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問い合わせ先

　近畿地方整備局

　　電話（代表）06(6942)1141      港湾空港関係はこちら→ 港湾空港部078(391)7571

　　①式典全般関係

　　　総務部人事課　課長補佐　香川
かがわ

　得正
とくまさ

（内2253　夜間直通　06-6941-8304）

　　②水門等操作功労者

　　　河川部　河川保全専門官　岡崎
おかざき

　慎一
しんいち

（内3524　夜間直通　06-6941-7343）

　　③優良工事等施工者・優秀建設技術者関係

　　　企画部技術管理課　課長補佐　宮腰
みやこし

　一也
かずや

　（内3314　夜間直通　06-6942-0207）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内6354　夜間直通　078-391-7322）

　　　営繕部技術・評価課　課長補佐　原
はら

　昭二
しょうじ

（内5452　夜間直通　06-6942-5122）

近畿地方整備局　総務部　人事課

資　　料　　配　　布

　7月23日、本年度の国土交通行政関係功労者表彰を行います。表彰の内容
は、水門等操作功労者、優良工事施工者、優秀建設技術者の局長表彰とな
ります。
　上記のうち優良工事等施工者表彰では、近畿地方整備局が発注した工事
等で、施工実績良好など顕著な功績があった者に表彰を行います。

■日　時　　平成３０年７月２３日　月曜日　9:45～12:00
■場　所　　大阪合同庁舎１号館　第一別館２階大会議室
■表彰項目　水門等操作功労者表彰、優良工事施工者表彰、優秀建設技術
　　　　　　者表彰

概　要

取　扱

配布場所

配　　　布
日　　　時

平成30年7月17日
14時00分

件　名 国土交通行政関係功労者の表彰

　　　港湾空港部港湾空港整備・補償課　課長補佐　藤澤
ふじさわ

　一仁
かずひと



　　④福井河川国道事務所関係(別紙３関係）

　　　福井市花堂南２－１４－７

　　　国土交通省　近畿地方整備局　福井河川国道事務所

　　　　　　　　電話　０７７６－３５－２６６１（代表）

　　　　　　　　http://www.kkr.mlit.go.jp/fukui/

      副所長（事務)　廣部　正樹（内線２０２）　　

      副所長（河川)　田村　友秀（内線２０４）　　

      副所長（道路)　寺井　和治（内線２０５）　　

      副所長（道路)　平井　義博（内線２０６）　　

      総務課長　　　 橋詰　卓明（内線２１１）　　

問い合わせ先



１　日時及び場所 平成３０年７月２３日（月）午前９時４５分から

大阪合同庁舎１号館第１別館２階大会議室

大阪市中央区大手前１－５－４４

２　表彰式次第 別紙１のとおり

３　受賞者等 別紙２のとおり

国土交通行政関係功労者表彰について



別紙１

平成３０年７月２３日（月）

　　於　大阪合同庁舎１号館　第１別館　２階　大会議室

受付開始

受付終了

開式

水門等操作功労者 （局長表彰状・感謝状授与）

優良工事等施工者 （局長表彰状授与）

優秀建設技術者 （局長表彰状授与）

祝辞　　 近畿地方整備局長

閉式

※式典終了後、記念撮影を行います（１２時００分終了予定）

　なお、昼食は用意しておりません。

国土交通行政関係功労者表彰式次第

９時４５分

１２時００分

時　　　間 内　　　　　容

９時１５分

９時４０分



別紙２

　２０年以上水門等施設操作員として精励 ８名
　した者

　当局発注工事・業務の施工実績良好、安全 ７８社
　対策、技術開発、現場環境向上などに顕著
　な功績があった社

　当局発注工事において困難な条件を克服し、 ６０名
　技術的提案、創意工夫をした者

　局長表彰
　　水門等操作功労者 　　河川部河川管理課

　局長表彰 　　関係事務所欄が

　　優良工事等施工者（工事） 　　　保全指導・監督室
　　優良工事等施工者（安全対策等） 　　　京都営繕事務所
　　優良工事等施工者（業務）

　　　の場合は、営繕部技術・評価課
　　優秀建設技術者（工事） 　　　にお問い合わせください
　　優秀建設技術者（業務）

　部長表彰 　　関係事務所欄が

　　優良工事等施工者（業務） 　　　港湾空港部、舞鶴港湾、大阪港湾･空港整備、
　　優秀建設技術者（業務） 　　　神戸港湾、和歌山港湾、神戸港湾空港技術調査

　　　の場合は、港湾空港部港湾空港整備
　事務所長表彰 　　　・補償課にお問い合わせください

　　優良工事等施工者（工事） 　　上記以外については、企画部技術管理
　　優良工事等施工者（業務） 　　課にお問い合わせください

　　優秀建設技術者（工事）
　　優秀建設技術者（業務）

受賞者　総括表

水門等操作功労者

優良工事等施工者

局
　
　
長
　
　
表
　
　
彰

優秀建設技術者

問い合わせ先

種別 表彰項目 表彰内容概略 件数



氏　　　　　　名 施　　　　　　　　設　　　　　　　　名 関係事務所

浅 川 利 治 大和川水系大和川　三代川樋門 大和川河川事務所

石 井 義 郎 加古川水系加古川　上田第三排水樋門 姫路河川国道事務所

伊 藤 勇 揖保川水系揖保川　北龍野排水樋管 姫路河川国道事務所

岩 木 隆 加古川水系万願寺川　西脇排水樋管 姫路河川国道事務所

谷 口 拓 也 新宮川水系熊野川　竜光寺樋門 紀南河川国道事務所

前 川 衆 司 新宮川水系熊野川　竜光寺樋門 紀南河川国道事務所

宗 重 五 郎 揖保川水系揖保川　上笹川排水樋門 姫路河川国道事務所

吉 田 道 明 加古川水系万願寺川　明治谷排水樋門 姫路河川国道事務所

（五十音順）

水門等操作功労者　局長表彰



優良工事等施工者（工事）局長表彰 （五十音順）

会 社 名 工 事 名 関 係 事 務 所

天ヶ瀬ダム予備ゲート設備他修繕工事 淀川ダム統合管理事務所

紀の川大堰ゲート設備修繕工事 和歌山河川国道事務所

安積建設株式会社 国道１号桜小橋電線共同溝工事 大阪国道事務所

株式会社新井組大阪支店 国道１６５号穴虫高架橋耐震補強他工事 奈良国道事務所

株式会社尾花組 熊野地区工事用道路他工事 紀伊山系砂防事務所

赤谷地区渓流保全工他工事 紀伊山系砂防事務所

日高豊岡南道路水上トンネル工事 豊岡河川国道事務所

株式会社金子工務店 湖西道路苗鹿地区道路改良工事 滋賀国道事務所

株式会社香山組 国道２号門前地区改良工事 姫路河川国道事務所

川田建設株式会社大阪支店 大津信楽線新３号橋工事 大戸川ダム工事事務所

岐建株式会社福井営業所 国道８号越前地区道路維持工事 福井河川国道事務所

木下建設株式会社 有田海南道路新堂地区地盤改良工事 和歌山河川国道事務所

大津信楽線新２号橋下部工工事 大戸川ダム工事事務所

国道１号草津川隧道（下り）撤去他工事 滋賀国道事務所

公成建設株式会社 塔の島地区上流護岸工事 淀川河川事務所

株式会社駒井ハルテック 国道２８号円行寺橋上部拡幅他工事 兵庫国道事務所

五洋建設株式会社大阪支店 滋賀労働総合庁舎建築工事 京都営繕事務所

株式会社IHIインフラ建設関西支店

鹿島建設株式会社関西支店

株式会社桑原組



優良工事等施工者（工事）局長表彰 （五十音順）

会 社 名 工 事 名 関 係 事 務 所

酒井工業株式会社 国道２号左門橋補修補強工事 兵庫国道事務所

坂川建設株式会社 大野油坂道路九頭竜川橋Ｐ２橋脚他工事 福井河川国道事務所

三丹開発株式会社 私市地区下流乗越道路工事 福知山河川国道事務所

株式会社城内組 坪内地区上流護岸設置他工事 紀伊山系砂防事務所

ショーボンド建設株式会社和歌山営業所 国道２６号紀の国大橋補修工事 和歌山河川国道事務所

株式会社大伸建設 桂川淀水垂地区上流域基盤整備工事 淀川河川事務所

株式会社田中組 近畿自動車道紀勢線上富田地区他整備工事 紀南河川国道事務所

滝見橋下部工等工事 姫路河川国道事務所

西脇北バイパス寺内ランプ橋下部他工事 兵庫国道事務所

鉄建建設株式会社大阪支店 大和御所道路新田東佐味トンネル工事 奈良国道事務所

東洋建設株式会社大阪本店 和歌山下津港北港地区防波堤(南)築造工事 和歌山港湾事務所

東洋・みらい・深田特定建設工事共同企業体 大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設護岸(3)築造工事(第3工区) 大阪港湾・空港整備事務所

株式会社仁木総合建設 木津川上流服部川東高倉地区河道掘削工事 木津川上流河川事務所

フジタ道路株式会社大阪支店 国道１７１号松原地区交差点改良他工事 大阪国道事務所

前田建設工業株式会社関西支店 大和御所道路新田東佐味トンネル南工区工事 奈良国道事務所

松塚建設株式会社 清水地区下流護岸設置他工事 紀伊山系砂防事務所

株式会社安谷組 国道９号道路維持工事 福知山河川国道事務所

株式会社田村組



優良工事等施工者（工事）局長表彰 （五十音順）

会 社 名 工 事 名 関 係 事 務 所

精華拡幅乾谷高架橋橋梁下部他工事 京都国道事務所

精華拡幅乾谷地区橋梁下部他工事 京都国道事務所

ライト工業株式会社西日本支社 鶴甲東地区斜面対策（その３）工事 六甲砂防事務所

株式会社吉川組



優良工事等施工者（技術開発）局長表彰 （五十音順）

会 社 名 工 事 名 関 係 事 務 所

井上工業株式会社 大和御所道路御所南整備工事 奈良国道事務所

株式会社尾花組 田辺西バイパス大屋北地区改良工事 紀南河川国道事務所

株式会社川嶋建設 日高豊岡南道路山本地区改良工事 豊岡河川国道事務所

株式会社神崎組 船代宮本地区河道掘削工事 姫路河川国道事務所

木下建設株式会社 岩出狭窄部対策河道掘削工事 和歌山河川国道事務所

玉井建設株式会社 木津東バイパス天神山地区改良工事 京都国道事務所

岩中地区堤防整備工事 豊岡河川国道事務所

加陽地区他掘削整備工事 豊岡河川国道事務所

株式会社仁木総合建設 桂川久我東上流河道整備工事 淀川河川事務所

株式会社巴建設



優良工事等施工者（安全対策）局長表彰 （五十音順）

会 社 名 工 事 名 関 係 事 務 所

株式会社新井組大阪支店 船坂第十堰堤工事 六甲砂防事務所

井上工業株式会社 酉島地区地盤改良実施工事 淀川河川事務所

五洋・あおみ特定建設工事共同企業体 大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設護岸(1)基礎工事 大阪港湾・空港整備事務所

杉橋建設株式会社 小松拡幅北小松地区橋梁下部工事 滋賀国道事務所

田中シビルテック株式会社 彦根維持管内橋梁補修工事 滋賀国道事務所

株式会社日本ピーエス北陸支店 国道８号嶺南地区橋梁耐震補強他工事 福井河川国道事務所

福興建設株式会社 岩出狭窄部低水護岸工事 和歌山河川国道事務所

株式会社米杉建設 曽我川浄化施設撤去他工事 大和川河川事務所

りんかい日産建設株式会社大阪支店 赤旗堰堤補強工事 六甲砂防事務所



優良工事等施工者（現場環境向上）局長表彰 （五十音順）

会 社 名 工 事 名 関 係 事 務 所

オリエンタル白石株式会社大阪支店 馬渡川排水樋門改築工事 福井河川国道事務所

岐建・田中シビルテック地域維持型建設共同企業体 国道８号他彦根地区道路維持工事 滋賀国道事務所

日本ハイウェイ・サービス株式会社大阪支店 国道２４・２６号道路維持工事 和歌山河川国道事務所

北陸緑化株式会社 嶺北街路樹維持工事 福井河川国道事務所



優良工事等施工者（業務）局長表彰 （五十音順）

会 社 名 業 務 名 関 係 事 務 所

株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング関西支社 大和御所道路曽我地区他地質調査業務 奈良国道事務所

由良川平面定期縦横断測量業務 福知山河川国道事務所

円山川管内航空レーザ測量他業務 豊岡河川国道事務所

九頭竜川上流部縦横断測量業務 福井河川国道事務所

株式会社アスコ大東京都北営業所 由良川中下流図面作成業務 福知山河川国道事務所

いであ株式会社大阪支社 紀の川ダム統管管内水辺現地調査業務 紀の川ダム統合管理事務所

京都国道管内防災対策点検業務 京都国道事務所

五條新宮道路地質調査業務 奈良国道事務所

由良川河川管理施設監理検討業務 福知山河川国道事務所

六甲山系砂防堰堤概略設計業務 六甲砂防事務所

麻生津地区樋門予備設計業務 和歌山河川国道事務所

有田海南道路他環境影響評価資料作成業務 和歌山河川国道事務所

一般社団法人河川ポンプ施設技術協会 排水ポンプ車点検手法調査業務 近畿技術事務所

基礎地盤コンサルタンツ・大和探査技術設計共同体 神戸港臨港道路等土質調査（一工区） 神戸港湾事務所

協和設計株式会社 有田海南道路小原地区他詳細設計業務 和歌山河川国道事務所

アジア航測株式会社

株式会社エイト日本技術開発関西支社

株式会社オリエンタルコンサルタンツ



優良工事等施工者（業務）局長表彰 （五十音順）

会 社 名 業 務 名 関 係 事 務 所

一般社団法人近畿建設協会 すさみ串本道路事業監理業務 紀南河川国道事務所

株式会社近代設計大阪支社 京都国道事務所管内無電柱化協議資料作成業務 京都国道事務所

天ヶ瀬ダム再開発関連施設設計他業務 琵琶湖河川事務所

西舞鶴道路地質調査業務 福知山河川国道事務所

維持修繕工事他設計積算資料整理業務 京都国道事務所

道路構造物他点検業務 福知山河川国道事務所

すさみ串本道路くじ野川橋他橋梁予備設計業務 紀南河川国道事務所

相生有年道路黒尾地区詳細設計業務 姫路河川国道事務所

すさみ串本道路里野西池川橋他橋梁予備設計業務 紀南河川国道事務所

大宮峰山道路（京丹後大宮～大宮峰山）道路予備設計業務 福知山河川国道事務所

中央コンサルタンツ株式会社大阪支店 香芝柏原改良穴虫地区跨道橋詳細設計業務 奈良国道事務所

中央復建コンサルタンツ株式会社神戸支社 北近畿豊岡自動車道設計積算資料整理業務 豊岡河川国道事務所

株式会社長大大阪支社 大阪湾岸道路西伸部環境調査他業務 浪速国道事務所

電設コンサルタンツ株式会社近畿支店 電気通信施設詳細設計業務 九頭竜川ダム統合管理事務所

大日本コンサルタント株式会社大阪支社

株式会社建設技術研究所大阪本社

セントラルコンサルタント株式会社大阪支社

株式会社綜合技術コンサルタント大阪支社



優良工事等施工者（業務）局長表彰 （五十音順）

会 社 名 業 務 名 関 係 事 務 所

すさみ串本道路水文調査業務 紀南河川国道事務所

大滝ダム周辺斜面緑化対策とりまとめ業務 紀の川ダム統合管理事務所

国道１号八幡戸津地区橋梁詳細設計等業務 京都国道事務所

淡路地区海岸ゾーン基本設計他業務 国営明石海峡公園事務所

Ｈ２９道の駅等を拠点とした自動運転サービス実証実験支援業務 滋賀国道事務所

淀川管内高度流量観測検証業務 淀川河川事務所

株式会社日本港湾コンサルタント西日本事業本部関西支店 日高港塩屋地区岸壁（-12m）（改良）基本設計等 和歌山港湾事務所

ニュージェック・日本気象協会設計共同体 紀伊山地土砂災害発生降雨解析・通知システム検討他業務 紀伊山系砂防事務所

熊野川流域（奈良県西部）航空レーザ測量業務 紀伊山系砂防事務所

大和御所道路御所地域他道路詳細設計業務 奈良国道事務所

株式会社北斗エンジニアリング 由良川下流部流量調査業務 福知山河川国道事務所

林田川中井末政地区築堤詳細設計業務 姫路河川国道事務所

大和川外水排除調査業務 大和川河川事務所

舞鶴港和田地区道路(上安久線)予備設計 神戸港湾空港技術調査事務所

日本工営株式会社大阪支店

株式会社パスコ奈良支店

八千代エンジニヤリング株式会社大阪支店



優秀建設技術者表彰（工事）局長表彰 （五十音順）

氏名 会 社 名 工 事 名 関係事務所

安部 誠一郎 川田建設株式会社大阪支店 大津信楽線新３号橋工事 大戸川ダム工事事務所

井村　貴典 ショーボンド建設株式会社和歌山営業所 国道２６号紀の国大橋補修工事 和歌山河川国道事務所

宇野  淳二 鉄建建設株式会社大阪支店 大和御所道路新田東佐味トンネル工事 奈良国道事務所

柿原　英幸 東洋・みらい・深田特定建設工事共同企業体 大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設護岸(3)築造工事(第3工区) 大阪港湾・空港整備事務所

加瀨　隆文 東洋建設株式会社大阪本店 和歌山下津港北港地区防波堤(南)築造工事 和歌山港湾事務所

桂　知史 株式会社金子工務店 湖西道路苗鹿地区道路改良工事 滋賀国道事務所

加藤　周平 株式会社安谷組 国道９号道路維持工事 福知山河川国道事務所

葛原　淳史 株式会社IHIインフラ建設関西支店 天ヶ瀬ダム予備ゲート設備他修繕工事 淀川ダム統合管理事務所

小林 美良 株式会社桑原組 大津信楽線新２号橋下部工工事 大戸川ダム工事事務所

坂田　琢美 株式会社新井組大阪支店 国道１６５号穴虫高架橋耐震補強他工事 奈良国道事務所

下垣  裕幸 前田建設工業株式会社関西支店 大和御所道路新田東佐味トンネル南工区工事 奈良国道事務所

鈴木　啓吾 株式会社尾花組 熊野地区工事用道路他工事 紀伊山系砂防事務所

砂取　勝 株式会社田中組 近畿自動車道紀勢線上富田地区他整備工事 紀南河川国道事務所

中川　裕士 五洋建設株式会社大阪支店 滋賀労働総合庁舎建築工事 京都営繕事務所

乘松　秀臣 五洋・あおみ特定建設工事共同企業体 大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設護岸(1)基礎工事 大阪港湾・空港整備事務所

野呂　真嗣 鹿島建設株式会社関西支店 日高豊岡南道路水上トンネル工事 豊岡河川国道事務所

深木　隆幸 安積建設株式会社 国道１号桜小橋電線共同溝工事 大阪国道事務所

堀　善博 三丹開発株式会社 私市地区下流乗越道路工事 福知山河川国道事務所

真嶋　敬太 株式会社駒井ハルテック 国道２８号円行寺橋上部拡幅他工事 兵庫国道事務所



優秀建設技術者表彰（業務）局長表彰 （五十音順）

氏名 会 社 名 業 務 名 関係事務所

安部　浩史 株式会社日本港湾コンサルタント西日本事業本部関西支店 日高港塩屋地区岸壁（-12ｍ）（改良）基本設計等 和歌山港湾事務所

あべ松　保貴 株式会社建設技術研究所大阪本社 西舞鶴道路地質調査業務 福知山河川国道事務所

岩切　昭義 株式会社パスコ奈良支店 大和御所道路御所地域他道路詳細設計業務 奈良国道事務所

岩本　演崇 日本工営株式会社大阪支店 淀川管内高度流量観測検証業務 淀川河川事務所

上田　浩章 八千代エンジニヤリング株式会社大阪支店 舞鶴港和田地区道路(上安久線)予備設計 神戸港湾空港技術調査事務所

大西　佑樹 株式会社北斗エンジニアリング 由良川下流部流量調査業務 福知山河川国道事務所

大森　映宏 協和設計株式会社 有田海南道路小原地区他詳細設計業務 和歌山河川国道事務所

小笠原　保 一般社団法人河川ポンプ施設技術協会 排水ポンプ車点検手法調査業務 近畿技術事務所

景山　健彦 ニュージェック・日本気象協会設計共同体 紀伊山地土砂災害発生降雨解析・通知システム検討他業務 紀伊山系砂防事務所

金内　直樹 中央復建コンサルタンツ株式会社神戸支社 北近畿豊岡自動車道設計積算資料整理業務 豊岡河川国道事務所

由良川河川管理施設監理検討業務 福知山河川国道事務所

六甲山系砂防堰堤概略設計業務 六甲砂防事務所

木村　奈保子 いであ株式会社大阪支社 紀の川ダム統管管内水辺現地調査業務 紀の川ダム統合管理事務所

清田　裕司 株式会社綜合技術コンサルタント大阪支社 すさみ串本道路くじ野川橋他橋梁予備設計業務 紀南河川国道事務所

久木野　定 大日本コンサルタント株式会社大阪支社 すさみ串本道路里野西池川橋他橋梁予備設計業務 紀南河川国道事務所

久保　宏 大日本コンサルタント株式会社大阪支社 大宮峰山道路（京丹後大宮～大宮峰山）道路予備設計業務 福知山河川国道事務所

久保田　耕司 基礎地盤コンサルタンツ・大和探査技術設計共同体 神戸港臨港道路等土質調査（一工区） 神戸港湾事務所

佐古　康廣 一般社団法人近畿建設協会 すさみ串本道路事業監理業務 紀南河川国道事務所

岸田　こずえ 株式会社オリエンタルコンサルタンツ京都事務所



優秀建設技術者表彰（業務）局長表彰 （五十音順）

氏名 会 社 名 業 務 名 関係事務所

佐田　一徹 アジア航測株式会社京都支店 由良川平面定期縦横断測量業務 福知山河川国道事務所

志村　猛志 株式会社オリエンタルコンサルタンツ和歌山事務所 麻生津地区樋門予備設計業務 和歌山河川国道事務所

竹田　則喜 株式会社長大大阪支社 大阪湾岸道路西伸部環境調査他業務 浪速国道事務所

竹村　仁志 八千代エンジニヤリング株式会社大阪支店 大和川外水排除調査業務 大和川河川事務所

千久谷　照夫 電設コンサルタンツ株式会社近畿支店 電気通信施設詳細設計業務 九頭竜川ダム統合管理事務所

辻　健太郎 日本工営株式会社大阪支店 Ｈ２９道の駅等を拠点とした自動運転サービス実証実験支援業務 滋賀国道事務所

峠　祐介 株式会社オリエンタルコンサルタンツ和歌山事務所 有田海南道路他環境影響評価資料作成業務 和歌山河川国道事務所

徳永　博 日本工営株式会社大阪支店 大滝ダム周辺斜面緑化対策とりまとめ業務 紀の川ダム統合管理事務所

戸村 健太郎 アジア航測株式会社福井営業所 九頭竜川上流部縦横断測量業務 福井河川国道事務所

朝長　哲也 八千代エンジニヤリング株式会社大阪支店 林田川中井末政地区築堤詳細設計業務 姫路河川国道事務所

西川　大亮 株式会社パスコ奈良支店 熊野川流域（奈良県西部）航空レーザ測量業務 紀伊山系砂防事務所

西山　光 株式会社アスコ大東北京都営業所 由良川中下流図面作成業務 福知山河川国道事務所

沼田　和宏 株式会社近代設計大阪支社 京都国道事務所管内無電柱化協議資料作成業務 京都国道事務所

野口　渉 日本工営株式会社大阪支店 すさみ串本道路水文調査業務 紀南河川国道事務所

原田　達夫 株式会社綜合技術コンサルタント大阪支社 相生有年道路黒尾地区詳細設計業務 姫路河川国道事務所

平木　敬伸 セントラルコンサルタント株式会社大阪支社 維持修繕工事他設計積算資料整理業務 京都国道事務所

廣瀬　義純 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング関西支社 大和御所道路曽我地区他地質調査業務 奈良国道事務所

五條新宮道路地質調査業務 奈良国道事務所

京都国道管内防災対策点検業務 京都国道事務所
藤原  康正 株式会社エイト日本技術開発関西支社



優秀建設技術者表彰（業務）局長表彰 （五十音順）

氏名 会 社 名 業 務 名 関係事務所

船越　和也 アジア航測株式会社神戸支店 円山川管内航空レーザ測量他業務 豊岡河川国道事務所

山本　弘和 セントラルコンサルタント株式会社大阪支社 道路構造物他点検業務 福知山河川国道事務所

湯浅　知也 日本工営株式会社大阪支店 淡路地区海岸ゾーン基本設計他業務 国営明石海峡公園事務所

横山　真一郎 日本工営株式会社大阪支店 国道１号八幡戸津地区橋梁詳細設計等業務 京都国道事務所

和田　一斗 株式会社建設技術研究所大阪本社 天ヶ瀬ダム再開発関連施設設計他業務 琵琶湖河川事務所

渡辺　英志 中央コンサルタンツ株式会社大阪支店 香芝柏原改良穴虫地区跨道橋詳細設計業務 奈良国道事務所



優良工事等施工者（業務）部長表彰

会 社 名 業 務 名 関 係 部 署

株式会社片平新日本技研大阪支店 都市住環境調査分析業務 建政部

中電技術コンサルタント株式会社関西営業所 「道の駅」の情報発信機能に関する検討業務 道路部

株式会社婦木建築設備事務所 国立国会図書館関西館設備改修設計業務 営繕部

一般財団法人沿岸技術研究センター 港湾施設の維持管理に関する技術向上検討業務 港湾空港部



優秀建設技術者表彰（業務）部長表彰

氏名 会 社 名 業 務 名 関係部署

山崎　俊和 中電技術コンサルタント株式会社関西営業所 「道の駅」の情報発信機能に関する検討業務 道路部

稲田　勉 一般財団法人沿岸技術研究センター 港湾施設の維持管理に関する技術向上検討業務 港湾空港部



優良工事等施工者（工事）事務所長表彰

会 社 名 工 事 名 関 係 事 務 所

栗原工業株式会社 和歌山地方合同庁舎電気設備工事 営繕部保全指導・監督室

ダイダン株式会社大阪本社 和歌山地方合同庁舎機械設備工事 営繕部保全指導・監督室

株式会社ガード 永平寺大野道路標識設置工事 福井河川国道事務所

株式会社桑原組 永平寺大野道路浅見地区舗装他工事 福井河川国道事務所

株式会社駒井ハルテック 大野油坂道路白谷川橋上部工事 福井河川国道事務所

株式会社高野組 国道８号敦賀地区防災対策工事 福井河川国道事務所

田中建設株式会社 国道２７号野神高架橋若葉町地区他橋梁耐震補強工事 福井河川国道事務所

福日機電株式会社 永平寺大野道路浅見トンネル坑口融雪設備新設工事 福井河川国道事務所

株式会社ほくつう福井支社 道の駅河野他電気通信設備改修工事 福井河川国道事務所

株式会社松田組 国道２７号野神高架橋和久野地区橋梁耐震補強工事 福井河川国道事務所

株式会社マルツ電波 鳴鹿大堰管理用制御処理設備設置工事 福井河川国道事務所

極東興和株式会社 国道１６１号小松拡幅滝川橋上部工事 滋賀国道事務所

酒井工業株式会社 国道８号近江橋他耐震補強その他工事 滋賀国道事務所

株式会社三東工業社 国道１６１号柳が崎地区歩道整備工事 滋賀国道事務所

高島鉱建株式会社 国道１号舗装修繕工事 滋賀国道事務所

小松拡幅北小松地区橋台設置工事 滋賀国道事務所

姉川橋取付道路撤去他工事 滋賀国道事務所

三国工業株式会社 国道１号他草津地区道路維持工事 滋賀国道事務所

山下建設株式会社 小松拡幅北小松地区Ｐ１６橋脚工事 滋賀国道事務所

奥滝電気株式会社 荒河排水機場他発動発電設備設置工事 福知山河川国道事務所

西村建設株式会社



優良工事等施工者（工事）事務所長表彰

会 社 名 工 事 名 関 係 事 務 所

株式会社門野組 由良川中流維持作業 福知山河川国道事務所

金下建設株式会社 国道２７号出野橋他補強工事 福知山河川国道事務所

河守工業株式会社 私市地区護岸工事 福知山河川国道事務所

三丹開発株式会社 夜久野改良新畑川橋下部工事 福知山河川国道事務所

株式会社渋谷組 法川排水機場基盤整備工事 福知山河川国道事務所

新菱工業株式会社関西支店 管内遠方監視操作制御設備改造工事 福知山河川国道事務所

新和建設株式会社 大川地区整備工事 福知山河川国道事務所

大日本土木株式会社大阪支店 下東地区一ノ木樋門築造他工事 福知山河川国道事務所

株式会社仁木総合建設 西舞鶴道路倉谷地区他改良工事 福知山河川国道事務所

国道９号立原地区他歩道整備工事 福知山河川国道事務所

西舞鶴道路京田地区改良工事 福知山河川国道事務所

暁新日本建設株式会社 精華拡幅事業他整備工事 京都国道事務所

株式会社河野建設 木津東バイパス木津跨線橋下部他工事 京都国道事務所

株式会社平和建設 国道９号観音地区防災工事 京都国道事務所

明清建設工業株式会社 国道９号日の出橋他補修補強工事 京都国道事務所

福井鐵工株式会社 大池樋門開閉装置改修他工事 淀川河川事務所

井上工業株式会社 松屋大和川通地区阪高上部高規格堤防工事 大和川河川事務所

安積建設株式会社 国道２６号大和川北電線共同溝工事 大阪国道事務所

大成建設株式会社関西支店 国道２５号難波元町立坑復旧工事 大阪国道事務所

戸田道路株式会社大阪支店 国道１６３号門真新橋町電線共同溝工事 大阪国道事務所

奈良建設株式会社大阪支店 国道２５号柏原市国分地区法面対策他工事 大阪国道事務所

株式会社吉川組



優良工事等施工者（工事）事務所長表彰

会 社 名 工 事 名 関 係 事 務 所

株式会社マツイコーポレーション 大阪国道管内交通安全対策工事 大阪国道事務所

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社関西支社 第二阪和国道・和歌山岬道路ＣＣＴＶ設備他設置工事 浪速国道事務所

紀南電設株式会社 第二阪和国道・和歌山岬道路照明設備設置工事 浪速国道事務所

株式会社駒井ハルテック 和歌山岬道路孝子ランプ橋架設工事 浪速国道事務所

国道２号姫路バイパス手柄地区耐震補強工事 姫路河川国道事務所

国道２号姫路バイパス他耐震補強補修工事 姫路河川国道事務所

株式会社松田組 加古川構造物撤去工事 姫路河川国道事務所

窪田工業株式会社 八鹿日高道路豊岡地区整備工事 豊岡河川国道事務所

株式会社西山工務店 日高豊岡南道路八代川橋橋台橋脚他工事 豊岡河川国道事務所

淡路土建株式会社神戸支店 カツカ谷堰堤工事 六甲砂防事務所

東興ジオテック株式会社大阪支店 苧川谷山腹（その３）工事 六甲砂防事務所

ライト工業株式会社西日本支社 本山北地区斜面対策工事 六甲砂防事務所

奥村組土木興業株式会社 国道２号若宮橋上下部工事 兵庫国道事務所

株本建設工業株式会社 洲本バイパス炬口地区改良工事 兵庫国道事務所

国道２号玉津大橋他橋梁耐震補強工事 兵庫国道事務所

西脇北バイパス蒲江地区改良工事 兵庫国道事務所

株式会社神崎組 西脇北バイパス津万地区函渠設置工事 兵庫国道事務所

株式会社久本組 西脇北バイパス寺内地区改良工事 兵庫国道事務所

井筒建設株式会社 那智川地区周辺整備工事 紀伊山系砂防事務所

株式会社高崎組 清水地区上流護岸設置他工事 紀伊山系砂防事務所

株式会社ノバック 熊野地区流路工他工事 紀伊山系砂防事務所

ショーボンド建設株式会社神戸支店

株式会社香山組



優良工事等施工者（工事）事務所長表彰

会 社 名 工 事 名 関 係 事 務 所

株式会社山村組 坪内地区下流護岸設置他工事 紀伊山系砂防事務所

アイサワ工業株式会社大阪支店 大和御所道路朝町トンネル工事 奈良国道事務所

奥村組土木興業株式会社 大和御所道路御所南舗装工事 奈良国道事務所

株式会社ガイアート関西支店 大和御所道路新田東佐味トンネル北工区舗装工事 奈良国道事務所

大和御所道路御所南ＩＣランプ橋下部工事 奈良国道事務所

国道２５号名阪国道交通事故対策他工事 奈良国道事務所

酒井工業株式会社 国道２４号平城橋ランプ橋耐震補強他工事 奈良国道事務所

村本道路株式会社 大和御所道路東坊城地区Ｂランプ橋Ｐ４・Ｐ５下部工事 奈良国道事務所

株式会社東組 岩出狭窄部対策高水敷整備工事 和歌山河川国道事務所

株式会社池田土木 紀北西道路奥ノ池調整池設置工事 和歌山河川国道事務所

木下建設株式会社 紀北西道路７工区他工事用道路撤去工事 和歌山河川国道事務所

株式会社第一テック 国道４２号新毛見トンネル照明設備改修他工事 和歌山河川国道事務所

株式会社畑中産業 国道２４号新在家地区他歩道整備工事 和歌山河川国道事務所

日立造船株式会社 紀の川大堰機械設備修繕工事 和歌山河川国道事務所

有限会社﨑建設 国道４２号道の駅たいじ他整備工事 紀南河川国道事務所

株式会社堀組 蓬莱地区築堤護岸工事 紀南河川国道事務所

株式会社西山建設 名張川他維持作業 木津川上流河川事務所

株式会社頼白組 渓流広場地区他整備工事 国営明石海峡公園事務所

栗原工業株式会社 平城宮跡歴史公園平城宮跡展示館電気設備工事 京都営繕事務所

株式会社清川組



優良工事等施工者（工事）事務所長表彰

会 社 名 工 事 名 関 係 事 務 所

タチバナ工業株式会社 舞鶴港和田地区航路・泊地(-14m)浚渫工事 舞鶴港湾事務所

若築建設株式会社大阪支店 堺泉北港助松地区航路(-14m)浚渫工事 大阪港湾・空港整備事務所

東洋・みらい・寄神特定建設工事共同企業体 神戸港ポートアイランド(第2期)地区航路(-16m)浚渫工事 神戸港湾事務所

若築建設株式会社大阪支店 神戸港ポートアイランド(第2期)地区航路(-16m)第六南防波堤撤去工事 神戸港湾事務所

五洋建設株式会社大阪支店 和歌山下津港海岸(海南地区)冷水側津波防波堤上部工等工事 和歌山港湾事務所



優良工事等施工者（業務）事務所長表彰

会 社 名 業 務 名 関 係 事 務 所

いであ株式会社大阪支社 福井管内河川水辺の国勢調査他業務 福井河川国道事務所

株式会社エイト日本技術開発関西支社 大野油坂道路（大野・大野東区間）１号橋他橋梁予備設計業務 福井河川国道事務所

株式会社オリエンタルコンサルタンツ京都事務所 大野油坂道路（和泉・油坂区間）設備設計業務 福井河川国道事務所

大日コンサルタント株式会社大阪支社 国道８号余座高架橋耐震設計修正他業務 福井河川国道事務所

東京コンサルタンツ株式会社福井支店 防災点検業務 福井河川国道事務所

日本振興株式会社大阪支店 大野油坂道路（箱ヶ瀬地区）他工事監督支援業務 福井河川国道事務所

大阪技術管理株式会社 天ヶ瀬ダム再開発調査設計資料整理業務 琵琶湖河川事務所

株式会社建設技術研究所大阪本社 琵琶湖管内河川改修計画資料作成業務 琵琶湖河川事務所

村上興業株式会社 野洲川流量観測業務 琵琶湖河川事務所

株式会社建設技術研究所大阪本社 湖西道路道路詳細修正設計他業務 滋賀国道事務所

株式会社綜合技術コンサルタント大阪支社 湖西道路雄琴川橋詳細修正設計業務 滋賀国道事務所

中央コンサルタンツ株式会社大阪支店 野洲栗東バイパス出庭地区道路詳細設計他業務 滋賀国道事務所

電設コンサルタンツ株式会社近畿支店 電気通信施設設計業務 滋賀国道事務所

株式会社東京建設コンサルタント関西本社 野洲栗東バイパス手原地区道路詳細設計業務 滋賀国道事務所

株式会社綜合技術コンサルタント大阪支社 国道２７号肥後橋詳細設計他業務 福知山河川国道事務所

大日本コンサルタント株式会社大阪支社 西舞鶴道路上安地区他道路詳細設計他業務 福知山河川国道事務所

株式会社エイト日本技術開発関西支社 寺田拡幅構造物詳細設計業務 京都国道事務所

京都府南部地域猛禽類調査業務 京都国道事務所

寺田拡幅寺田高架橋詳細設計業務 京都国道事務所

株式会社建設技術研究所大阪本社 京都府南部地域道路網調査業務 京都国道事務所

株式会社オリエンタルコンサルタンツ京都事務所



優良工事等施工者（業務）事務所長表彰

会 社 名 業 務 名 関 係 事 務 所

株式会社帝国コンサルタント関西支社 京都第一維持出張所維持修繕電線共同溝工事監督支援業務 京都国道事務所

東洋技研コンサルタント株式会社 木津東バイパス木津跨線橋修正設計業務 京都国道事務所

日本工営株式会社大阪支店 渋滞要因調査分析業務 京都国道事務所

株式会社ニュージェック近畿支店 道路情報管理業務 京都国道事務所

公益財団法人河川財団 淀川本川地域連携推進調査業務 淀川河川事務所

株式会社建設環境研究所大阪支社 淀川舟運活性化推進業務 淀川河川事務所

株式会社ダイヤコンサルタント関西支社 木津川漏水対策他設計整理業務 淀川河川事務所

株式会社和田測量設計事務所 宇治川流量観測業務 淀川河川事務所

株式会社建設技術研究所大阪本社 猪名川水害に強い地域づくり調査業務 猪名川河川事務所

株式会社オリエンタルコンサルタンツ関西支店 保田遊水地排水設備詳細設計他業務 大和川河川事務所

株式会社東京建設コンサルタント関西本社 大和川河川管理施設監理検討業務 大和川河川事務所

株式会社近畿地域づくりセンター大阪支店 大阪国道管内特殊車両許認可審査・指導取締業務 大阪国道事務所

株式会社綜合技術コンサルタント大阪支社 大阪湾岸道路西伸部神戸東部地区橋梁予備設計他業務 浪速国道事務所

株式会社長大大阪支社 大阪湾岸道路西伸部神戸東部地区（第三工区）橋梁予備設計業務 浪速国道事務所

三井共同建設コンサルタント株式会社関西支社 清滝生駒道路北田原詳細設計他業務 浪速国道事務所

株式会社建設環境研究所大阪支社 加古川大堰管理総合評価業務 姫路河川国道事務所

円山川環境調査業務 豊岡河川国道事務所

円山川河川環境モニタリング調査業務 豊岡河川国道事務所

八千代エンジニヤリング株式会社大阪支店 豊岡河川国道事務所管内道路網調査業務 豊岡河川国道事務所

株式会社長大神戸支店 国道２号垂水地区電線共同溝設計業務 兵庫国道事務所

株式会社東峯技術コンサルタント 兵庫国道電気通信設備詳細設計業務 兵庫国道事務所

復建調査設計株式会社大阪支社



優良工事等施工者（業務）事務所長表彰

会 社 名 業 務 名 関 係 事 務 所

内外エンジニアリング株式会社 谷出堰堤用地測量等業務 紀伊山系砂防事務所

株式会社アーステック東洋 大和御所道路東坊城地区他地質調査業務 奈良国道事務所

株式会社近代設計大阪支社 大和御所道路曲川東地区橋梁詳細設計業務 奈良国道事務所

株式会社建設技術研究所大阪本社 大和御所道路他整備効果等資料作成業務 奈良国道事務所

サンコーコンサルタント株式会社大阪支店 伯母峯峠道路地質調査業務 奈良国道事務所

株式会社長大奈良事務所 奈良国道管内橋梁補修他設計業務 奈良国道事務所

応用地質株式会社和歌山営業所 防災点検業務 和歌山河川国道事務所

協和設計株式会社 有田海南道路２号橋予備設計業務 和歌山河川国道事務所

中央復建コンサルタンツ株式会社 船戸出張所工事監督支援業務 和歌山河川国道事務所

三井共同建設コンサルタント株式会社関西支社 紀の川堤防強化詳細設計業務 和歌山河川国道事務所

株式会社ティーネットジャパン大阪支社 新宮川出張所工事監督支援業務 紀南河川国道事務所

日本振興株式会社大阪支店 すさみ串本道路他土地関係用地調査点検等技術業務 紀南河川国道事務所

株式会社パスコ奈良支店 木津川上流管内河川管理施設監理検討業務 木津川上流河川事務所

いであ株式会社大阪支社 九頭竜ダム・真名川ダム水辺現地調査（魚類）業務 九頭竜川ダム統合管理事務所

株式会社エフエムシー 防災情報課電気通信設備設計積算資料整理業務 九頭竜川ダム統合管理事務所

株式会社エイト日本技術開発関西支社 天ヶ瀬ダム関連施設耐震性能照査業務 淀川ダム統合管理事務所

株式会社東京建設コンサルタント関西本社 天ヶ瀬ダム水辺調査（魚類）業務 淀川ダム統合管理事務所

日本工営株式会社大阪支店 天ヶ瀬ダム低周波音測定業務 淀川ダム統合管理事務所

一般社団法人橋梁調査会 橋梁検査業務 近畿技術事務所

日本海洋コンサルタント株式会社関西事務所 舞鶴港第2ふ頭地区岸壁（-10ｍ）細部設計 舞鶴港湾事務所

株式会社日本空港コンサルタンツ西日本支社 八尾空港Ａ滑走路及びＡ誘導路実施設計等業務 大阪港湾・空港整備事務所



優良工事等施工者（業務）事務所長表彰

会 社 名 業 務 名 関 係 事 務 所

ポートコンサルタント株式会社 大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設余水吐等検討業務 大阪港湾・空港整備事務所

中央開発株式会社関西支社 神戸港附帯施設土質調査 神戸港湾事務所

株式会社ニュージェック近畿支店 和歌山下津港海岸(海南地区)日方防潮堤等細部設計 和歌山港湾事務所

協同エンジニアリング株式会社 和歌山下津港海岸(海南地区)築地排水機場護岸(改良)基本設計 神戸港湾空港技術調査事務所



優秀建設技術者表彰（工事）事務所長表彰

氏名 会 社 名 工 事 名 関係事務所

髙田　大輔 ダイダン株式会社大阪本社 和歌山地方合同庁舎機械設備工事 営繕部保全指導・監督室

延山　祐司 栗原工業株式会社 和歌山地方合同庁舎電気設備工事 営繕部保全指導・監督室

稲田　昇 株式会社ガード 永平寺大野道路標識設置工事 福井河川国道事務所

大藤　隆行 株式会社桑原組 永平寺大野道路浅見地区舗装他工事 福井河川国道事務所

杉本　修啓 株式会社三東工業社 国道１６１号柳が崎地区歩道整備工事 滋賀国道事務所

中谷　賢介 酒井工業株式会社 国道８号近江橋他耐震補強その他工事 滋賀国道事務所

藤掛　竜也 高島鉱建株式会社 国道１号舗装修繕工事 滋賀国道事務所

松島　弘幸 三国工業株式会社 国道１号他草津地区道路維持工事 滋賀国道事務所

森本　順 西村建設株式会社 姉川橋取付道路撤去他工事 滋賀国道事務所

梅田　真志 株式会社門野組 由良川中流維持作業 福知山河川国道事務所

西薗　正貴 大日本土木株式会社大阪支店 下東地区一ノ木樋門築造他工事 福知山河川国道事務所

西田　裕成 株式会社仁木総合建設 西舞鶴道路倉谷地区他改良工事 福知山河川国道事務所

石田　洋平 明清建設工業株式会社 国道９号日の出橋他補修補強工事 京都国道事務所

石野　鉱司 暁新日本建設株式会社 精華拡幅事業他整備工事 京都国道事務所

北川　雅文 株式会社平和建設 国道９号観音地区防災工事 京都国道事務所

迫　亮太郎 井上工業株式会社 松屋大和川通地区阪高上部高規格堤防工事 大和川河川事務所

松井　三郎 株式会社マツイコーポレーション 大阪国道管内交通安全対策工事 大阪国道事務所

山田　和生 戸田道路株式会社大阪支店 国道１６３号門真新橋町電線共同溝工事 大阪国道事務所

河原　義典 株式会社松田組 加古川構造物撤去工事 姫路河川国道事務所

船橋　寿展 奥村組土木興業株式会社 国道２号若宮橋上下部工事 兵庫国道事務所



優秀建設技術者表彰（工事）事務所長表彰

氏名 会 社 名 工 事 名 関係事務所

長藤　高行 酒井工業株式会社 国道２４号平城橋ランプ橋耐震補強他工事 奈良国道事務所

平松　弘行 株式会社東組 岩出狭窄部対策高水敷整備工事 和歌山河川国道事務所

松本　誠 株式会社頼白組 渓流広場地区他整備工事 国営明石海峡公園事務所

辻　将輝 栗原工業株式会社 平城宮跡歴史公園平城宮跡展示館電気設備工事 京都営繕事務所

若林　範卓 タチバナ工業株式会社 舞鶴港和田地区航路・泊地（-14m）浚渫工事 舞鶴港湾事務所

重村　洋平 若築建設株式会社大阪支店 堺泉北港助松地区航路（-14m）浚渫工事 大阪港湾・空港整備事務所

森田　大 五洋建設株式会社大阪支店 和歌山下津港海岸(海南地区)冷水側津波防波堤上部工等工事 和歌山港湾事務所



優秀建設技術者表彰（業務）事務所長表彰

氏名 会 社 名 業 務 名 関係事務所

遠藤 誠司 株式会社エイト日本技術開発関西支社 大野油坂道路（大野・大野東区間）１号橋他橋梁予備設計業務 福井河川国道事務所

金海　秀暢 日本振興株式会社大阪支店 大野油坂道路（箱ヶ瀬地区）他工事監督支援業務 福井河川国道事務所

瀬戸　謙三 大日コンサルタント株式会社大阪支社 国道８号余座高架橋耐震設計修正他業務 福井河川国道事務所

竹田　正司 東京コンサルタンツ株式会社福井支店 防災点検業務 福井河川国道事務所

中山　智文 株式会社オリエンタルコンサルタンツ京都事務所 大野油坂道路（和泉・油坂区間）設備設計業務 福井河川国道事務所

淀　真理 いであ株式会社大阪支社 福井管内河川水辺の国勢調査他業務 福井河川国道事務所

佐藤　康弘 株式会社建設技術研究所大阪本社 琵琶湖管内河川改修計画資料作成業務 琵琶湖河川事務所

長戸　裕久 村上興業株式会社 野洲川流量観測業務 琵琶湖河川事務所

松尾　伸次 大阪技術管理株式会社 天ヶ瀬ダム再開発調査設計資料整理業務 琵琶湖河川事務所

井内　護 電設コンサルタンツ株式会社近畿支店 電気通信施設設計業務 滋賀国道事務所

清田　裕司 株式会社綜合技術コンサルタント大阪支社 湖西道路雄琴川橋詳細修正設計業務 滋賀国道事務所

下荒磯　司 中央コンサルタンツ株式会社大阪支店 野洲栗東バイパス出庭地区道路詳細設計他業務 滋賀国道事務所

西田　亨 株式会社東京建設コンサルタント関西本社 野洲栗東バイパス手原地区道路詳細設計業務 滋賀国道事務所

藤野　秀隆 株式会社建設技術研究所大阪本社 湖西道路道路詳細修正設計他業務 滋賀国道事務所

清田　裕司 株式会社綜合技術コンサルタント大阪支社 国道２７号肥後橋詳細設計他業務 福知山河川国道事務所

吉田　直貴 大日本コンサルタント株式会社大阪支社 西舞鶴道路上安地区他道路詳細設計他業務 福知山河川国道事務所

石渡　俊吾 株式会社オリエンタルコンサルタンツ京都事務所 京都府南部地域猛禽類調査業務 京都国道事務所

黒沢　敏 株式会社帝国コンサルタント関西支社 京都第一維持出張所維持修繕電線共同溝工事監督支援業務 京都国道事務所

島本　真嗣 株式会社建設技術研究所大阪本社 京都府南部地域道路網調査業務 京都国道事務所

田口　勝彦 株式会社ニュージェック近畿支店 道路情報管理業務 京都国道事務所



優秀建設技術者表彰（業務）事務所長表彰

氏名 会 社 名 業 務 名 関係事務所

濱田　良平 東洋技研コンサルタント株式会社 木津東バイパス木津跨線橋修正設計業務 京都国道事務所

三住　泰之 株式会社オリエンタルコンサルタンツ京都事務所 寺田拡幅寺田高架橋詳細設計業務 京都国道事務所

村戸　伸行 日本工営株式会社大阪支店 渋滞要因調査分析業務 京都国道事務所

山森　誠史 株式会社エイト日本技術開発関西支社 寺田拡幅構造物詳細設計業務 京都国道事務所

甲斐　誠士 株式会社ダイヤコンサルタント関西支社 木津川漏水対策他設計整理業務 淀川河川事務所

菊池　正浩 株式会社建設環境研究所大阪支社 淀川舟運活性化推進業務 淀川河川事務所

宝藤　勝彦 公益財団法人河川財団 淀川本川地域連携推進調査業務 淀川河川事務所

安井　英治 株式会社和田測量設計事務所 宇治川流量観測業務 淀川河川事務所

佐藤　康弘 株式会社建設技術研究所大阪本社 猪名川水害に強い地域づくり調査業務 猪名川河川事務所

志村　猛志 株式会社オリエンタルコンサルタンツ関西支店 保田遊水地排水設備詳細設計他業務 大和川河川事務所

野田　和良 株式会社東京建設コンサルタント関西本社 大和川河川管理施設監理検討業務 大和川河川事務所

木下　義博 三井共同建設コンサルタント株式会社関西支社 清滝生駒道路北田原詳細設計他業務 浪速国道事務所

清田　裕司 株式会社綜合技術コンサルタント大阪支社 大阪湾岸道路西伸部神戸東部地区橋梁予備設計他業務 浪速国道事務所

日髙　卓也 株式会社長大大阪支社 大阪湾岸道路西伸部神戸東部地区（第三工区）橋梁予備設計業務 浪速国道事務所

安井　成生 株式会社建設環境研究所大阪支社 加古川大堰管理総合評価業務 姫路河川国道事務所

乾　 健志 八千代エンジニヤリング株式会社大阪支店 豊岡河川国道事務所管内道路網調査業務 豊岡河川国道事務所

円山川環境調査業務 豊岡河川国道事務所

円山川河川環境モニタリング調査業務 豊岡河川国道事務所

高田　聡文 株式会社長大神戸支店 国道２号垂水地区電線共同溝設計業務 兵庫国道事務所

藤岡　宏彰 株式会社東峯技術コンサルタント 兵庫国道電気通信設備詳細設計業務 兵庫国道事務所

森　博史 内外エンジニアリング株式会社 谷出堰堤用地測量等業務 紀伊山系砂防事務所

若宮　慎二 復建調査設計株式会社大阪支社



優秀建設技術者表彰（業務）事務所長表彰

氏名 会 社 名 業 務 名 関係事務所

赤嶺　辰之介 サンコーコンサルタント株式会社大阪支店 伯母峯峠道路地質調査業務 奈良国道事務所

砂川　尊範 株式会社建設技術研究所大阪本社 大和御所道路他整備効果等資料作成業務 奈良国道事務所

福塚　健次郎 株式会社アーステック東洋 大和御所道路東坊城地区他地質調査業務 奈良国道事務所

藤澤　弘幸 株式会社近代設計大阪支社 大和御所道路曲川東地区橋梁詳細設計業務 奈良国道事務所

丸山　武士 株式会社長大奈良事務所 奈良国道管内橋梁補修他設計業務 奈良国道事務所

上野　護 中央復建コンサルタンツ株式会社 船戸出張所工事監督支援業務 和歌山河川国道事務所

鍜冶　塩太 三井共同建設コンサルタント株式会社関西支社 紀の川堤防強化詳細設計業務 和歌山河川国道事務所

嶋津　裕道 協和設計株式会社 有田海南道路２号橋予備設計業務 和歌山河川国道事務所

廣部　安之 応用地質株式会社和歌山営業所 防災点検業務 和歌山河川国道事務所

松野　威 日本振興株式会社大阪支店 すさみ串本道路他土地関係用地調査点検等技術業務 紀南河川国道事務所

山口　和文 株式会社ティーネットジャパン大阪支社 新宮川出張所工事監督支援業務 紀南河川国道事務所

船田　征 株式会社パスコ奈良支店 木津川上流管内河川管理施設監理検討業務 木津川上流河川事務所

坂田　吉広 株式会社エフエムシー 防災情報課電気通信設備設計積算資料整理業務 九頭竜川ダム統合管理事務所

淀　真理 いであ株式会社大阪支社 九頭竜ダム・真名川ダム水辺現地調査（魚類）業務 九頭竜川ダム統合管理事務所

草場　浩平 日本工営株式会社大阪支店 天ヶ瀬ダム低周波音測定業務 淀川ダム統合管理事務所

田中　勉 株式会社東京建設コンサルタント関西本社 天ヶ瀬ダム水辺調査（魚類）業務 淀川ダム統合管理事務所

藤本　哲生 株式会社エイト日本技術開発関西支社 天ヶ瀬ダム関連施設耐震性能照査業務 淀川ダム統合管理事務所

狩野　裕之 一般社団法人橋梁調査会 橋梁検査業務 近畿技術事務所

田中　文彦 日本海洋コンサルタント株式会社関西事務所 舞鶴港第2ふ頭地区岸壁（-10m）細部設計 舞鶴港湾事務所

尾上　正浩 株式会社日本空港コンサルタンツ西日本支社 八尾空港Ａ滑走路及びＡ誘導路実施設計等業務 大阪港湾・空港整備事務所

紺谷　明泰 ポートコンサルタント株式会社 大阪港北港南地区航路(-16m)附帯施設余水吐等検討業務 大阪港湾・空港整備事務所



優秀建設技術者表彰（業務）事務所長表彰

氏名 会 社 名 業 務 名 関係事務所

前田　直也 中央開発株式会社関西支社 神戸港附帯施設土質調査 神戸港湾事務所

家村　健吾 株式会社ニュージェック近畿支店 和歌山下津港海岸(海南地区)日方防潮堤等細部設計 和歌山港湾事務所

富安　良一 協同エンジニアリング株式会社 和歌山下津港海岸(海南地区)築地排水機場護岸(改良)基本設計 神戸港湾空港技術調査事務所



別紙３

国土交通行政関係功労者表彰について

【表彰式】

福井河川国道事務所長表彰

日 時 平成３０年８月１日（水） 午後２時００分から

場 所 福井河川国道事務所 ３階 第二会議室

福井市花堂南２－１４－７

※局長表彰については、近畿地方整備局にて執りおこなわれます。



優良工事等施工者（工事）事務所長表彰

会 社 名 工 事 名 関 係 事 務 所

株式会社ガード 永平寺大野道路標識設置工事 福井河川国道事務所

株式会社桑原組 永平寺大野道路浅見地区舗装他工事 福井河川国道事務所

株式会社駒井ハルテック 大野油坂道路白谷川橋上部工事 福井河川国道事務所

株式会社高野組 国道８号敦賀地区防災対策工事 福井河川国道事務所

田中建設株式会社 国道２７号野神高架橋若葉町地区他橋梁耐震補強工事 福井河川国道事務所

福日機電株式会社 永平寺大野道路浅見トンネル坑口融雪設備新設工事 福井河川国道事務所

株式会社ほくつう福井支社 道の駅河野他電気通信設備改修工事 福井河川国道事務所

株式会社松田組 国道２７号野神高架橋和久野地区橋梁耐震補強工事 福井河川国道事務所

株式会社マルツ電波 鳴鹿大堰管理用制御処理設備設置工事 福井河川国道事務所



優良工事等施工者（業務）事務所長表彰

会 社 名 業 務 名 関 係 事 務 所

いであ株式会社大阪支社 福井管内河川水辺の国勢調査他業務 福井河川国道事務所

株式会社エイト日本技術開発関西支社 大野油坂道路（大野・大野東区間）１号橋他橋梁予備設計業務 福井河川国道事務所

株式会社オリエンタルコンサルタンツ京都事務所 大野油坂道路（和泉・油坂区間）設備設計業務 福井河川国道事務所

大日コンサルタント株式会社大阪支社 国道８号余座高架橋耐震設計修正他業務 福井河川国道事務所

東京コンサルタンツ株式会社福井支店 防災点検業務 福井河川国道事務所

日本振興株式会社大阪支店 大野油坂道路（箱ヶ瀬地区）他工事監督支援業務 福井河川国道事務所



優秀建設技術者表彰（工事）事務所長表彰

氏名 会 社 名 工 事 名 関係事務所

稲田　昇 株式会社ガード 永平寺大野道路標識設置工事 福井河川国道事務所

大藤　隆行 株式会社桑原組 永平寺大野道路浅見地区舗装他工事 福井河川国道事務所



優秀建設技術者表彰（業務）事務所長表彰

氏名 会 社 名 業 務 名 関係事務所

遠藤 誠司 株式会社エイト日本技術開発関西支社 大野油坂道路（大野・大野東区間）１号橋他橋梁予備設計業務 福井河川国道事務所

金海　秀暢 日本振興株式会社大阪支店 大野油坂道路（箱ヶ瀬地区）他工事監督支援業務 福井河川国道事務所

瀬戸　謙三 大日コンサルタント株式会社大阪支社 国道８号余座高架橋耐震設計修正他業務 福井河川国道事務所

竹田　正司 東京コンサルタンツ株式会社福井支店 防災点検業務 福井河川国道事務所

中山　智文 株式会社オリエンタルコンサルタンツ京都事務所 大野油坂道路（和泉・油坂区間）設備設計業務 福井河川国道事務所

淀　真理 いであ株式会社大阪支社 福井管内河川水辺の国勢調査他業務 福井河川国道事務所


