）

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）

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

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

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）

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）

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

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）

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）

４．優良業務

○中部地方整備局長表彰

事務所名 業務名 会社名

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

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）

○事務所長表彰

事務所名 業務名 会社名

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）

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）

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）

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）

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

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）

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）

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

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）

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

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）

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

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）

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）

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）

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



５．優良工事技術者

○中部地方整備局長表彰

事務所名 工事名 会社名 氏名 技術者区分

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

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

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

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

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

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

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

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

○事務所長表彰

事務所名 工事名 会社名 氏名 技術者区分

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

６．優良業務技術者

○中部地方整備局長表彰

事務所名 業務名 会社名 氏名 技術者区分

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

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

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

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

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

○事務所長表彰

事務所名 業務名 会社名 氏名 技術者区分

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



７．安全工事

○事務所長表彰

事務所名 工事名 会社名

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）

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）

８．社会貢献

○事務所長表彰

事務所名 業務名 会社名

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）



９．関係協力会社

○関係協力会社事務所長表彰

事務所名 工事名
協力会社名

（下請け業者名）
専門工事業名 　

（株）横建 とび・土工

北勢電気（株） 電気

（株）タイコー建設 とび・土工

（株）伊藤総建 とび・土工

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）横浜システック とび・土工

(有)大房建設 とび・土工

（株）杉山建設 とび・土工

（株）原田組 とび・土工

（株）竹内土木 とび・土工

（株）ミック とび・土工

（株）小椋塗装店 塗装工

中央建設（株） とび・土工

（株）日本ピーエス 三重営業所 とび・土工

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

（株）平建 ほ装

横建土木(有) とび・土工

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 ライト工業（株） とび・土工

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 （株）瀬古興業 とび・土工

山田土木（株） とび・土工

名鉄環境造園（株） 造園

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 （株）大晃 とび・土工

（株）丸昇建設 とび・土工

植村電設（株） 電気

(有)仲國建設 とび・土工

（株）ヤマザキ とび・土工

（株）岡本組 ほ装

ユウテック（株） とび・土工

（株）岡本組 ほ装

紀勢国道事務所 令和２年度　４２号熊野宮川橋下部（Ｐ４）工事 (株)SKYcorporation 大工

尾鷲舗道(株) とび・土工・ほ装

中央産商(株) とび・土工

ミヤコ産業（株） とび・土工

総合基礎（株） とび・土工

（有）ＭＩＧＩＴＡ とび・土工

紀勢国道事務所 令和２年度　４２号熊野管内防災工事 （株）トーホー とび・土工

須賀（株) とび・土工

（株）ヒラテツ 鉄筋

（有）タニキ とび・土工

（有）岸部組 とび・土工

守成建設（株） とび・土工

（株）ヒラテツ 鉄筋

今直組 大工

（株）五十嵐建設 とび・土工

（株）平建 ほ装

北勢国道事務所 令和３年度　名阪国道管内防災工事 ワイズ とび・土工

（株）大西組 とび・土工

（株）富洋組 とび・土工

中央建設（株） とび・土工

ワールド開発工業（株）名古屋営業所 ほ装

Ｇテクノ（株）名古屋支店 とび・土工

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 森崎建設(株) とび・土工

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 日本海工（株） とび・土工

令和２年度　４２号松阪多気ＢＰ朝田高架橋下部（Ｐ１９・Ｐ２０）工事紀勢国道事務所

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

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

令和２年度　４２号熊野尾鷲道路改良工事紀勢国道事務所

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紀勢国道事務所

令和２年度　白子電線共同溝工事三重河川国道事務所

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

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

北勢国道事務所 令和３年度　名阪国道越川地区防災工事

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

北勢国道事務所 令和２年度　北勢ＢＰ道路建設工事

令和３年度　宮川河川整備工事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三重河川国道事務所

令和２年度　鈴鹿川堤防整備工事三重河川国道事務所

令和３年度　雲出川堤防整備工事三重河川国道事務所



○関係協力会社（技術者）事務所長表彰

事務所名 工事名
協力会社名

（下請け業者名）
氏名 区分 専門工事業名

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 北勢電気（株） 阪田　雅仁 有能技能者 電気

三重河川国道事務所 令和２年度　鈴鹿川堤防整備工事 （株）タイコー建設 櫻井 亮太 有能技能者 とび・土工

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）横浜システック 杉山　裕一 主任技術者 とび・土工

（株）原田組 福井 大騎 有能技能者 とび・土工

（株）竹内土木 河村　祐之 主任技術者 とび・土工

半井　敦 主任技術者 とび・土工

久村　秀明 有能技能者 とび・土工

（株）小椋塗装店 西本　直弥 主任技術者 塗装工

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 中央建設（株） 牛崎孝一 主任技術者 とび・土工

三重河川国道事務所 令和２年度　白子電線共同溝工事 （株）平建 杉田　裕也 有能技能者 ほ装

高橋　祐一郎 主任技術者 とび・土工

岡田　基志 有能技能者 とび・土工

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 （株）瀬古興業 石垣　弘一 有能技能者 とび・土工

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 山田土木（株） 山田　剛司 有能技能者 とび・土工

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 （株）大晃 牧野　茂人 主任技術者 とび・土工

（株）丸昇建設 竹内　準 主任技術者 とび・土工

植村電設（株） 井土　英明 主任技術者 電気

(有)仲國建設 奥村　清春 有能技能者 とび・土工

（株）岡本組 久保　直樹 有能技能者 ほ装

仲　浩明 主任技術者 とび・土工・ほ装

阿部　正美 有能技能者 とび・土工・ほ装

中央産商(株) 水野　貴紀 主任技術者 とび・土工

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 （有）ＭＩＧＩＴＡ 右田　勝也 有能技能者 とび・土工・ほ装

紀勢国道事務所 令和２年度　４２号熊野管内防災工事 （株）トーホー 松村茂紀 有能技能者 とび・土工・ほ装

北勢国道事務所 令和３年度　名阪国道越川地区防災工事 （有）岸部組 小泉　直洋 有能技能者 とび・土工

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 守成建設（株） 原　祐貴 有能技能者 とび・土工

手石方　正弘 主任技術者 とび・土工

後藤　啓人 有能技能者 とび・土工

北勢国道事務所 令和３年度　名阪国道管内防災工事 ワイズ 菅尾　康雄 有能技能者 とび・土工

鷲見　徹 主任技術者 とび・土工

島野　章碁 有能技能者 とび・土工

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 Ｇテクノ（株）名古屋支店 淺井　一秀 有能技能者 とび・土工

塚野　孝 主任技術者 とび・土工

川戸 辰郎 有能技能者 とび・土工

１０．海をきれいにするための一般協力者の奉仕活動表彰

○事務所長表彰

事務所名 氏名

四日市港湾事務所 津市立豊津小学校

令和２年度　４２号熊野尾鷲道路改良工事

令和２年度　４２号熊野管内交通安全整備工事 尾鷲舗道(株)

紀勢国道事務所

紀勢国道事務所

ライト工業（株）

（株）ミック

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

令和３年度　宮川河川整備工事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三重河川国道事務所

海をきれいにするための奉仕活動

表彰理由概要

（株）五十嵐建設

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 （株）大西組

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 日本海工（株）

北勢国道事務所 令和２年度　北勢ＢＰ道路建設工事



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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