
平成２９年度上期　会員各社の受賞報告 平成29年12月15日

受賞会社名（受賞者名） 表　彰　団　体 　受 賞 年 月 日 受　賞　名 工事名（橋梁名）

株式会社横河ブリッジ
川崎駅北口自由通路新設・駅改良他工事ＪＶ川

崎駅作業所
平成29年2月23日 感謝状 川崎駅北口自由通路新設・駅改良他工事

（株）ＩＨＩインフラシステム 西日本高速道路（株）関西支社 平成29年4月1日 感謝状
新名神高速道路　城陽ジャンクション

Ｇランプ橋他２橋（鋼・ＰＣ複合上部工）工事

（株）ＩＨＩインフラシステム 西日本高速道路（株）関西支社 平成29年4月1日 感謝状 新名神高速道路　八幡ジャンクション橋（鋼上部工）工事

三井造船鉄構ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)
NEXCO西日本

関西支社
平成29年4月1日

支社長表彰 感謝状
（特殊橋梁の耐震補強）

名神高速道路追分橋他１橋耐震補強工事

三井造船鉄構ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)
NEXCO西日本

関西支社
平成29年4月1日

支社長表彰 感謝状
（大規模夜間一括架設）

中国自動車道　山崎ジャンクションBランプ橋他１橋（鋼上部工）工事

宮地エンジニアリング株式会社
東海旅客鉄道株式会社　新幹線鉄道事業本部

湘南保線所　所長　金子　善計
平成29年4月1日 表彰状

東海道新幹線　相模川B　　補修
東海道新幹線　中芝原BV　補修
東海道新幹線　三階戸BV　補修

　　(※全て社内呼称）

瀧上工業株式会社 ＮＥＸＣＯ中日本　名古屋支社長 平成29年4月20日 感謝状
伊勢湾岸道路　名港西大橋（上り線）耐震補強工事

中央自動車道　深沢橋応急復旧作業

宮地エンジニアリング株式会社
東海旅客鉄道株式会社　新幹線鉄道事業本部

新横浜保線所　所長　竹内　基光
平成29年4月20日 感謝状

東海道新幹線　多摩川B　　補修
東海道新幹線　鶴見川B　　補修

(※全て社内呼称）

三井造船鉄構ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)
土木学会
関西支部

平成29年5月11日
土木学会

関西支部技術賞
名神高速道路追分橋他１橋耐震補強工事

（橋脚更新による全体構造系の変更）

ＩＨＩ・駒井ハルテック
特定建設工事共同企業体

横浜市 平成29年5月12日
第８回横浜・人・まち・デザイン賞（まちなみ景

観部門）
新横浜公園から見た大熊川トラス橋

（ＹＫ１３工区（１）上部工事）

宮地エンジニアリング株式会社
　　北澤　新吾

東鉄工業株式会社　安全衛生協力会
埼玉支部長　新保　善之

平成29年5月18日 表彰状 東北本線小山・宇都宮間　第三石橋こ線線路橋沓座修繕工事

宮地エンジニアリング株式会社
千葉工場　製造部製造Ｇ

ヤード作業記号班 班長 玉手 雅旨

一般社団法人　日本クレ-ン協会
千葉支部  支部長　大谷　英才

平成29年5月22日 表彰状
一社）日本クレーン協会千葉支部の定期総会にて

「優良玉掛け技能者」として表彰



平成２９年度上期　会員各社の受賞報告 平成29年12月15日

受賞会社名（受賞者名） 表　彰　団　体 　受 賞 年 月 日 受　賞　名 工事名（橋梁名）

株式会社横河ブリッジ
北澤　元二

東鉄工業株式会社　安全衛生協力会　　東京支
部

平成29年5月24日 安全功労賞 利根川橋りょう撤去工事

宮地エンジニアリング株式会社
前田建設工業株式会社

代表取締役社長　前田　操治
平成29年5月25日 表彰状（社長賞） ＪＲ飯田橋駅改良工事

エム・エムブリッジ株式会社 広島県 平成29年5月29日 優良建設業者表彰
国際拠点港湾　広島港　臨港道路廿日市草津線

　新八幡川橋上部工（１工区）工事

中田　茂樹
(エム・エムブリッジ株式会社)

広島県 平成29年5月29日 優秀技術者表彰
国際拠点港湾　広島港　臨港道路廿日市草津線

　新八幡川橋上部工（１工区）工事

三井造船鉄構ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)
（青山智明・江栄二）

全国土木施工管理技士連合会 平成29年5月30日 最優秀論文賞
名神高速道路追分橋他１橋耐震補強工事

（狭隘な施工ヤードにおけるロッキングピアの撤去・更新）

三井造船鉄構ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)
（高田孝史朗・三野鎌司）

全国土木施工管理技士連合会 平成29年5月30日 最優秀報告賞
名神高速道路追分橋他１橋耐震補強工事

（供用下におけるアーチ斜材の取替）

株式会社横河ブリッジ
河内　幸男　　　諸木　良仁

一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会 平成29年5月30日 最優秀技術報告賞
技術報告名：塗膜剥離における電磁誘導

加熱工法（ＩＨ工法）の導入と施工性の改善

三井造船鉄構ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)
（青山智明・江栄二）

日本橋梁建設土木施工管理技士会 平成29年6月2日 最優秀論文賞　祝受賞
名神高速道路追分橋他１橋耐震補強工事

（狭隘な施工ヤードにおけるロッキングピアの撤去・更新）

横河・三井建設工事共同企業体 広島高速道路公社 平成29年6月2日
理事長表彰

優良工事表彰
高速５号線　鋼上部工事（二葉の里）

横河・三井　建設工事共同企業体 広島高速道路公社 平成29年6月2日 優良工事表彰 高速５号線鋼上部工事（二葉の里）

横河・三井　建設工事共同企業体
北野　和久（現場代理人）

広島高速道路公社 平成29年6月2日 優秀建設技術者表彰 高速５号線鋼上部工事（二葉の里）

宮地エンジニアリング株式会社
鉄建災害防止協力会東京支部

支部長　関山　貢
平成29年6月5日 表彰状（安全優秀賞）

１．新橋駅改良工事、２．青梅線武蔵野橋架設工事、３．渋谷駅埼京線仮
連絡通路架設工事、４．常磐線大甕北Ｂｏ架設工事、５．日暮里駅構内電
気架台補強工事、６．渋谷駅埼京線駒場架道橋架設工事、７．常磐線東

橋Ｂｏ解体工事　　(※全て社内呼称）

株式会社横河ブリッジ 鉄建災害防止協会　東京鉄道支部 平成29年6月5日 安全優秀賞 （個別工事に対する表彰ではなく、安全衛生管理に対する企業表彰）



平成２９年度上期　会員各社の受賞報告 平成29年12月15日

受賞会社名（受賞者名） 表　彰　団　体 　受 賞 年 月 日 受　賞　名 工事名（橋梁名）

宮地エンジニアリング株式会社
白土　文久

鉄建建設株式会社　大阪支店
執行役員支店長　大沢　悟

平成29年6月6日 表彰状（支店長賞・職長優秀賞） ＪＲ予讃線 伊予西条駅乗換こ線橋架設工事

株式会社横河ブリッジ
代表取締役社長　　名取　暢

鹿島建設株式会社　関東支店 平成29年6月6日 支店長表彰 （個別工事に対する表彰ではなく、事業発展の寄与に対する企業表彰）

三井造船鉄構ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) 土木学会 平成29年6月9日 土木学会技術賞 東北地方における高耐久ＲＣ床版の施工

宮地エンジニアリング株式会社
千葉工場　製造部営繕Ｇ　営繕班

笹井　竜也

一般社団法人　千葉県危険物安全協議会連合
会

会長　堀江　亮介
平成29年6月9日 表彰状

第２７回　千葉県危険物安全大会にて
（一社）千葉県危険物安全協会連合会より「優良危険物取扱者」として表

彰

国土交通省東北地方整備局　　株式
会社大林組　　三井造船鉄構エンジ
ニアリング株式会社　　株式会社ＩＨＩ
インフラ建設　　株式会社横河ブリッ
ジ　　東京大学　　日本大学　　横浜
国立大学　　前橋工科大学　(連名受
賞)

公益社団法人土木学会 平成29年6月9日 土木学会技術賞 東北地方における高耐久ＲＣ床版の施工

ＩＨＩ・川田特定建設工事共同企業体 東日本高速道路（株）関東支社 平成29年6月12日 支社長表彰 東京外環自動車道　高州高架橋（鋼上部工）北工事

エム・エムブリッジ株式会社 中日本高速道路株式会社　東京支社 平成29年6月13日 優良表彰 新東名高速道路　相模川橋（鋼上部工）工事

宮地エンジニアリング株式会社
名工建設株式会社　甲府支店
執行役員支店長　金谷　義則

平成29年6月13日 表彰状
1．今川橋梁架け替え工事

２．身延線常葉川Ｂｏ架設工事　(※全て社内呼称）

宮地エンジニアリング株式会社
大徳　貴志

名工建設株式会社　甲府支店
執行役員支店長　金谷　義則

平成29年6月13日 表彰状
安全及び労働衛生に対する重要性を認識し、積極的な活動を実践。

その功労は他の模範と認められたため

宮地エンジニアリング株式会社
首都高速道路株式会社

代表取締役社長　宮田　年耕
平成29年6月14日 表彰状 (修)上部工補強工事1-110

東骨・瀧上ＪＶ（土屋　充） 首都高速道路 株式会社 平成29年6月16日 感謝状 高速横浜環状北西線　港北地区上部・橋脚（その１）工事

日本ファブテック㈱ 首都高速道路 株式会社 平成29年6月19日 感謝状 （修負）高谷ＪＣＴ上部工事



平成２９年度上期　会員各社の受賞報告 平成29年12月15日

受賞会社名（受賞者名） 表　彰　団　体 　受 賞 年 月 日 受　賞　名 工事名（橋梁名）

日本ファブテック（紺野　忠明） 首都高速道路 株式会社 平成29年6月19日 感謝状 （修）臨海副都心入口上部・橋脚工事

株式会社横河ブリッジ
北田　竹雅（現場代理人）

首都高速道路株式会社　東京西局 平成29年6月20日 感謝状 （修）構造物改良工事１－１０１

宮地エンジニアリング株式会社
森田　良次

戸田建設株式会社　東京支店
執行役員支店長　縣　俊明

平成29年6月21日 表彰状 平成28年度高崎市新体育館建設工事

日本ファブテック㈱ 一般社団法人 全日本建設技術協会 平成29年6月27日 全建賞　 三陸沿岸道路　仙塩道路の４車線化

日本ファブテック㈱ 一般社団法人 全日本建設技術協会 平成29年6月27日 全建賞　 平成２８年熊本地震における高速道路災害応急復旧事業

宮地エンジニアリング株式会社
一般社団法人　全日本建設技術協会

会長　大石　久和
平成29年6月27日 表彰状（全建賞）

港湾の「生産」と「物流」拠点を結び輸送の効率化
（水島港臨海道路供用開始）

宮地エンジニアリング株式会社
一般社団法人　全日本建設技術協会

会長　大石　久和
平成29年6月27日 表彰状（全建賞） 南本牧はま道路整備事業

株式会社横河ブリッジ 一般社団法人全日本建設技術協会 平成29年6月27日 全建賞 北近畿豊岡自動車道（八鹿日高道路）建設事業

株式会社横河ブリッジ 一般社団法人全日本建設技術協会 平成29年6月27日 全建賞 平成２８年熊本地震における高速道路災害応急復旧事業

株式会社横河ブリッジ 一般社団法人全日本建設技術協会 平成29年6月27日 全建賞 南本牧はま道路整備事業

株式会社横河ブリッジ 一般社団法人全日本建設技術協会 平成29年6月27日 全建賞
港内の「生産」と「物流」拠点を結び

輸送の効率化（水島港臨港道路供用開始）

株式会社横河ブリッジ 一般社団法人全日本建設技術協会 平成29年6月27日 全建賞 三陸沿岸道路　仙塩道路の４車線化

ＩＨＩ・川田特定建設工事共同企業体 厚生労働省 平成29年7月3日 奨励賞
（高負）ＹＫ４２工区（１－２）ＹＫ４３工区
（Ｂ（１）・Ｄ（１）連結路）上部・橋脚工事



平成２９年度上期　会員各社の受賞報告 平成29年12月15日

受賞会社名（受賞者名） 表　彰　団　体 　受 賞 年 月 日 受　賞　名 工事名（橋梁名）

日本ファブテック㈱ 株式会社マネジメントシステム評価センター 平成29年7月3日 感謝状 認証継続20年 （ISO品質)

宮地エンジニアリング株式会社
渡邊　壮志

一般社団法人　九鉄安全協議会
代表理事　山田　浩

平成29年7月3日 表彰状
1.折尾BL製作架設工事、2.折尾BLPC仮受架設工事、3.折尾BL埋込桁

架設工事、4.折尾BLホーム桁他製作架設　(※全て社内呼称）

宮地エンジニアリング株式会社
九鉄工業株式会社　北九州支店

取締役支店長　佐藤　哲也
平成29年7月3日 表彰状　（安全目標達成表彰）

1.折尾BL製作架設工事、2.折尾BLPC仮受架設工事、3.折尾BL埋込桁
架設工事、4.折尾BLホーム桁他製作架設　(※全て社内呼称）

宇野重工(株) 東京都 平成29年7月4日 優良工事表彰 環2隅田川橋詰スロープほか上部工事

三井造船鉄構ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)
（村中大助）

東京都
建設局

平成29年7月4日
建設局長表彰

建設局優良工事表彰
永代橋長寿命化工事（アーチリブ補強）

日本ファブテック㈱ 西武建設 株式会社 平成29年7月6日 感謝状 安全衛生管理

高田機工株式会社 関東地方整備局長 泊　宏 平成29年7月12日 工事成績優秀企業認定書(平成29年度)
圏央道山崎地区高架橋上部工事
圏央道高須賀第1高架橋上部工事

国道6号土浦ＢＰ常名高架橋上部(2)工事

株式会社横河住金ブリッジ 国土交通省関東地方整備局 平成29年7月12日 優良工事局長表彰 中部横断三沢川橋上部工事

株式会社横河住金ブリッジ
山本　芳樹

国土交通省関東地方整備局 平成29年7月12日 優秀工事技術者局長表彰 中部横断三沢川橋上部工事

株式会社横河住金ブリッジ 国土交通省関東地方整備局 平成29年7月12日 優良工事局長表彰 国道６号土浦BP　上高津高架橋上部（２）工事

株式会社横河住金ブリッジ
伊達　渉

国土交通省関東地方整備局 平成29年7月12日 優秀工事技術者局長表彰 国道６号土浦BP　上高津高架橋上部（２）工事

(株)名村造船所 国土交通省九州地方整備局長 平成29年7月13日
平成29年度

工事成績優秀企業認定

宮地エンジニアリング株式会社
千葉工場　原寸作業　三浦　修

一般社団法人　千葉労働基準協会
会長　保坂　斎夫

平成29年7月14日 表彰状
千葉労働基準協会第23回労務安全衛生大会にて､永年にわたり

職務に精励し企業の発展に貢献寄与され、他の模範と認められたため



平成２９年度上期　会員各社の受賞報告 平成29年12月15日

受賞会社名（受賞者名） 表　彰　団　体 　受 賞 年 月 日 受　賞　名 工事名（橋梁名）

株式会社横河ブリッジ 関東地方整備局　千葉国道事務所 平成29年7月14日 事務所長表彰 国道３５７号栄橋上部拡幅工事

㈱ＩＨＩインフラ建設 東北地方整備局（局長表彰） 平成29年7月19日 優良工事表彰 鳴瀬奥松島大橋耐震補強工事

日本ファブテック㈱ 関東地方整備局 東京外かく環状国道事務所 平成29年7月19日 難工事功労表彰 東京外環大泉ＪＣＴ（ＦＢランプ）鋼製橋脚工事

日本ファブテック㈱ 関東地方整備局 首都国道事務所 平成29年7月19日 優良工事表彰 田尻高谷歩道橋設置工事

日本ファブテック㈱ 東北地方整備局 平成29年7月19日 感謝状 平成２８年８月台風１０号における復旧対応

日本ファブテック㈱ 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 平成29年7月19日 優良工事表彰 国道４５号　小泉大橋上部工復旧工事

(株)名村造船所　佐賀営業所 国土交通省九州地方整備局長 平成29年7月19日 優良施工業者（工事部門） 新境川橋上部工工事

三井・名村特定建設工事共同企業
体

国土交通省九州地方整備局
福岡国道事務所長

平成29年7月19日 優良施工業者（工事部門） 福岡208号徳益高架橋上部工（P36-P39)工事

日立造船・諫山工業ＪＶ 九州地方整備局 平成29年7月19日 災害復旧等功労業者 熊本高森線桑鶴大橋復旧工事

日立造船・橋口組ＪＶ 九州地方整備局 平成29年7月19日 災害復旧等功労業者 熊本高森線大切畑大橋復旧工事

三井・名村特定建設工事共同企業
体

九州地方整備局
福岡国道事務所

平成29年7月19日
所長表彰

優秀工事施工者表彰
福岡208号 徳益高架橋上部工(P36-P39)工事

三井・名村特定建設工事共同企業
体

（横山康信）

九州地方整備局
福岡国道事務所

平成29年7月19日
所長表彰

優秀工事技術者表彰
福岡208号 徳益高架橋上部工(P36-P39)工事

株式会社横河ブリッジ 鉄建建設株式会社 平成29年7月19日 社長推奨賞 （個別工事に対する表彰ではなく、安全活動に対する企業表彰）



平成２９年度上期　会員各社の受賞報告 平成29年12月15日

受賞会社名（受賞者名） 表　彰　団　体 　受 賞 年 月 日 受　賞　名 工事名（橋梁名）

ＪＦＥ・ＩＨＩ特定建設工事共同企業体 関東地方整備局京浜港湾事務所 平成29年7月20日 事務所長表彰 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線（Ⅲ－１工区）高架橋上部工事

ＭＭＢ・宮地特定
建設工事共同企業体

国土交通省関東地方整備局
京浜港湾事務所

平成29年7月20日 優良工事表彰 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線（Ⅰ・Ⅱ工区）高架橋上部工事

小泉　辰生
(エム・エムブリッジ株式会社)

国土交通省関東地方整備局
京浜港湾事務所

平成29年7月20日 優秀工事技術者表彰 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線（Ⅰ・Ⅱ工区）高架橋上部工事

JFEエンジニアリング株式会社 国土交通省　中国地方整備局 平成29年7月20日 優良工事施工団体表彰（局長表彰） 水島港水島玉島地区臨港道路（ 玉島側） 橋梁上部工事

JFEエンジニアリング株式会社 国土交通省　中国地方整備局 平成29年7月20日 優良建設技術者表彰(工事)（局長表彰） 水島港水島玉島地区臨港道路（ 玉島側） 橋梁上部工事

ＪＦＥ･ＩＨＩ特定建設工事共同企業体 国土交通省　関東地方整備局  京浜港湾事務所 平成29年7月20日 優良工事施工団体表彰（事務所長表彰） 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線（Ⅲ－1工区）高架橋上部工事

ＪＦＥ･ＩＨＩ特定建設工事共同企業体 国土交通省　関東地方整備局 京浜港湾事務所 平成29年7月20日 優秀工事技術者表彰 （事務所長表彰） 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線（Ⅲ－1工区）高架橋上部工事

宮地エンジニアリング株式会社
国土交通省関東地方整備局

京浜港湾事務所長　今井　泰男
平成29年7月20日 感謝状 南本牧はま道路整備事業

MMB・宮地特定建設工事共同企業
体

国土交通省関東地方整備局
京浜港湾事務所長　今井　泰男

平成29年7月20日 表彰状 南本牧ふ頭本牧線(Ⅰ･Ⅱ工区)高架橋

株式会社横河ブリッジ 関東地方整備局　京浜港湾事務所 平成29年7月20日 感謝状 南本牧はま道路

㈱ＩＨＩインフラ建設 四国地方整備局(局長表彰） 平成29年7月21日 優良工事表彰 大渡ダム大橋橋梁補修工事

㈱ＩＨＩインフラ建設 四国地方整備局（局長表彰） 平成29年7月21日 優秀技術者表彰 大渡ダム大橋橋梁補修工事

日本ファブテック（田中　宏） 阪神高速技術株式会社 平成29年7月21日 安全管理表彰 鋼構造物補修工事（28-土木）



平成２９年度上期　会員各社の受賞報告 平成29年12月15日

受賞会社名（受賞者名） 表　彰　団　体 　受 賞 年 月 日 受　賞　名 工事名（橋梁名）

㈱駒井ハルテック 近畿地方整備局長 平成29年7月24日 優良工事等施工者 表彰 八鹿日高道路稲葉川橋上部工事

㈱駒井ハルテック 近畿地方整備局長 平成29年7月24日 優良工事等施工者 表彰 大和御所道路出屋敷高架橋（P14-P17)鋼上部工事

㈱駒井ハルテック　新小田拓也 近畿地方整備局長 平成29年7月24日 優秀建設技術者 表彰 大和御所道路出屋敷高架橋（P14-P17)鋼上部工事

高田機工株式会社 東日本高速道路㈱東北支社長 松﨑　薫 平成29年7月24日 表彰状 東北中央自動車道新おもいがわ橋(鋼上部工)工事

㈱駒井ハルテック 近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所長 平成29年7月25日 優良工事等施工者 表彰 八鹿日高道路八木川橋北側鋼上部工事

三井造船鉄構・東開経常建設
共同企業体

東北地方整備局
南三陸国道事務所

平成29年7月25日
所長表彰

優良工事表彰
浪板橋上部工工事

株式会社横河ブリッジ
仙台営業所

東北地方整備局　南三陸国道事務所 平成29年7月25日 優秀工事　事務所長表彰 国道４５号　新気仙大橋上部工工事

株式会社横河ブリッジ
西日本高速道路株式会社　　　　　　　　　　九州

支社管内安全協議会
平成29年7月25日 優秀賞 沖縄自動車道　浦添西原線１号橋他１橋（鋼上部工）工事

日本ファブテック㈱ 東北地方整備局 三陸国道事務所 平成29年7月26日 優良工事表彰 荒川川橋上部工工事

日本ファブテック㈱ 東北地方整備局 平成29年7月26日 認定書 平成２９年度　工事成績優秀企業認定

日本ファブテック㈱
中日本高速道路株式会社

名古屋工事事務所管内安全協議会
平成29年7月26日 優良事業所賞

東名高速道路守山スマートインターチェンジ
Ｄランプ他1橋（鋼上部工）工事

株式会社横河ブリッジ
名古屋営業所

名古屋市緑政土木局 平成29年7月26日 優秀工事　局長表彰
平成２７年度　都計３・２・４２大津町線開橋改築工事

（旧橋撤去工及び鋼桁製作架設工）（その２）

宇部興産機械株式会社 西日本高速道路株式会社 四国支社 平成29年7月28日 優良賞（安全） 高松自動車道　古田橋他1橋（鋼上部工）工事



平成２９年度上期　会員各社の受賞報告 平成29年12月15日

受賞会社名（受賞者名） 表　彰　団　体 　受 賞 年 月 日 受　賞　名 工事名（橋梁名）

㈱駒井ハルテック 近畿地方整備局 奈良国道事務所長 平成29年7月28日 優良工事等施工者 表彰 大和御所道路出屋敷高架橋Aランプ鋼上部工事

日本橋梁株式会社 近畿地方整備局　奈良国道事務所 平成29年7月28日 事務所長表彰 大和御所道路出屋敷高架橋（Ｐ１９－Ａ２）鋼上部工事

(株)北都鉄工 関東地方整備局八ッ場ダム工事事務所 平成29年7月28日 優良工事 Ｈ２７川原湯地区橋梁上部工工事

宇部興産機械株式会社 宇部市長 平成29年7月30日 感謝状 市道岩鼻中野開作線道路改良工事

エム・エムブリッジ株式会社 中日本高速道路株式会社　八王子支社 平成29年7月31日 優良表彰 中央自動車道大月管内跨道橋撤去工事

㈱駒井ハルテック 近畿地方整備局長 平成29年7月31日 平成29年度工事成績優秀企業認定

株式会社横河ブリッジ
代表取締役社長　　名取　暢

群馬県利根郡みなかみ町 平成29年8月9日 感謝状 都市計画道路真政悪戸線徒渉橋橋梁架設工事

(株)名村造船所 佐賀県知事 平成29年8月10日 優良工事
県営小規第9113006-008号

名護屋漁港県単漁港整備事業工事（連絡橋補修工）

眞上　哲
((株)名村造船所)

佐賀県知事 平成29年8月10日 優秀技術者
県営小規第9113006-008号

名護屋漁港県単漁港整備事業工事（連絡橋補修工）

(株)大島造船所（山口英志） 長崎県 平成29年8月21日 知事表彰 主要地方道大島太田和線橋梁補修工事（大島大橋）

三井造船鉄構ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) 大分県 平成29年8月23日
土木建設部長表彰
優良建設工事表彰

平成２６年度　都計改　第１号　街路改良工事（通称名：宗麟大橋）

三井・横河特定建設工事共同企業
体

構成員  株式会社横河ブリッジ
代表取締役社長　　名取　暢

大分県土木建築部 平成29年8月23日 優秀工事表彰 平成２６年度都計改第一号街路改良工事

高田機工株式会社 大阪府茨木土木事務所長 長井順一 平成29年9月5日 表彰状
主要地方道　伏見柳谷高槻線高槻東道路仮称五領高架橋

(阪急京都線跨線部)上部工事



平成２９年度上期　会員各社の受賞報告 平成29年12月15日

受賞会社名（受賞者名） 表　彰　団　体 　受 賞 年 月 日 受　賞　名 工事名（橋梁名）

日本ファブテック大阪営業所 大阪府　茨木土木事務所 平成29年9月5日 表彰状
主要地方道　伏見柳谷高槻線　高槻東道路

仮称五領高架橋（ＪＲ跨線部）上部工事

日本橋梁株式会社 大阪府茨木土木事務所 平成29年9月5日 事務所長表彰
主要地方道　伏見柳谷高槻線高槻東道路

　磐手橋上部工事（Ｈ２７－１工区）

三井造船鉄構ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)
大阪府

茨木土木事務所
平成29年9月5日

土木事務所長表彰
優良工事表彰

主要地方道　伏見柳谷高槻線　高槻東道路
　仮称五領高架橋（JR跨線部）上部工事

株式会社横河ブリッジ
大阪支店

大阪府茨木土木事務所 平成29年9月5日 優秀工事　事務所長表彰
主要地方道　伏見柳谷高槻線　高槻東道路

仮称五領高架橋（名神跨道部）上部工事

(株)大島造船所（福田清和） 長崎県県央振興局 平成29年9月13日 局長表彰 一般県道諫早外環状線道路改良工事（貝津橋ＩＣ橋上部工）

東綱橋梁株式会社 下野市 平成29年9月22日
平成29年度

優良建設工事表彰
平成26 年度 東田橋上部工工事

エム・エムブリッジ株式会社 西日本高速道路株式会社　関西支社 平成29年9月25日 安全表彰 新名神高速道路　有野川橋（鋼・ＰＣ複合上部工）工事

㈱駒井ハルテック
西日本高速道路㈱

関西支社管内安全協議会　会長
平成29年9月25日 表彰（安全、品質、出来形） 新名神高速道路 坊川第一橋他１橋（鋼上部工）工事

日本ファブテック㈱
西日本高速道路株式会社
関西支社管内安全協議会

平成29年9月25日 表彰状
阪和自動車道

和歌山ジャンクションＣランプ橋他1橋（鋼上部工）工事


