
令和２年度優良工事表彰等の「事務所長表彰式」を
開催します

中部地方整備局 名古屋港湾事務所、三河港湾事務所及び名古屋港湾空港技術調査
事務所では、令和元年度に完了した請負工事及び業務において優秀な成績をおさめた
受注者、技術者並びに関係協力者の皆様を対象に表彰状授与を行います。

令 和 ２ 年 ７ 月 １ ３ 日
中 部 地 方 整 備 局
名 古 屋 港 湾 事 務 所
三 河 港 湾 事 務 所
名古屋港湾空港技術調査事務所

１．概 要

２．対象者
別添資料のとおり

３．表彰式日時
〇名古屋港湾事務所
（日時）令和２年７月２２日（水）１０：００～１２：００
（場所）名古屋港湾事務所 1F会議室（名古屋市港区築地町2番地）

〇三河港湾事務所
（日時）令和２年７月２７日（月）１３：３０～１４：００
（場所）三河港湾事務所 1F会議室（豊橋市神野ふ頭町１番地１）

〇名古屋港湾空港技術調査事務所
（日時）令和２年７月２０日（月）１４：００～１４：３０
（場所）名古屋港湾空港技術調査事務所 2Fインフォメーションルーム

（名古屋市南区東又兵ヱ町１丁目５７－３）

４．表彰式の実施方法
新型コロナウィルス対策のため、マスク着用、検温、アルコール消毒等を徹底して
開催します。取材に来られる場合は、事前に各事務所までお問い合わせ下さい

５．取材
各表彰の集合写真撮影のみとさせて頂きます

６．解 禁
令和２年７月２０日（月）

解禁指定あり



７．配布先
中部地方整備局記者クラブ、中部専門記者会、名古屋港記者クラブ、豊橋市政記者会、

半田記者クラブ、碧南市政記者クラブ、港湾新聞社、港湾空港タイムス、日本海事新聞社、
海事プレス、マリタイムデーリーニュース

８．問い合わせ先
〇名古屋港湾事務所

総務課 林（はやし）、宮島（みやじま） TEL(052)651-6266、FAX（052）652-0303
〇三河港湾事務所

総務課 大部（おおべ）、上野（うえの） TEL(0532)32-3251、FAX（0532）32-5049
〇名古屋港湾空港技術調査事務所

総務課 稲垣（いながき）、冨田（とみだ）TEL(052)612-9981、FAX（052）612-9477



令和２年度  優良工事等表彰（事務所長表彰式）名古屋港湾事務所  【 別添資料 】

優良工事

工事名 事由 表彰日時 場所

平成31年度　名古屋港庄内川泊地浚渫工事 成績優秀
令和２年７月２２日（水）

１０：００～１２：００
名古屋港湾事務所

１F　会議室

令和元年度　名古屋港金城ふ頭岸壁(-12m)地盤改良工事 成績優秀
令和２年７月２２日（水）

１０：００～１２：００
名古屋港湾事務所

１F　会議室

平成30年度　名古屋港飛島ふ頭東岸壁（-15m）改良工事（その4） 成績優秀
令和２年７月２２日（水）

１０：００～１２：００
名古屋港湾事務所

１F　会議室

優良工事技術者

工事名 元請企業名 氏名 区分 事由 表彰日時 場所

平成31年度　名古屋港庄内川泊地浚渫工事 ㈱小島組 吉岡　孝則 監理技術者 成績優秀
令和２年７月２２日（水）

１０：００～１２：００
名古屋港湾事務所

１F　会議室

令和元年度　名古屋港金城ふ頭岸壁(-12m)地盤改良工事 東亜・大本特定建設工事共同企業体 新庄　幸作 監理技術者 成績優秀
令和２年７月２２日（水）

１０：００～１２：００
名古屋港湾事務所

１F　会議室

平成30年度　名古屋港飛島ふ頭東岸壁（-15m）改良工事（その4） あおみ建設㈱　名古屋支店 表口　勝彦 監理技術者 成績優秀
令和２年７月２２日（水）

１０：００～１２：００
名古屋港湾事務所

１F　会議室

優良業務

業務名 事由 表彰日時 場所

平成31年度　名古屋港船舶技術資料作成外業務 成績優秀
令和２年７月２２日（水）

１０：００～１２：００
名古屋港湾事務所

１F　会議室

優良業務技術者

業務名 企業名 氏名 区分 事由 表彰日時 場所

平成31年度　名古屋港航路環境現況調査 玉野総合コンサルタント(株) 山田　政樹 担当技術者 成績優秀
令和２年７月２２日（水）

１０：００～１２：００
名古屋港湾事務所

１F　会議室

平成31年度　名古屋港船舶技術資料作成外業務 (株)ポルテック 西尾　誠市 管理技術者 成績優秀
令和２年７月２２日（水）

１０：００～１２：００
名古屋港湾事務所

１F　会議室

優良工事関係協力会社

工事名 専門工事名 表彰日時 場所

平成31年度　名古屋港庄内川泊地浚渫工事 とび・土工
令和２年７月２２日（水）

１０：００～１２：００
名古屋港湾事務所

１F　会議室

令和元年度　名古屋港金城ふ頭岸壁(-12m)地盤改良工事 とび・土工
令和２年７月２２日（水）

１０：００～１２：００
名古屋港湾事務所

１F　会議室

平成30年度　名古屋港飛島ふ頭東岸壁（-15m）改良工事（その4） とび・土工
令和２年７月２２日（水）

１０：００～１２：００
名古屋港湾事務所

１F　会議室

優良工事関係協力会社（技術者）

工事名 企業名 氏名 区分 専門工事名 表彰日時 場所

令和元年度　名古屋港金城ふ頭岸壁(-12m)地盤改良工事 信幸建設(株)　大阪支社 小川　浩二 専任技術者 とび・土工
令和２年７月２２日（水）

１０：００～１２：００
名古屋港湾事務所

１F　会議室

平成30年度　名古屋港飛島ふ頭東岸壁（-15m）改良工事（その4） 丸泰土木(株) 栗原　祐介 専任技術者 とび・土工
令和２年７月２２日（水）

１０：００～１２：００
名古屋港湾事務所

１F　会議室

信幸建設(株)　大阪支社

丸泰土木(株)

五港建設(株)

元請企業名

㈱小島組

企業名

(株)ポルテック

企業名

東亜・大本特定建設工事共同企業体

あおみ建設㈱　名古屋支店
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令和２年度  優良工事等表彰（事務所長表彰式）名古屋港湾事務所                                                  【 別添資料 】

優良工事有能技能者

工事名 企業名 氏名 区分 登録基幹技能者資格名 表彰日時 場所

平成31年度　名古屋港庄内川泊地浚渫工事 （株）小島組 清水　政広 有能技能者 職長
令和２年７月２２日(水）

１０:００～１２：００
名古屋港湾事務所

1階 会議室

平成31年度　名古屋港庄内川泊地浚渫工事 （株）小島組 高橋　峰行 有能技能者 職長
令和２年７月２２日(水）

１０:００～１２：００
名古屋港湾事務所

1階 会議室

令和元年度　名古屋港金城ふ頭岸壁（-12m）地盤改良工事 信幸建設（株）　大阪支社 福田　哲広 有能技能者 船団長
令和２年７月２２日(水）

１０:００～１２：００
名古屋港湾事務所

1階 会議室

令和元年度　名古屋港金城ふ頭岸壁（-12m）地盤改良工事 信幸建設（株）　大阪支社 佐々木　孝志 有能技術者 船団長
令和２年７月２２日(水）

１０:００～１２：００
名古屋港湾事務所

1階 会議室
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令和２年度  優良工事等表彰（事務所長表彰式）三河港湾事務所                                                【 別添資料 】

優良工事

工事名 事由 表彰日時 場所

平成30年度　衣浦港外港地区西防波堤（改良）被覆工事（その２） 成績優秀
令和２年７月２７日（月）

１３：３０～１４：００
三河港湾事務所

１F　会議室

優良工事関係協力会社

工事名 専門工事名 表彰日時 場所

平成30年度　衣浦港外港地区西防波堤（改良）被覆工事（その２） 土木・とび・土工
令和２年７月２７日（月）

１３：３０～１４：００
三河港湾事務所

１F　会議室

優良工事技術者

工事名 元請企業名 氏名 区分 事由 表彰日時 場所

平成30年度　衣浦港外港地区西防波堤（改良）被覆工事（その２） 徳倉建設㈱ 栗林　幸平 監理技術者 成績優秀
令和２年７月２７日（月）

１３：３０～１４：００
三河港湾事務所

１F　会議室

元請企業名

徳倉建設㈱

企業名

㈱河崎海事
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令和２年度  優良工事等表彰（事務所長表彰式）名古屋港湾空港技術調査事務所  【 別添資料 】

優良業務

業務名 事由 表彰日時 場所

平成30年度　津松阪港津地区(栗真)堤防基本設計 成績優秀
令和２年７月２０日（月）

１４：００～１４：３０
名古屋港湾空港技術調査事務所

２F　インフォメーションルーム

企業名

(株)エコー 中部事務所
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