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◇◇ 問い合わせ先 ◇◇

国土交通省関東地方整備局 甲府河川国道事務所 TEL 055-252-549１

副所長（河川） 阿部 昌幸 （あべ まさゆき）

副所長（道路） 本住 武司 （もとずみ たけし）

工事品質管理官 坂本 守 （さかもと まもる）

甲府河川国道事務所では、令和３年度に完成した工事、完了した業務の中で特に優れ

た成績を収めた工事、業務、技術者等について、下記のとおり表彰等を行いますのでお

知らせいたします。

記

１ 日時 令和４年７月２５日（月）１３：００～１５：００

２ 場所 道の駅 富士川 会議室（別添 案内図参照）

３ 表彰件数及び人数

（１）優良工事関係（対象工事件数：９０件）

・優良工事（８件）及び優秀工事技術者（７名）

（２）優良下請企業及び優秀下請技術者表彰（３件）

（３）難工事功労表彰（１５件）

（４）担い手の確保・育成貢献工事表彰（４件）

（５）新技術等活用実績表彰（９件）

（６）優良業務関係（対象業務件数：８２件）

・優良業務（５件）及び優秀技術者（５名）

４ 当日の取材について

マスコミ関係者で取材を希望される方は、７月２２日（金）１５：００までに

別紙１より事前登録をお願いします。

令和４年７月２１日（木）
国土交通省関東地方整備局
甲府河川国道事務所
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令和３年度 甲府河川国道事務所優良工事等の表彰について

～技術の向上と円滑な事業推進を目指して～



令和３年度優良工事等の表彰について

１ 目 的
（優良工事表彰）

優良工事表彰は、甲府河川国道事務所管内の工事を受注し、その施工が優秀であって、他の模範
とするにふさわしい工事を表彰することにより、技術の向上および円滑な事業の推進に資すること
を目的とする制度です。

（優秀工事技術者表彰）
優秀工事技術者表彰は、甲府河川国道事務所管内の工事を担当した現場代理人および主任（監

理）技術者の中から表彰を行うことにより、技術者の誇りと資質の向上を図り、もって円滑な事業
の推進に資することを目的とする制度です。

（優良下請企業及び優秀下請技術者表彰）
優良下請企業及び優秀下請技術者表彰は、甲府河川国道事務所管内の工事を担当した下請企業及

び当該下請企業の担当技術者の中から表彰を行うことにより、下請企業の技術の向上及び円滑な事
業の推進を図り、もって建設業の健全な発展に寄与することを目的とした制度です。

（難工事功労表彰）
社会条件やマネジメント特性の厳しい工事を対象とした「難工事指定」試行対象工事のうち、施

工が良好で他の模範とするにふさわしい工事を表彰することにより、技術の向上および円滑な事業
の推進に資することを目的とした制度です。

（災害工事功労表彰）
災害における応急復旧工事のうち、施工が良好で他の模範とするにふさわしい工事を表彰するこ

とにより、技術の向上および円滑な事業の推進に資することを目的とした制度です。

（担い手の確保・育成貢献工事表彰）
担い手の確保・育成貢献工事表彰は、施工が優秀であって建設業の担い手の確保及び育成に関す

る取り組みが優れた工事を表彰することにより、建設業の担い手の確保及び育成に関する取り組み
をより一層推進することを目的として制度です。

（新技術等活用実績表彰）
３次元データや新技術の活用により生産性向上を図る取り組みが優秀であって、他の模範とする

に足りる工事を選定し、これを表彰することにより、建設生産システム全体の生産性向上への取り
組みの視野を拡大し、より一層増進させることを目的とした制度です。

（優良業務及び優秀技術者表彰）
優良業務及び優秀技術者表彰は、その成果及び業務への取り組み方が優秀であり、他の模範とす

るにふさわしい業務を表彰することにより、技術力の向上および円滑な事業の推進に資することを
目的とした制度です。

２ 選定方法

優良工事等の選定は、甲府河川国道事務所管内の出張所および関係各課から推薦された工事及び業
務について、優良工事等選定委員会において審査を行いました。

３ 選定方針
（優良工事表彰）

① 当該工事の成績が優良なもの又はその功績が顕著なもの。
② 技術審査は工事の難易度、創意工夫、安全対策への取り組み等を重点に選定。
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（優秀工事技術者表彰）
① 当該工事技術者の担当した工事が優秀であり、かつ、工事中における当該工事技術者の功績が

顕著なもの。
② 審査は管理能力、技術能力、仕事に対する積極性、誠実性等を重点に選定。

（優良下請企業及び優秀下請技術者表彰）
① 下請として担当した当該工事の品質、出来ばえ等に優秀なもの、かつ、工事中における当該工

事技術者の功績が顕著な者の中から選定。

（難工事功労表彰）
① 「難工事指定」試行工事のうち、当該工事が良好で、その功績が顕著なもの。

（災害工事功労表彰）
① 災害における応急復旧工事のうち、当該工事が良好で、その功績が顕著なもの。

（担い手の確保・育成貢献工事表彰）
① 当該工事の成績が優良なもの又はその功績が顕著なもの。
② 当該工事において、受注者から担い手の確保及び育成に関する取り組みとして実施報告のあっ

た取り組みが総合的に優れたもの。

（新技術等活用実績表彰）
① 新技術等活用生産性向上工事の取り組みとして３次元データ活用技術や新技術活用について優

れたものを選定。

（優良業務及び優秀技術者表彰）
① 業務計画段階から全体を掌握し、優れた企画力を発揮、積極的で斬新な提案を行うなど創意工

夫がみられるもの。
② 解析手法、設計条件等を適正に定め、最終案決定に至った経緯を要領よく取りまとめてあるも

の。
③ 技術的に高度で複雑な業務を遂行し、優良な成果をとりまとめてあるもの。

４ 表彰される件数、人数
（１） 優良工事表彰 ８件
（２） 優秀工事技術者表彰 ７名
（３） 優良下請企業及び優秀下請技術者表彰 ３件、３名
（４） 難工事功労表彰 １５件
（５） 担い手の確保・育成貢献工事表彰 ４件
（６） 新技術等活用実績表彰 ９件
（７） 優良業務及び優秀技術者表彰 ５件、５名

５ 表彰

表彰式は、甲府河川国道事務所長のほか事務所幹部が出席し、受賞者に事務所長から表彰状が授
与されます。

６ その他
優良工事、優秀工事技術者、優良下請企業、優秀下請技術者、難工事功労、災害工事功労で表彰

された場合は、総合評価落札方式等において企業及び技術者の技術力の評価が優位になります。
担い手の確保・育成貢献工事表彰、新技術等活用実績工事で表彰された場合は、甲府河川国道事

務所が総合評価落札方式にて発注する工事において、企業の技術力の評価が優位になります。
また、優良業務表彰及び優秀技術者表彰を表彰された場合は、それぞれ企業および技術者の技術

力の評価が優位になります。
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【案内図】

道の駅 富士川 会議室
〒４００－０５０１
やまなしけんみなみこまぐんふじかわちょうあおやぎ

山梨県南巨摩郡富士川町青柳町１６５５－３

※ お車でお越しの際は道の駅の駐車場ではなく、ポールで仕切られている駐
車場をご利用ください。

道の駅富士川

表彰式会場
２階 会議室

ここから駐車場へお入りください。

国道５２号
至）甲府市

至）南部町
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別添案内図



令和３年度 甲府河川国道事務所優良工事等表彰

取 材 申 込 書

ＦＡＸ送信期限 ：７月２２日（金） １５：００まで

取材をご希望の報道機関におかれましては、事前に登録をお願いします。

１．報道機関名

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２．氏名等

※氏名は代表者の方、人数は代表者を含めた数をお書きください。

※取材時には警備の都合上、必ず腕章又は身分証明書を着用いただくようお
願いします。着用がない場合は、取材をご遠慮いただく場合があります。

※連絡先は、当日連絡可能な連絡先を記入して下さい。中止・遅延等がある
場合に連絡をさせていただきます。

※取材はマスク着用の上、検温及び消毒のご協力をお願いします。

３．送付先 （ＦＡＸ）０５５－２５４－３３４２

４．問合せ先 国土交通省関東地方整備局 甲府河川国道事務所

工事品質管理官 坂本 守

電話 ０５５－２５２－５４９１（代表）

氏名

（代表者のみ）

連絡先

（携帯電話等）
参加人数 車両台数 備考

別紙１
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＜　事務所長表彰　＞

○　優良工事表彰（８件）

NO 工　　事　　名 業　　者　　名

　　　　こくどう　　ごう　おおつきばいぱす　はなさきちく　かいりょう　こうじ うえのこうぎょう　　　　かぶしきがいしゃ

Ｒ１国道20号大月ＢＰ花咲地区改良工事 植野興業　　株式会社
　　　ちゅうぶおうだんどう　しもやぎさわちく　　　　　　　　　　　　　しょうめいせつび　こうじ かぶしきがいしゃ　　　　　　　　　　　　　　さいたま

Ｒ１中部横断道下八木沢地区トンネル照明設備工事 株式会社　イートラスト埼玉
　　　　あわぐらちく　　かいりょう　　　　　　　　　こうじ いのうえけんせつ　　　かぶしきがいしゃ

Ｒ２粟倉地区改良（その５）工事 井上建設　　株式会社
　　　ちゅうぶおうだんどう　とみざわなんぶ　かいりょうほぜん　　こうじ おさだぐみどぼく　　　　　　かぶしきがいしゃ

Ｒ２中部横断道富沢南部改良保全工事 長田組土木　　株式会社
　　　かまなしがわ　うがん　あさばら　ごがん　さいがいふっきゅう　こうじ かぶしきがいしゃ　　しんこうどぼく

Ｒ２釜無川右岸浅原護岸災害復旧工事 株式会社　新光土木
　　　　こくどう　　　ごう　ふるやしきちく　　　　ほか　さいがいふっきゅう　こうじ しょうわけんせつ　　　かぶしきがいしゃ

Ｒ１国道５２号古屋敷地区他災害復旧工事 昭和建設　　株式会社
　　　　ふえふきがわ　いじ　こうじ さいとうけんせつ　　　かぶしきがいしゃ

Ｒ３笛吹川維持工事 齋藤建設　　株式会社
　　　　　　　ふじよしだ　　　　こくどう　いじ　　こうじ かぶしきがいしゃ　　おおもりこうむしょ

Ｒ２・３富士吉田国道維持工事 株式会社　大森工務所

○　優秀工事技術者表彰（７名）

NO 工　　事　　名 業　　者　　名

　　　　こくどう　　ごう　おおつきばいぱす　はなさきちく　かいりょう　こうじ うえのこうぎょう　　　　かぶしきがいしゃ かんり　　ぎじゅつしゃ おおいし　　たけし

Ｒ１国道20号大月ＢＰ花咲地区改良工事 植野興業　　株式会社 監理技術者 大石　剛
　　　ちゅうぶおうだんどう　しもやぎさわちく　　　　　　　　　　　　　しょうめいせつび　こうじ かぶしきがいしゃ　　　　　　　　　　　　　　さいたま げんば　　だいりにん はしもと　　かつみ

Ｒ１中部横断道下八木沢地区トンネル照明設備工事 株式会社　イートラスト埼玉 現場代理人 橋本　克巳
　　　　あわぐらちく　　かいりょう　　　　　　　　　こうじ いのうえけんせつ　　　かぶしきがいしゃ かんり　　ぎじゅつしゃ とりがた　　とおる

Ｒ２粟倉地区改良（その５）工事 井上建設　　株式会社 監理技術者 鳥潟　徹
　　　ちゅうぶおうだんどう　とみざわなんぶ　かいりょうほぜん　　こうじ おさだぐみどぼく　　　　　　かぶしきがいしゃ げんば　だいりにん　けん　かんり　ぎじゅつしゃ はたの　　ふみと

Ｒ２中部横断道富沢南部改良保全工事 長田組土木　　株式会社 現場代理人兼監理技術者 畑野　文人
　　　　こくどう　　　ごう　ふるやしきちく　　　　ほか　さいがいふっきゅう　こうじ しょうわけんせつ　　　かぶしきがいしゃ かんり　　ぎじゅつしゃ わかすぎ　　やすし

Ｒ１国道５２号古屋敷地区他災害復旧工事 昭和建設　　株式会社 監理技術者 若杉　康司
　　　　ふえふきがわ　いじ　こうじ さいとうけんせつ　　　かぶしきがいしゃ げんば　だいりにん　けん　かんり　ぎじゅつしゃ たけむら　　じゅん

Ｒ３笛吹川維持工事 齋藤建設　　株式会社 現場代理人兼監理技術者 竹村　順
　　　　　　　ふじよしだ　　　　こくどう　いじ　　こうじ かぶしきがいしゃ　　おおもりこうむしょ かんり　　ぎじゅつしゃ わたべ　　たつお

Ｒ２・３富士吉田国道維持工事 株式会社　大森工務所 監理技術者 渡部　辰雄

○　優良下請け企業及び優秀下請け技術者（３件）

NO 工　　事　　名 業　　者　　名 下請け企業 氏名

　　　　こくどう　　　　ごう　ほううんじばし　じょうぶ　こうじ かわだ　けんせつ　かぶしきがいしゃ　とうきょう　してん きょうせいけんせつ　かぶしきがいしゃ いとう　　　たけし

Ｒ２国道２０号法雲寺橋上部工事 川田建設　株式会社 東京支店 共成建設　株式会社 伊藤　武
　　　　あわぐらちく　　かいりょう　　　　　　　　　こうじ いのうえけんせつ　かぶしきがいしゃ はぐろこうぎょう　　かぶしきがいしゃ しみず　　　かずひと

Ｒ２粟倉地区改良（その５）工事 井上建設　株式会社 羽黒工業　株式会社 清水　和人
　　　かまなしがわ　うがん　あさばら　ごがん　さいがいふっきゅう　こうじ かぶしきがいしゃ　　しんこうどぼく はぐろこうぎょう　　かぶしきがいしゃ なるみ　　　しゅん

Ｒ２釜無川右岸浅原護岸災害復旧工事 株式会社　新光土木 羽黒工業　株式会社 鳴海　俊　

○　難工事功労表彰（１５件）

NO 工　　事　　名 業　　者　　名

　　　　こうふ・きょうなん　しゅっちょうじょ　かんない　こうつうあんぜん　たいさく　こうじ まるはまほどう　　　かぶしきがいしゃ

Ｒ２甲府・峡南出張所管内交通安全対策工事 丸浜舗道　株式会社
　　　こうふ・きょうなん　こくどう　しゅっちょうじょ　かんない　きょうりょう　ほしゅう　ほか　こうじ かぶしきがいしゃ　　やぎさわこうぎょう

Ｒ２甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修他工事 株式会社　八木沢興業

　　　こくどう　　　　　ごう　なるさわ　でんせんきょうどうこう　　　　　　こうじ かぶしきがいしゃ　　おおもりこうむしょ

Ｒ２国道１３９号鳴沢電線共同溝その１工事 株式会社　大森工務所
　　　ちゅうぶおうだん　じどうしゃどう　　いじ　　こうじ かとうけんせつ　　　かぶしきがいしゃ

Ｒ３中部横断自動車道維持工事 加藤建設　株式会社
　　　　こくどう　　　　ごう　かい　でんせんきょうどうこう　　　　　　こうじ かぶしきがいしゃ　　はやのぐみ

Ｒ１国道２０号甲斐電線共同溝その６工事 株式会社　早野組

　　　こくどう　　　　　　ごう　ふじほくろく　　　　　　でんせんきょうどうこう　　　　　　　　こうじ かぶしきがいしゃ　　はやのぐみ

Ｒ２国道１３９号富士北麓（２）電線共同溝その７工事 株式会社　早野組
　　　こくどう　　　　　ごう　やまなかちく　　ほそう　しゅうぜん　こうじ しょうわけんせつ　　かぶしきがいしゃ

Ｒ２国道138号山中地区舗装修繕工事 昭和建設　株式会社
　　　こくどう　　　　　　ごう　ほか　むていでん　でんげんそうち　せっち　こうじ とうしば　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かぶしきがいしゃ

Ｒ２国道１３９号外無停電電源装置設置工事 東芝プラントシステム　株式会社

　　　こくどう　　　　　　ごう　ふじほくろく　　　　　　　　でんせん　きょうどうこう　　　　　こうじ かぶしきがいしゃ　　はやのぐみ

Ｒ１国道１３９号富士北麓（２）電線共同溝その５工事 株式会社　早野組
　　　　　　　りょくち　かんり　　　　　　　こうじ かぶしきがいしゃ　　ふじ

Ｒ２・３緑地管理その１工事 株式会社　富士グリーンテック
　　　おおつき・　やまと・　ふじよしだ　　　　こくどう　しゅっちょうじょ　かんない　りょくち　かんり　こうじ かぶしきがいしゃ　　おびかね　ぞうえん

Ｒ３大月・大和・富士吉田国道出張所管内緑地管理工事 株式会社　帯金造園

　　　　こうふ・きょうなん　こくどう　しゅっちょうじょ　かんない　りょくち　かんり　こうじ かぶしきがいしゃ　　ふじ

Ｒ３甲府･峡南国道出張所管内緑地管理工事 株式会社　富士グリーンテック
　　　　こうふ・きょうなん　こくどう　しゅっちょうじょ　かんない　りょくち　かんり　こうじ かぶしきがいしゃ　　ふじ

Ｒ２甲府・峡南国道出張所管内緑地管理工事 株式会社　富士グリーンテック
　　　こくどう　　　　ごう　こうふ　すみよし　でんせん　きょうどうこう　　　　こうじ せいきとうきゅう　こうぎょう　かぶしきがいしゃ　とうきょう　してん

Ｒ２国道２０号甲府住吉電線共同溝その１工事 世紀東急工業　株式会社　東京支店
　　　　　　　りょくち　かんり　　　　　　　　こうじ かぶしきがいしゃ　　　　　　　　ぎけん

Ｒ２・３緑地管理その２工事 株式会社　アセラ技建

　甲府河川国道事務所において令和３年度に完成しました工事及び業務の中から優れた成績を収めた工事、業務、技術者について、下表のとおり表彰します。

令和３年度優良表彰工事等の一覧

2

3

また、令和４年７月２０日に行われた、令和３年度優良工事等局長表彰の受賞者につきましても併せて紹介します。
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○　担い手の確保・育成貢献工事表彰（４件）

NO 工　　事　　名 業　　者　　名

　　　かまなしがわ　さがん　うすいあわら　　ごがん　さいがいふっきゅう　こうじ ゆざわこうぎょう　　かぶしきがいしゃ

Ｒ２釜無川左岸臼井阿原護岸災害復旧工事 湯澤工業　株式会社
　　　ちゅうぶおうだんどう　しもやぎさわちく　　　　　　　　　　　　　しょうめいせつび　こうじ かぶしきがいしゃ　　　　　　　　　　　　　　さいたま

R1中部横断道下八木沢地区トンネル照明設備工事 株式会社　イートラスト埼玉
　　　ちゅうぶおうだんどう　まるたき　　　　　　　　ほか　　　　　さいほうそう　せつび　ほか　こうじ とうしばつうしん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かぶしきがいしゃ

R1中部横断道丸滝トンネル外ラジオ再放送設備他工事 東芝通信インフラシステムズ　株式会社
　　　ちゅうぶおうだんどう　みのぶさん　どうろじょうほう　ひょうじせつび　ほか　こうじ なごや　　　でんきこうぎょう　　かぶしきがいしゃ　　　とうきょうししゃ

Ｒ１中部横断道身延山道路情報表示設備他工事 名古屋電機工業　株式会社　東京支社

○　新技術等活用実績表彰（９件）

NO 工　　事　　名 業　　者　　名

　　　ちゅうぶおうだんどう　ふどうさわがわばし　かりばし　てっきょ　ほか　こうじ だいしんこうぎょう　　かぶしきがいしゃ

Ｒ２中部横断道不動沢川橋仮橋撤去他工事 大新工業　株式会社
　　　　しもやまちく　　ごがん　　　　　　　　　　こうじ だいしんこうぎょう　　かぶしきがいしゃ

Ｒ２下山地区護岸（その４）工事 大新工業　株式会社
　　　ふえふきがわ　うがん　くわど　ごがん　さいがいふっきゅう　こうじ さいとうけんせつ　　かぶしきがいしゃ

Ｒ２笛吹川右岸桑戸護岸災害復旧工事 齋藤建設　株式会社
　　　ますほ　いんたーちぇんじ　かいりょう　こうじ こくさいけんせつ　　かぶしきがいしゃ

Ｒ２増穂ＩＣ改良工事 国際建設　株式会社
　　　こくどう　　　　　ごう　おおつきばいぱす　はなさきちく　ほそう　　　　　　　　こうじ かぶしきがいしゃ　　はやのぐみ

Ｒ２国道２０号大月ＢＰ花咲地区舗装（その１）工事 株式会社　早野組
　　　かまなしがわ　さがん　うすいあわら　　ごがん　さいがいふっきゅう　こうじ ゆざわこうぎょう　　かぶしきがいしゃ

Ｒ２釜無川左岸臼井阿原護岸災害復旧工事 湯澤工業　株式会社
　　　ふえふきがわ　さがん　しもそね　　しもごがん　こうじ うえのこうぎょう　　かぶしきがいしゃ

Ｒ２笛吹川左岸下曽根下護岸工事 植野興業　株式会社
　　　かまなしがわ　さがん　うつや　　　かみごがん　こうじ かぶしきがいしゃ　　しんこうどぼく

R2釜無川左岸宇津谷上護岸工事 株式会社　新光土木
　　　かまなしがわ　さがん　うつや　　　しもごがん　こうじ ゆざわこうぎょう　　かぶしきがいしゃ

Ｒ２釜無川左岸宇津谷下護岸工事 湯澤工業　株式会社

○　優良業務表彰（５件）

ＮＯ 業　　　務　　　名 業　　者　　名

　　　かんない　ぼうさいてんけん・しょうさいせっけい　　　　　　　　ぎょうむ おうようちしつ　　　かぶしきがいしゃ　とうきょう　じむしょ

Ｒ２管内防災点検・詳細設計（その２）業務 応用地質　株式会社　東京事務所
　　　ふじかわ　すいけい　たかみず・かどう　けいかく　とう　けんとう　ぎょうむ かぶしきがいしゃ　けんせつ　ぎじゅつ　けんきゅうじょ　とうきょう　ほんしゃ

Ｒ２富士川水系高水・河道計画等検討業務 株式会社　建設技術研究所　東京本社
　　　いっぱんこくどう　　　　ごう　ほううんじばし　せっけい　ほか　ぎょうむ 　　　　　　　こうそく　　かぶしきがいしゃ　やまなし　えいぎょうしょ

Ｒ２一般国道２０号法雲寺橋設計他業務 アジア航測　株式会社　山梨営業所
　　　ちゅうぶ　おうだんどう　とみざわ　ろくごう　じっし　せっけい かぶしきがいしゃ　そうごう　ぎじゅつ　　　　　　　　　　　　　　　　とうきょう　ししゃ

Ｒ２中部横断道（富沢六郷）実施設計その２ 株式会社　綜合技術コンサルタント　東京支社
　　　しんやまなし　かんじょうどうろ　せいびこうか　けんとう　　　　　た　ぎょうむ ふっけん　ちょうさ　せっけい　かぶしきがいしゃ　とうきょう　ししゃ

Ｒ３新山梨環状道路整備効果検討その他業務 復建調査設計　株式会社　東京支社

○　優秀技術者表彰（５名）

ＮＯ 業　　　務　　　名 業　　者　　名

　　　かんない　ぼうさいてんけん・しょうさいせっけい　　　　　　ぎょうむ おうようちしつ　　　かぶしきがいしゃ　とうきょう　じむしょ かんり　　ぎじゅつしゃ あんどう　　しん

Ｒ２管内防災点検・詳細設計（その２）業務 応用地質　株式会社　東京事務所 管理技術者 安藤　伸
　　　ふじかわ　すいけい　たかみず・かどう　けいかく　とう　けんとう　ぎょうむ かぶしきがいしゃ　けんせつ　ぎじゅつ　けんきゅうじょ　とうきょう　ほんしゃ かんり　　ぎじゅつしゃ さとう　　　たくや

Ｒ２富士川水系高水・河道計画等検討業務 株式会社　建設技術研究所　東京本社 管理技術者 佐藤　拓也
　　　いっぱんこくどう　　　　ごう　ほううんじばし　せっけい　ほか　ぎょうむ 　　　　　　こうそく　かぶしきがいしゃ　やまなし　えいぎょうしょ かんり　　ぎじゅつしゃ あおやぎ　　けんじ

Ｒ２一般国道２０号法雲寺橋設計他業務 アジア航測　株式会社　山梨営業所 管理技術者 青柳　健二
　　　ちゅうぶ　おうだんどう　とみざわ　ろくごう　じっし　せっけい かぶしきがいしゃ　そうごう　ぎじゅつ　　　　　　　　　　　　　　　とうきょう　ししゃ たんとう　　ぎじゅつしゃ たなか　　　ひろあき

Ｒ２中部横断道（富沢六郷）実施設計その２ 株式会社　綜合技術コンサルタント　東京支社 担当技術者 田中　宏明
　　　しんやまなし　かんじょうどうろ　せいびこうか　けんとう　　　　　た　ぎょうむ ふっけん　ちょうさ　せっけい　かぶしきがいしゃ　とうきょう　ししゃ かんり　　ぎじゅつしゃ さとう　　　けいすけ

Ｒ３新山梨環状道路整備効果検討その他業務 復建調査設計　株式会社　東京支社 管理技術者 佐藤　啓輔

＜　局長表彰　＞

○　優良工事表彰（３件）

NO 工　　事　　名 業　　者　　名

　　　　こくどう　　　　ごう　ほううんじばし　かぶ　ほか　こうじ かぶしきがいしゃ　いいづか　こうぎょう

Ｒ１国道２０号法雲寺橋下部他工事 株式会社　飯塚工業
　　　　こくどう　　　　ごう　ほううんじばし　じょうぶ　こうじ かわだ　けんせつ　かぶしきがいしゃ　とうきょう　してん

Ｒ２国道２０号法雲寺橋上部工事 川田建設　株式会社 東京支店
　　　ちゅうぶおうだんどう　みのぶさん　　　　　　　せつび　ほか　こうじ にほん　でんし　　　　　　　　　　　　かぶしきがいしゃ

Ｒ１中部横断道身延山ＣＣＴＶ設備他工事 日本電子サービス　株式会社

○　優秀工事技術者表彰（３名）

NO 工　　事　　名 業　　者　　名

　　　　こくどう　　　　ごう　ほううんじばし　かぶ　ほか　こうじ かぶしきがいしゃ　いいづか　こうぎょう かんり　　ぎじゅつしゃ かさい　　　じん

Ｒ１国道２０号法雲寺橋下部他工事 株式会社　飯塚工業 監理技術者 河西　臣
　　　　こくどう　　　　ごう　ほううんじばし　じょうぶ　こうじ かわだ　けんせつ　かぶしきがいしゃ　とうきょう　してん かんり　　ぎじゅつしゃ ろうやま　　ゆうすけ

Ｒ２国道２０号法雲寺橋上部工事 川田建設　株式会社 東京支店 監理技術者 蝋山　祐介
　　　ちゅうぶおうだんどう　みのぶさん　　　　　　　せつび　ほか　こうじ にほん　でんし　　　　　　　　　　　　かぶしきがいしゃ かんり　　ぎじゅつしゃ くぼた　　　　　　こうし

Ｒ１中部横断道身延山ＣＣＴＶ設備他工事 日本電子サービス　株式会社 監理技術者 久保田　晃史

○　優良業務表彰（２件）

ＮＯ 業　　　務　　　名 業　　者　　名

　　　　こうふ　かせんこくどう　こうつうたいさく　せっけい　ぎょうむ かぶしきがいしゃ　かたひら　しんにっぽん　ぎけん　　とうきょう　ほんてん

Ｒ２甲府河川国道交通対策設計業務 株式会社　片平新日本技研　東京本店
　　　ふじかわ　　かせん　かんきょうひょうかけんとうとう　ぎょうむ 　　　　　　　　　かぶしきがいしゃ

Ｒ３富士川河川環境評価検討等業務 いであ　株式会社

○　優秀技術者表彰（２名）

ＮＯ 業　　　務　　　名 業　　者　　名

　　　　こうふ　かせんこくどう　こうつうたいさく　せっけい　ぎょうむ かぶしきがいしゃ　かたひら　しんにっぽん　ぎけん　　とうきょう　ほんてん かんり　　ぎじゅつしゃ いとう　　　ひろし

Ｒ２甲府河川国道交通対策設計業務 株式会社　片平新日本技研　東京本店 管理技術者 伊藤　博
　　　ふじかわ　　かせん　かんきょうひょうかけんとうとう　ぎょうむ 　　　　　　　　　かぶしきがいしゃ かんり　　ぎじゅつしゃ かわぐち　　きわむ

Ｒ３富士川河川環境評価検討等業務 いであ　株式会社 管理技術者 川口　究
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