
平成２８年度上期　会員各社の受賞報告 平成28年11月10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）

1
㈱駒井ハルテック

山中　昌裕
一般社団法人　全国土木施工管理技士会連合

会
平成28年5月1日 優良工事従事技術者表彰 中津港（田尻地区）道路（跨道橋）上部工事

2 ㈱東京鐵骨橋梁（前田　一広） 一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会 平成28年5月1日 表彰状 ―

3
阪神高速道路㈱・鹿島建設㈱・㈱

横河ブリッジ　連名受賞
公益社団法人土木学会　関西支部 平成28年5月12日 土木学会関西支部　　　技術賞 論文名:重交通等の制約を受ける都市内ＪＣＴの新設・改良技術の高度化

4
㈱住軽日軽エンジニアリング・㈱横

河ブリッジ　連名受賞
一般社団法人日本アルミニウム協会 平成28年5月27日 開発賞 アルミ製検査路　「ＫＥＲＯ（ケーロ）」

5
㈱住軽日軽エンジニアリング・㈱横

河ブリッジ　連名受賞
一般社団法人日本アルミニウム協会 平成28年5月27日 開発賞 アルミ製壁高欄型枠　「ａｌｚｏ（アルツォ）」

6
㈱住軽日軽エンジニアリング・㈱横
河ブリッジホールディングス・㈱横河

ブリッジ　連名受賞
一般社団法人日本アルミニウム協会 平成28年5月27日 開発奨励賞 アルミ製常設足場　「ｃｕｓａ（キュウサ）」

7 ㈱東京鐵骨橋梁 東日本高速道路株式会社北海道支社 平成28年5月30日 優秀工事表彰 北海道横断自動車道　七戸沢橋（鋼上部工）工事

8 ㈱東京鐵骨橋梁 八千代町高崎行政区 平成28年6月1日 感謝状 駒城橋耐震補強工事（上部工）

9 ㈱東京鐵骨橋梁（井上　　諒） 日本橋梁建設土木施工管理技士会 平成28年6月3日 表彰状 ＣＰＤＳユニット取得奨励優秀賞

10 ㈱東京鐵骨橋梁（瀬尾　一史） 日本橋梁建設土木施工管理技士会 平成28年6月3日 表彰状 ＣＰＤＳユニット取得奨励優秀賞

11 ㈱東京鐵骨橋梁（大庭　妙子） 鋼橋技術研究会 平成28年6月7日 表彰状 ブリッジエンジニアメダル

12 ㈱横河ブリッジ 鉄建災害防止協会　東京鉄道支部 平成28年6月8日 安全努力賞 （個別工事に対する表彰ではなく、事故・災害防止に対する企業表彰）

13
阪神高速道路㈱・鹿島建設㈱・㈱

横河ブリッジ　連名受賞
公益社団法人土木学会　 平成28年6月10日 土木学会賞技術賞

論文名:臨海都市部の液状化が懸念される地域における既設改築を伴うジャ
ンクションの建設

14 高田機工㈱
東日本高速道路㈱東北支社

福島管理事務所管内工事安全協議会顧問代
表福島管理事務所長渡邊正彦

平成28年6月13日 表彰状 東北自動車道福島ジャンクションランプ橋(鋼上部工)工事
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15 ㈱横河ブリッジ 東日本高速道路株式会社　関東支社 平成28年6月13日 優秀工事　支社長表彰 京葉道路作草部高架橋（鋼上部工）工事

16 高田機工㈱
中日本高速道路㈱東京支社

工事安全協議会会長高松隆久
平成28年6月16日 表彰状

新東名高速道路
須川側道橋(鋼上部工)工事

17 ㈱横河ブリッジ 三井住友建設　東関東真栄会 平成28年6月16日 安全優良協力会社賞 （個別工事に対する表彰ではなく、災害防止に対する企業表彰）

18 ㈱東京鐵骨橋梁（河津　健太朗） 一般社団法人首都圏溶接協会 平成28年6月17日 賞状 第５７回溶接技術競技大会　優勝

19 ㈱東京鐵骨橋梁（河津　健太朗）
一般社団法人日本溶接協会東部地区溶接技

術検定委員会
平成28年6月17日 賞状 第５７回溶接技術競技大会　優勝

20
ＩＨＩ・川田ＪＶ

現場代理人　佐藤 寿光
首都高速道路（株）神奈川建設局 平成28年6月20日 感謝状 YK43工区（Ａ・Ｃ連結路）上部・橋脚工事

21 ㈱横河ブリッジ
鹿島建設株式会社　関東支店　　　　　　　東部

営業所　関東鹿栄会東部地区会
平成28年6月21日 安全功労賞 竹ノ塚駅高架化 鋼高架構造部架設工事

22 ㈱東京鐵骨橋梁 浜松市 平成28年6月27日 優良工事施工業者認定証
平成26年度　社会資本整備総合交付金事業（国）152号橋梁新設工事

（阿蔵高架橋鋼上部工）

23 ㈱東京鐵骨橋梁 一般社団法人全日本建設技術協会 平成28年6月28日 全建賞 首都圏中央連絡自動車道　桶川北本ＩＣ～白岡菖蒲ＩＣ間の建設事業

24 ㈱横河ブリッジ 一般社団法人全日本建設技術協会 平成28年6月28日 全建賞 一般県道川内大代線「加賀須野橋」架替事業

25 ㈱横河ブリッジ 一般社団法人全日本建設技術協会 平成28年6月28日 全建賞 京都縦貫自動車道「丹波綾部道路」建設事業

26 ㈱横河ブリッジ 一般社団法人全日本建設技術協会 平成28年6月28日 全建賞 首都圏中央連絡自動車道　桶川北本ＩＣ～白岡菖蒲ＩＣ間の建設事業

27 ㈱横河ブリッジ 一般社団法人全日本建設技術協会 平成28年6月28日 全建賞 新港横戸町線整備事業

28 ㈱横河ブリッジ
東日本高速道路株式会社　関東支社　　　市原

管理事務所
平成28年6月29日 感謝状 穴川～貝塚間（下り線）付加車線
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29 瀧上工業㈱ (一社)鳥取県測量設計業協会 平成28年6月30日 感謝状 鳥取西道路福井高架橋鋼上部工事

30 ㈱横河住金ブリッジ
中日本高速道路株式会社　名古屋支社管内工

事安全協議会
平成28年6月30日 優良事業所表彰 新名神高速道路　北山第二跨道橋他１橋（鋼上部工）工事

31 ㈱東京鐵骨橋梁 西武建設株式会社 平成28年7月5日 感謝状 日野川橋梁改修工事

32 三井造船鉄構エンジニアリング㈱ 東京都建設局 平成28年7月11日 優良工事 上平井橋長寿命化工事（上部工補強）

33 ㈱ＩＨＩインフラ建設 宮城県 平成28年7月13日 現場代理人事故防止優良者表彰 大河原大橋耐震補強・拡幅工事(その2)

34 日本橋梁㈱　 東日本高速道路㈱東北支社　 平成28年7月19日 支社長優秀工事表彰 三陸自動車道　多賀城インターチェンジランプ橋（鋼上部工)工事

35 日本鉄塔工業㈱　福岡営業所 国土交通省九州地方整備局 平成28年7月21日 優良施工業者表彰 花月川夕田橋架替（上部工）受託合併工事

36 ㈱アルス製作所 国土交通省　四国地方整備局 平成28年7月22日 優良工事 平成２６－２７年度　かちどき橋外橋梁補修工事

37 ㈱アルス製作所　（丸山裕史） 国土交通省　四国地方整備局 平成28年7月22日 優秀建設技術者 平成２６－２７年度　かちどき橋外橋梁補修工事

38 宇部興産機械㈱ 国土交通省　関東地方整備局 平成28年7月22日 工事成績優秀企業認定 ―

39 JFEエンジニアリング㈱ 国土交通省　関東地方整備局 平成28年7月22日 局長表彰 圏央道小貝川渡河橋上部工事

40
高田機工㈱
東京本社

関東地方整備局長
大西　亘

平成28年7月22日 表彰状 圏央道山崎地区高架橋上部工事

41 高田機工㈱
関東地方整備局長

大西　亘
平成28年7月22日 工事成績優秀企業認定書

3件の工事成績が優秀であったことによる認定
(山崎高架橋、高須賀高架橋、常名高架橋)

42 ㈱東京鐵骨橋梁（田中　宏） 阪神高速技術株式会社 平成28年7月22日 表彰状 鋼構造物補修工事（２７－土木）
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43 川田工業・日立造船ＪＶ 関東地方整備局京浜港湾事務所長 平成28年7月25日 表彰状 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線（Ⅵ工区）橋梁上部工事

44
高田機工㈱
仙台営業所

東北地方整備局
磐城国道事務所長 松田和香

平成28年7月25日 表彰状 楢這橋上部工工事

45 ㈱名村造船所 国土交通省　九州地方整備局 平成28年7月25日 工事成績優秀企業認定 ―

46 日本鉄塔工業㈱　仙台営業所 国土交通省東北地方整備局 平成28年7月25日 安全管理優良工事等表彰 東北中央自動車道米沢大橋上部工工事

47
日本鉄塔工業(株)

現場代理人　公門稔博
国土交通省東北地方整備局 平成28年7月25日 安全管理優良工事等表彰 東北中央自動車道米沢大橋上部工工事

48
川田工業・日立造船特定建設工事

共同企業体
関東地方整備局京浜港湾事務所長 平成28年7月25日 優良工事表彰 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線（Ⅵ工区）橋梁上部工事

49 ㈱横河ブリッジ  仙台営業所 東北地方整備局　磐城国道事務所 平成28年7月25日 優秀工事　事務所長表彰 国道１１５号 横川高架橋上部工工事

50 ㈱駒井ハルテック 国土交通省　近畿地方整備局 平成28年7月26日 工事成績優秀企業認定 平成２６・２７年度に完成した工事（１０件）

51 ㈱駒井ハルテック
国土交通省　近畿地方整備局　紀南河川国道

事務所
平成28年7月26日 優良工事施工者表彰（所長） 近畿自動車道紀勢線辰ノ口橋上部工工事

52 瀧上工業㈱ 東北地方整備局青森河川国道事務所 平成28年7月26日 優良工事事務所長表彰 上北地区橋梁上部工工事

53 ㈱名村造船所
国土交通省　九州地方整備局

佐賀国道事務所
平成28年7月26日

優良工事
事務所長表彰

佐賀４９７号　原屋敷橋上部工工事

54 ㈱北都鉄工 近畿地方整備局 平成28年7月26日 工事成績優秀企業認定書 ―

55 三井造船鉄構エンジニアリング㈱ 近畿地方整備局 平成28年7月26日 工事成績優秀企業
施工実績３件（国道25号五月橋ICBランプ橋上部工事、国道25号杭全横断歩

道橋架替工事、近畿自動車道紀勢線材木谷川橋工事）

56 三井造船鉄構エンジニアリング㈱
近畿地方整備局

紀南河川国道事務所
平成28年7月26日 優秀工事施工者 近畿自動車道紀勢線材木谷川橋工事
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57
三井造船鉄構エンジニアリング㈱

（笹本英樹）
近畿地方整備局

紀南河川国道事務所
平成28年7月26日 優秀建設技術者 近畿自動車道紀勢線材木谷川橋工事

58 三井造船鉄構エンジニアリング㈱
関東地方整備局
横浜国道事務所

平成28年7月26日 優良工事 湾岸道路本牧地区７・８号橋工事

59
三井造船鉄構エンジニアリング㈱

（月岡義春）
関東地方整備局
横浜国道事務所

平成28年7月26日 優秀工事技術者 湾岸道路本牧地区７・８号橋工事

60 ㈱ＩＨＩインフラ建設
関東地方整備局

常陸河川国道事務所長
平成28年7月27日 難工事功労表彰 水戸・日立管内橋梁補修工事

61 ㈱ＩＨＩインフラ建設
関東地方整備局

大宮国道事務所長
平成28年7月27日 優良工事表彰 H26R16梅田陸橋他橋梁耐震補強補修工事

62 ㈱ＩＨＩインフラ建設
関東地方整備局

大宮国道事務所長
平成28年7月27日 優秀技術者表彰 H26R16梅田陸橋他橋梁耐震補強補修工事

63 ㈱駒井ハルテック
国土交通省　近畿地方整備局　和歌山河川国

道事務所
平成28年7月27日 優良工事施工者表彰（所長） 紀北西道路岩出ICDランプ橋上部工事

64 ㈱東京鐵骨橋梁 近畿地方整備局　波速国道事務所 平成28年7月27日 事務所長表彰 和歌山岬道路大谷橋鋼上部工事

65 ㈱巴コーポレーション
関東地方整備局

常陸河川国道事務所
平成28年7月27日 優良工事表彰 国道６号土浦ＢＰ常名高架橋上部（１）工事

66
㈱巴コーポレーション

飯 田  有 一
関東地方整備局

常陸河川国道事務所
平成28年7月27日 優秀工事技術者 国道６号土浦ＢＰ常名高架橋上部（１）工事

67 日立造船㈱ 関東地方整備局千葉国道事務所長 平成28年7月27日 優良工事表彰 北千葉道路頃久保高架橋上部工事

68
日立造船㈱
川島　芳浩

関東地方整備局千葉国道事務所長 平成28年7月27日 優秀技術者表彰 北千葉道路頃久保高架橋上部工事

69 ㈱駒井ハルテック
国土交通省　近畿地方整備局　姫路河川国道

事務所
平成28年7月28日 優良工事施工者表彰（所長） 県道神吉舩頭線砂部陸橋上部工事

70
㈱駒井ハルテック

高　良人
国土交通省　近畿地方整備局　姫路河川国道

事務所
平成28年7月28日 優良工事技術者表彰（所長） 県道神吉舩頭線砂部陸橋上部工事
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71
宇部興産機械㈱

東京支店
国土交通省　関東地方整備局

常総国道事務所
平成28年7月29日

優良工事表彰
(事務所長表彰)

圏央道谷田川高架橋上部その３工事

72
宇部興産機械㈱

伊東 英二
(監理技術者兼現場代理人)

国土交通省　関東地方整備局
常総国道事務所

平成28年7月29日
優良技術者表彰
(事務所長表彰)

圏央道谷田川高架橋上部その３工事

73 瀧上工業㈱ 関東地方整備局常総国道事務所 平成28年7月29日 優良工事事務所長表彰 圏央道柳橋高架橋上部その１工事

74 東綱橋梁㈱ 国土交通省　関東地方整備局長 平成28年7月31日 工事成績優秀企業 ―

75 ㈱ＩＨＩインフラ建設
大阪府

枚方土木事務所長
平成28年8月4日 優良工事表彰 一般国道170号枚方大橋橋梁補修工事(その2)

76 株式会社　駒井ハルテック 大阪府　池田土木事務所 平成28年8月10日 優良工事表彰（所長） 一般国道１７３号　法塚橋緊急補修工事

77 ㈱ＩＨＩインフラ建設
阪神高速道路(株)

(大阪管理局)
平成28年8月18日 優秀工事表彰 コンクリート床版補強工事(26-2-西宮)

78 日立造船株式会社 阪神高速道路株式会社 平成28年8月18日 優秀受注者表彰 長大橋改良工事（25－2－湾）

79 ㈱横河住金ブリッジ 宮崎県都城土木事務所長 平成28年8月19日 優良工事事務所長賞 平成27年度防安総大第8-1号　花の木川　岩屋口橋　橋梁上部工工事

80 ㈱横河住金ブリッジ
中日本高速道路株式会社　名古屋支社　四日

市工事事務所管内工事安全協議会
平成28年8月23日 優良安全事業所賞 新名神高速道路　北山第二跨道橋他１橋（鋼上部工）工事

81 ㈱ＩＨＩインフラシステム 名古屋港管理組合 平成28年8月25日 優良工事表彰 鍋田ふ頭進入道路3号橋（仮称）上部築造工事（その2）

82
IHI・瀧上・加藤

特定建設工事共同企業体
名古屋港管理組合 平成28年8月25日 優良工事表彰 平成二十五年度　鍋田ふ頭進入道路3号橋（仮称）上部築造工事（その２）

83 ㈱ＩＨＩインフラシステム 群馬県 平成28年9月7日 県土整備部長表彰 水源地域整備事業（受託単独）猿橋上部工

84 ㈱駒井ハルテック 群馬県 平成28年9月7日 建設工事施工者表彰（知事）
社会資本総合整備（活力創出基盤整備）　分割８号（仮称）近藤川橋　上部

工桁製作架設工事



平成２８年度上期　会員各社の受賞報告 平成28年11月10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）

85
㈱駒井ハルテック

監理技術者　小島　京志
群馬県 平成28年9月7日 優秀技術者表彰（知事）

社会資本総合整備（活力創出基盤整備）　分割８号（仮称）近藤川橋　上部
工桁製作架設工事

86 JFEエンジニアリング㈱ 群馬県　県土整備部 平成28年9月7日 部長表彰 社会資本総合整備（地域住宅支援）剛志大橋（下り線）上部工製作架設工事

87 ㈱横河ブリッジ 群馬県 平成28年9月7日 優秀技術賞 国道３５４号 玉村伊勢崎バイパス（仮称）利根川新橋（下り線）

88
㈱横河ブリッジ　　堀　哲

（監理技術者）
群馬県 平成28年9月7日 優秀技術者賞 国道３５４号 玉村伊勢崎バイパス（仮称）利根川新橋（下り線）

89
㈱駒井ハルテック

名古屋営業所
岐阜県　岐阜土木事務所 平成28年9月13日 優良工事施工者（創意工夫）表彰（所長）

公共　総合治水対策特定河川事業　境川　境川橋上部工工事（債務）（鋼構
造物）

90 高田機工㈱
東日本高速道路㈱東北支社
山形工事事務所長 坂巻広治

平成28年9月16日 表彰状 東北中央自動車道須川橋(鋼上部工)工事

91 ㈱横河住金ブリッジ 茨城県潮来土木事務所長 平成28年9月17日 優良技術者表彰 橋梁上部工事（仮称）猫帰橋

92 ㈱北都鉄工 関東地方整備局常陸河川国道事務所 平成28年9月28日 難工事功労 国道６号土浦BP新東橋上部工事

93 宮地エンジニアリング㈱
東海旅客鉄道株式会社

新幹線鉄道事業本部　湘南保線所長
平成28年4月1日 感謝状

東海道新幹線改築（相模川Bその3）
東海道新幹線改築（中本の内BV）

東海道新幹線改築（金目川Bその3）

94
宮地エンジニアリング㈱

五十嵐　三雄
日本橋梁建設土木施工管理技士会 平成28年5月1日 表彰状 国民生活への貢献と土木施工管理技士の社会的地位向上への功績

95

宮地エンジニアリング㈱
千葉工場　製造部製造第２G

　後段作業　工場内運班長　秋元
徹

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28年5月23日 優良玉掛け技能者 玉掛け作業

96 宮地エンジニアリング㈱
首都高速道路株式会社
東京西局長　桜井　順

平成28年6月15日 感謝状
FRP形鋼による渡し板（F-DECK)の開発を首都高速道路株式会社と共同で

行い大規模災害時の道路啓開体制の強化に貢献

97
宮地エンジニアリング㈱ 一般社団法人　全日本建設技術協会

会長　松田　芳夫
平成28年6月28日 表彰状 首都圏中央連絡自動車道　桶川北本IC～白岡菖蒲IC間の建設事業

98 宮地エンジニアリング㈱
国土交通省関東地方整備局

常総国道事務所長　伊興田　弘樹
平成28年7月29日 表彰状 圏央道三坂新田高架橋上部その2工事


