
平成３０年度上期　会員各社の受賞報告 平成30年11月7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  日本ファブテック福岡営業所
西日本高速道路株式会社 九州支社

熊本高速道路事務所
平成30年4月1日 優良安全事業所賞  早期の四車線解放に向けた九州自動車道 秋津川橋の復旧工事

2 宮地エンジニアリング株式会社
西日本高速道路株式会社

関西支社 新名神京都事務所
所長　西岡太造

平成30年4月1日 感謝状 新名神高速道路木津川橋他3橋（鋼上部工）工事

3
株式会社横河ブリッジ

福岡営業所
西日本高速道路株式会社

九州支社　熊本高速道路事務所
平成30年4月1日 感謝状 九州自動車道木山川橋震災復旧工事

4 日本ファブテック
イアエステ本部

 一般社団法人日本国際学生技術研修協会
平成30年4月4日 功労賞 海外からの研修生受入の功労に対して

5 株式会社横河ブリッジ
鹿島建設株式会社　東京建築支店

東電福島建築統括事務所
平成30年4月25日 安全管理　事務所長表彰 福島第一原子力発電所　廃炉及び安定化作業

6
株式会社横河ブリッジ

竹中　昌一

福島第一原子力発電所三号機原子炉建屋
燃料取り出し用カバー工事　鹿島・清水・
竹中・熊谷・安藤間建築工事共同企業体

平成30年4月25日 感謝状
福島第一原子力発電所三号機原子
炉建屋燃料取り出し用カバー工事

7
（株）三井E&S鉄構エンジニアリング

（ 横山 康信 ）
全国土木施工管理技士連合会 平成30年5月1日  会長表彰優良工事従事技術者 －－－

8
宮地エンジニアリング株式会社

所長　奥原　正大

一般社団法人
日本橋梁建設土木施工管理技士会

　会長　谷口　博昭
平成30年5月1日 表彰状 宮地エンジニアリング株式会社　橋梁工事部

9
株式会社横河ブリッジ

清川　昇悟　（他４名 連名受賞）
土木学会構造工学委員会 平成30年5月21日

構造工学シンポジウム論文賞
鋼構造・橋（床板を含む）部門

論文名：当て板によるストップホール部の応力集中低減効果

10 日本ファブテック 株式会社鴻池組　東京本店 平成30年5月23日
平成３０年度

本店長表彰優良賞（法人）表彰
大手町二丁目地区（再）日本橋川橋梁その他築造工事

11
宮地エンジニアリング株式会社

千葉工場　吉岡　剛
一般社団法人　日本クレーン協会
千葉支部　支部長　田村　光路

平成30年5月23日 表彰状 宮地エンジニアリング株式会社　千葉工場

12
（株）三井E&S鉄構エンジニアリング

（ 内田 大介 ）
公益社団法人　腐食防食学会 平成30年5月24日 技術賞 －－－

13  日本ファブテック取手工場 取手市防火安全協会 平成30年5月25日 工場安全管理功労賞 安全管理の向上に努めた功績が特に優秀であることに対して



平成３０年度上期　会員各社の受賞報告 平成30年11月7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）

14 日本ファブテック
東日本高速道路株式会社

新潟支社管内高速道路安全協議会
平成30年5月25日 安全表彰 関越自動車道 塩殿橋補修工事

15
宮地エンジニアリング株式会社

所長　近田　茂雄
株式会社　奥村組　中央衛生委員会

委員長　町田　則幸
平成30年6月5日 表彰状 アデニウムタワー萬代橋改修工事

16
宮地エンジニアリング株式会社

所長　酒井　啓充
鉄建建設株式会社　大阪支店

執行役員支店長　大沢　悟
平成30年6月6日 表彰状 城東貨物線赤川工事

17
宮地エンジニアリング株式会社

所長　高見　望
鉄建建設株式会社

代表取締役社長　林　康雄
平成30年6月6日 認定証 北浦港橋りょう沓交換工事

18
（株）三井E&S鉄構エンジニアリング

（ 村中 大助 ）
日本橋梁建設土木施工管理技士会 平成30年6月7日 優良工事従事技術者 －－－

19
（株）三井E&S鉄構エンジニアリング

（ 鈴木 康宏、永塩 泰典  ）
日本橋梁建設土木施工管理技士会 平成30年6月7日 優秀報告賞 －－－

20 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鉄道支部

支部長　関山　貢
平成30年6月7日 表彰状

新橋駅改良、大甕北Bo架設、
渋谷駅駒場及びホーム桁、原宿駅改良工事

21
宮地エンジニアリング株式会社

所長　三田村　朋宏
鉄建建設株式会社

代表取締役社長　林　康雄
平成30年6月7日 認定証 大甕北Bo架設工事

22
株式会社横河ブリッジ

佐々木　利光
日本橋梁建設土木施工管理技士会 平成30年6月7日 特別功労賞 －－－

23
追分橋の耐震補強
（ 設計者、施工者 ）

公益社団法人　土木学会 平成30年6月8日 田中賞（作品部門） －－－

24 高田機工㈱
中日本高速道路㈱東京支社

工事安全協議会会長　源島良一
平成30年6月11日 表彰状  東名高速道路　横浜青葉IC(鋼上部工)東架設工事

25
宮地エンジニアリング株式会社

所長　鈴木　俊克
大林組協力会社災害防止協会
東京支部　会長　清水　英世

平成30年6月13日 表彰状 高速1号羽田線（東品川桟橋・鮫洲埋立部）更新工事

26  日本ファブテック土屋　充 首都高速道路株式会社　神奈川建設局 平成30年6月14日
平成２９年感謝状：

大雪の除去作業等の協力
高速横浜環状北西線港北地区上部・橋脚（その１）



平成３０年度上期　会員各社の受賞報告 平成30年11月7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）

27
（株）ＩＨＩインフラシステム
現場代理人　安田 浩章

首都高速道路株式会社
神奈川建設局

平成30年6月14日 感謝状 高速横浜環状北西線港北地区上部・橋脚（その２）工事

28
宮地エンジニアリング株式会社

所長　山田　重生
鉄建建設株式会社　東北支店
執行役員　支店長　谷口　和善

平成30年6月14日 表彰状 大槌川橋梁工事

29
宮地エンジニアリング株式会社

千葉工場技術研究所
所長　村上　貴紀

鋼橋技術研究会　会長　藤野　陽三 平成30年6月14日 表彰状 宮地エンジニアリング株式会社　千葉工場　技術研究所

30
大成・東洋・ＩＨＩ・横河高速大師橋
更新事業異工種工事共同企業体

首都高速道路株式会社
神奈川建設局

平成30年6月14日 感謝状
（個別工事に対する表彰ではなく、積雪に際し首都

高速道路の除雪・排雪作業に対する企業表彰）

31 株式会社横河住金ブリッジ
中日本高速道路株式会社

名古屋支社管内安全協議会
平成30年6月16日 優良事業所表彰

名神高速道路　安八スマートインターチェンジ
ＣＩランプ橋他２橋（鋼上部工）工事

32 日本ファブテック
中日本高速道路株式会社

名古屋支社管内安全協議会
平成30年6月18日 優良事業所表彰 新名神高速道路　池底高架橋他2橋（鋼上部工）工事

33
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 平成30年6月18日 社長表彰

（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）

34
宮地エンジニアリング株式会社

所長　藤本　貴介
清水建設九州支店取引業者

災害防止協議会
平成30年6月19日 表彰状 桜戸橋Bo架設工事

35
宮地エンジニアリング株式会社

所長　船田　尚利
フジタ東北藤興会　会長　阿部　誠 平成30年6月19日 表彰状 泉中央免震工事

36 株式会社横河ブリッジ 東日本旅客鉄道株式会社 平成30年6月19日 感謝状 東北新幹線第四上川高架橋沓座修繕工事

37
高田機工㈱・瀧上工業株式会社

特定建設工事共同企業体
東日本高速道路㈱関東支社長

髙橋知道
平成30年6月20日 表彰状  東京外環自動車道稲荷木橋(鋼上部工)北工事

38
株式会社横河ブリッジ

頴原　謙三　（監理技術者）
首都高速道路株式会社　東京西局 平成30年6月20日 感謝状 （修）構造物改良工事１－２０２

39 株式会社横河ブリッジ 東日本高速道路株式会社　関東支社 平成30年6月20日 優秀工事　支社長表彰 長野自動車道小仁熊橋床版取替工事



平成３０年度上期　会員各社の受賞報告 平成30年11月7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）

40
ＩＨＩ・横河HM11～HM13工区上部・
橋脚工事特定建設工事共同企業体

首都高速道路株式会社
東京西局プロジェクト本部長

平成30年6月22日 感謝状 ＨＭ１１工区～ＨＭ１３工区上部・橋脚工事 

41
ＩＨＩ・大成小松川ＪＣＴ河川部
異工種建設工事共同企業体

監理技術者　山本 一昭

首都高速道路株式会社
東京西局プロジェクト本部長

平成30年6月22日 感謝状 （改）小松川ＪＣＴ河川部工事

42
ＩＨＩ・横河ＨＭ１１工区～ＨＭ
１３工区上部・橋脚工事特定

建設工事共同企業体

首都高速道路株式会社
東京西局プロジェクト本部

平成30年6月22日 感謝状 晴海線上部・橋脚工事

43 株式会社IHIインフラ建設 東京都 平成30年6月26日 建設局優良工事等表彰 吾妻橋長寿命化工事（その４）

44 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30年6月29日 平成２９年度全建賞等表彰 東北中央自動車道（福島～米沢）

45 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30年6月29日 全建賞
首都高速中央環状線４車線化事業

（板橋・熊野町ＪＣＴ間及び堀切・小菅ＪＣＴ間）

46 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30年6月29日 全建賞 一般国道２６号　第二阪和国道建設事業

47 日本ファブテック
独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構

九州新幹線建設局　工事関係事故防止対策委員会
平成30年7月3日 安全表彰 九州新幹線（西九州）餅ノ浜川橋りょう（合成けた）

48 宮地エンジニアリング株式会社　　
大鉄工業株式会社

　執行役員　北陸支店長　土井　保彦
平成30年7月4日 表彰状

御門川B架替、矢田野跨線橋PC架設、
手取川橋補修、宇ノ気PC跨線橋架設

49
（株）ＩＨＩインフラシステム

中部営業所
名古屋市緑政土木局長 平成30年7月9日 局長表彰 中川橋改築工事（鋼桁製作架設工）

50 日本ファブテック
西日本高速道路株式会社
 九州支社管内安全協議会

平成30年7月11日 安全表彰（優秀賞） 熊本地震応急復旧工事（その２２）

51 日本橋梁㈱
西日本高速㈱

九州支社管内品質管理委員会
平成30年7月11日 優秀賞 沖縄自動車道　許田高架橋支承取替工事

52 （株）三井E&S鉄構エンジニアリング
西日本高速道路株式会社
九州支社管内安全協議会

平成30年7月11日 優秀賞 大分自動車道 並柳橋震災復旧工事



平成３０年度上期　会員各社の受賞報告 平成30年11月7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）

53 （株）三井E&S鉄構エンジニアリング
西日本高速道路株式会社

九州支社管内品質管理委員会
平成30年7月11日 優秀賞 大分自動車道 並柳橋震災復旧工事

54 株式会社横河ブリッジ
西日本高速道路株式会社

九州支社管内品質管理委員会
平成30年7月11日 品質管理優秀賞 沖縄自動車道　浦添西原線１号橋他１橋（鋼上部工）工事

55 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30年7月11日 安全管理優秀賞 長崎自動車道　清水川橋他２橋（鋼上部工）工事

56 株式会社横河ブリッジ
西日本高速道路株式会社

九州支社管内品質管理委員会
平成30年7月11日 品質管理優秀賞 関門自動車道　関門橋下関側径間主ケーブル送気設備設置工事

57 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30年7月11日 安全管理優秀賞 関門自動車道　関門橋下関側径間主ケーブル送気設備設置工事

58 JFEエンジニアリング(株) 国土交通省関東地方整備局 平成30年7月11日 局長表彰 中部横断富士川橋上部工事

59 株式会社横河ブリッジ 関東地方整備局　東京国道事務所 平成30年7月12日 難工事功労表彰 Ｈ２９千住新橋左右岸耐震補強工事

60 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30年7月12日 難工事功労表彰 Ｈ２８国道３５７号　市川大橋（海側）補修その１工事

61 JFEエンジニアリング(株)
国土交通省関東地方整備局

東京国道事務所
平成30年7月12日 難工事功労表彰 H28西側橋上部工補強工事

62 株式会社横河ブリッジ 酒井工業株式会社 平成30年7月13日 感謝状
（個別工事に対する表彰ではなく、　納入
製品の品質の優良性に対する企業表彰）

63 宮地エンジニアリング株式会社　　
九州旅客鉄道株式会社

代表取締役社長　青柳　俊彦
平成30年7月17日 感謝状

九州北部豪雨災害に伴う久大本線光岡・日田駅間
花月川橋りょう復旧工事

64 宮地・MMB特定建設共同企業体
国土交通省関東地方整備局

京浜港湾事務所　所長　川田　貢
平成30年7月17日 表彰状 横浜港臨港道路南本牧ふ頭本牧線（Ⅲ-2工区）高架橋上部工事

65
名村・三井特定建設

工事共同企業体
九州地方整備局 平成30年7月18日 優良施工業者（工事部門） 伊万里港（七ツ島地区）道路（橋梁上部工）工事



平成３０年度上期　会員各社の受賞報告 平成30年11月7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）

66 株式会社横河ブリッジ
中日本高速道路株式会社

岐阜工事事務所
平成30年7月18日 感謝状

（個別工事に対する表彰ではなく、東海北陸自動車道　瀬馬渕橋（鋼上部工）
工事の現場見学会場内の安全設備整備に尽力したことに対する企業表彰）

67
株式会社横河ブリッジ

大阪工事本部　大阪工事第二部
東海旅客鉄道株式会社　関西支社 平成30年7月18日 感謝状

（個別工事に対する表彰ではなく、大阪府北部を震源とする地震において
東海道新幹線の安全安定輸送確保作業への貢献に対する企業表彰）

68 東綱橋梁株式会社
国土交通省関東地方整備局

八ッ場ダム工事事務所
平成30年7月18日 功労表彰 Ｈ２８金花山１号橋上部工事

69  日本ファブテック仙台営業所 国土交通省　東北地方整備局 平成30年7月19日
平成30年度東北地方整備局

国土交通行政関係功労者表彰
国道４５号線坪川橋上部工工事

70
株式会社横河ブリッジ

名古屋営業所
村上　修司　（監理技術者）

中部地方整備局 平成30年7月19日 優良技術者　局長表彰 平成２７年度　名二環梅之郷南１高架橋鋼上部工事

71 東綱橋梁株式会社
国土交通省関東地方整備局

常陸河川国道事務所
平成30年7月19日 難工事功労表彰 Ｈ２８年度国道６号大和田拡幅茂宮川橋上部工事

72 日本橋梁㈱　大阪営業所 大阪府茨木土木事務所 平成30年7月20日 事務所長表彰 主要地方道　伏見柳谷高槻線　高槻東道路　仮称紅茸橋梁上部工事

73
宮地エンジニアリング株式会社

関西支社
大阪府茨木土木事務所

所長　長井　順一
平成30年7月20日 表彰状 主要地方道　茨木摂津線（（都）大岩線）跨道橋上部工事

74
宮地エンジニアリング株式会社

所長　森田　満
東京鹿栄会土木部会 平成30年7月20日 表彰状 （仮称）竹芝地区開発計画港歩行者専用道第8号線工事

75
宮地エンジニアリング株式会社

千葉工場　小松　伸
一般社団法人　千葉労働基準協会

会長　錦織　正規
平成30年7月20日 表彰状 宮地エンジニアリング株式会社　千葉工場

76
株式会社横河ブリッジ

大阪支店
四国地方整備局 平成30年7月20日 優良工事　局長表彰 平成２７－２８年度　国分川橋上部工事

77
株式会社横河ブリッジ

井田　修一　（現場代理人）
四国地方整備局 平成30年7月20日 優秀建設技術者　局長表彰 平成２７－２８年度　国分川橋上部工事

78 ㈱駒井ハルテック 近畿地方整備局 平成30年7月23日 優良工事等施工者局長表彰 国道28号円行寺橋上部拡幅他工事



平成３０年度上期　会員各社の受賞報告 平成30年11月7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）

79 ㈱駒井ハルテック 近畿地方整備局 平成30年7月23日 優秀建設技術者局長表彰 国道28号円行寺橋上部拡幅他工事【真嶋　敬太】

80 日本ファブテック 国土交通省　九州地方整備局 平成30年7月24日 H30年度工事成績優秀企業認定 平成28、29年度完成工事のうち工事成績の優秀な企業

81 株式会社IHIインフラ建設 四国地方整備局松山河川国道事務所 平成30年7月24日 優良工事表彰 美川大橋外耐震補強工事

82 （株）三井E&S鉄構エンジニアリング 九州地方整備局 平成30年7月24日 工事成績優秀企業 －－－

83 株式会社横河住金ブリッジ
国土交通省　中部地方整備局

岐阜国道事務所
平成30年7月24日 優良工事表彰 平成27年度　東海環状揖斐川橋鋼上部工事

84
株式会社横河住金ブリッジ

（山本　芳樹）
国土交通省　中部地方整備局

岐阜国道事務所
平成30年7月24日 優良工事技術者表彰 平成27年度　東海環状揖斐川橋鋼上部工事

85
株式会社横河ブリッジ　仙台営業所

渡辺　教康　（現場代理人）
東北地方整備局

仙台河川国道事務所
平成30年7月24日 事務所長表彰 中の坂橋上部工工事

86 ㈱駒井ハルテック 近畿地方整備局　浪速国道事務所 平成30年7月24日 優良工事等施工者事務所長表彰 和歌山岬道路孝子ランプ橋架設工事

87 日本車輌製造株式会社
国土交通省中部地方整備局

静岡国道事務所
平成30年7月24日 優良工事表彰 平成28年度　1号静清丸子高架橋鋼上部工事

88 佐藤鉄工株式会社 東北地方整備局 南三陸事務所長 平成30年7月25日 事務所長表彰 国道283号大畑高架橋外上部工工事

89 宮地エンジニアリング株式会社　　
鹿島建設株式会社　関東支店

常務執行役員　支店長　田所　武士
平成30年7月25日 表彰状 勿来共同火力6号煙突解体工事

90
株式会社横河ブリッジ

名古屋営業所
名古屋高速道路公社 平成30年7月25日 優良工事　理事長表彰 平成２７年度高速３号大高線床版等修繕工事（寺部工区）

91
日本車輌製造株式会社
（小島浩、村松真木也）

名古屋高速道路公社 平成30年7月25日  優良工事等表彰（優良工事技術者）
市道高速1号名古屋西JCT工区上部工事及び名古屋第二環状

自動車道名古屋西ジャンクションFランプ橋（鋼上部工）工事



平成３０年度上期　会員各社の受賞報告 平成30年11月7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）

92 高田機工㈱ 東北地方整備局長 平成30年7月27日  工事成績優秀企業認定書(平成30年度)
工事成績の平均が80点以上であったため本認定を受けた

(過去2ヶ年以内の竣功工事の平均)

93 日本ファブテック 国土交通省　東北地方整備局 平成30年7月27日 H30年度工事成績優秀企業認定 平成28、29年度完成工事のうち工事成績の優秀な企業

94  日本ファブテック仙台営業所
国土交通省　東北地方整備局

三国国道事務所
平成30年7月27日 平成30年度 優良工事事務所長表彰 新柳渕橋上部工工事

95 （株）ＩＨＩインフラシステム
国土交通省東北地方整備局

三陸国道事務所長
平成30年7月27日 事務所長表彰 国道45号　気仙大橋上部工工事

96 日本車輌製造株式会社
国土交通省中部地方整備局

愛知国道事務所
平成30年7月27日 優良工事表彰 平成27年度　名二環春田4交差点南鋼橋脚工事

97 株式会社IHIインフラ建設 四国地方整備局徳島河川国道事務所 平成30年7月30日 優良工事表彰 新加賀須野橋耐震補強工事

98 株式会社IHIインフラ建設 四国地方整備局徳島河川国道事務所 平成30年7月30日 優秀建設技術者表彰 新加賀須野橋耐震補強工事

99 株式会社横河ブリッジ
東日本高速道路株式会社
関東支社 京浜管理事務所

平成30年7月30日 平成３０年度優良工事　事務所長表彰 横浜環状北西線港北ジャンクション本線橋（鋼上部工）桁架設工事

100

株式会社横河ブリッジ
ＪＦＥエンジニアリング株式会社
株式会社ＩＨＩインフラシステム

共同企業体

中日本高速道路株式会社　東京支社 平成30年7月30日 感謝状
（個別工事に対する表彰ではなく、大雪

時の除雪作業に対する企業表彰）

101  日本ファブテック山崎　俊幸
国土交通省　東北地方整備局

磐城国道事務所 事故防止対策委員会
平成30年8月1日 安全施工現場代理人事務所長表彰 菅波大橋上部工工事

102 ㈱駒井ハルテック 近畿地方整備局　福井河川国道事務所 平成30年8月1日 優良工事等施工者事務所長表彰 大野油坂道路白谷川橋上部工事

103 日本車輌製造株式会社 国土交通省中部地方整備局 平成30年8月1日  平成30年度工事成績優秀企業認定 －－－

104
高田機工㈱
静岡営業所

静岡県交通基盤部長
平野忠幸

平成30年8月2日 表彰状
平成27年度［第27-D4662-01号］(国)136号社会資本整備総合交付金

(国道橋梁改築・広域)工事(土肥2-2号橋上部工)
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105 日本ファブテック 上益城郡山都町金内区 平成30年8月6日 地域コミュニケーション活動表彰 九州横断道（嘉島～山都）御船川橋上部工工事

106 ㈱駒井ハルテック 近畿地方整備局 平成30年8月6日 平成30年度　工事成績優秀企業認定書 －－－

107
株式会社横河ブリッジ

伊藤　寛親
公益社団法人日本道路協会 平成30年8月10日 道路功労者表彰 （２０年以上にわたり道路事業に精励・貢献したことへの個人表彰）

108 瀧上工業株式会社 静岡県　島田土木事務所 平成30年8月23日 優良建設工事表彰
平成２８年度（国）４７３号橋梁改築（地域連携2Ａ）

地域高規格工事（Ｂランプ橋上部工）

109 株式会社IHIインフラ建設 大阪府 平成30年8月28日 事務所長表彰 天王坂三之橋耐震補強工事

110 株式会社横河ブリッジ 阪神高速道路株式会社 平成30年8月28日 優秀工事受注者表彰 長大橋等改良工事（２６-湾・岸）

111
株式会社横河ブリッジ

京都管内作業所
東海旅客鉄道株式会社
関西支社　大阪保線所

平成30年9月13日 感謝状
（個別工事に対する表彰ではなく、大阪府北部を震源とする地震において

東海道新幹線の安全安定輸送確保作業への貢献に対する企業表彰）

112 株式会社横河ブリッジ
中日本高速道路株式会社

東京支社　御殿場保全・サービスセンター
平成30年9月14日 所長表彰

（個別工事に対する表彰ではなく、東名高速道路皆瀬川橋の橋梁詳細
点検において発見された不具合の応急復旧作業に対する企業表）

113 日本橋梁㈱　東京支店 群馬県 平成30年9月28日 県知事表彰
社会資本総合整備（活力・重点）（仮称）岡崎ＩＣランプ橋

上部工製作架設工事　国道３５３号　１期工区

114
監理技術者　岩間賢司

(日本橋梁㈱)
群馬県 平成30年9月28日 優秀技術者賞

社会資本総合整備（活力・重点）（仮称）岡崎ＩＣランプ橋
上部工製作架設工事　国道３５３号　１期工区

115 （株）ＩＨＩインフラシステム 群馬県 平成30年9月28日 県知事表彰 道路改築（仮称）吾妻川大橋上部工製作架設工事

116
（株）ＩＨＩインフラシステム
監理技術者　村岡 和郎

群馬県 平成30年9月28日 県知事表彰 道路改築（仮称）吾妻川大橋上部工製作架設工事

117 （株）三井E&S鉄構エンジニアリング 群馬県県土整備部長 平成30年9月28日 群馬県県土整備部長表彰
道路改築事業（国道・連携）その29

（仮称）金井南牧跨道橋 上部工製作架設工事



平成３０年度上期　会員各社の受賞報告 平成30年11月7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）

118
（株）三井E&S鉄構エンジニアリング

（ 平 孝 ）
群馬県県土整備部長 平成30年9月28日 優良技術者賞

道路改築事業（国道・連携）その29
（仮称）金井南牧跨道橋 上部工製作架設工事

119
株式会社横河ブリッジ

名古屋営業所
名古屋高速道路公社 平成30年9月28日 感謝状

（個別工事に対する表彰ではなく、　高速６号清須線での
落下物防止柵損傷事故の応急対応に対する企業表彰）


