
部局名称 事業区分 工事名 業者名 技術者

札幌 河川 石狩川改修附帯工事の内　島松川南９号橋下部外工事 伊藤組土建（株） 遠田　幸男

河川 石狩川改修工事の内　晩翠遊水地南８線周囲堤工事 宮坂建設工業（株） 吉井　文人

河川 豊平川砂防事業の内　南の沢川第１１号渓流堰堤工事 新太平洋建設（株） 須藤　和久

道路 一般国道２７４号　夕張市　登川トンネル補修外一連工事 道興建設（株） 松本　信之

道路 一般国道４５１号　当別町　青山トンネル補修工事 （株）北英建設 益田　大輔

農業 道央用水（三期）地区　長都幹線東１３線南工区外一連工事 （株）田端本堂カンパニー 西岡　聡司

函館 道路 一般国道２２７号　江差町　田沢災害防除工事 （株）相互建設

道路 一般国道２２８号　松前町　白神災害防除工事 丸協土建（株） 竹原　輝忠

農業 今金南農地整備事業　豊田東工区区画整理建設工事 和工建設（株） 森　勉

小樽 道路 一般国道５号　小樽市　花園電線共同溝設置工事 阿部建設（株） 佐藤　大輔

港湾等 寿都漁港外１港物揚場改良工事 （株）吉本組 梅澤　稔彦

旭川 河川 石狩川改修工事の内　牛朱別川中央橋下流右岸堤防質的整備外工事 新島工業(株) 河部　光宏

道路 北海道縦貫自動車道　士別市　中士別大橋床版工事 新谷建設（株） 湊　聡

道路 一般国道40号　中川町　琴平擁壁外一連工事 （株）廣野組 上用　猛

室蘭 河川 沙流川総合開発事業の内付替道道豊糠橋床版外工事 （株）小林組 長井　宏樹

道路 一般国道２３５号　新ひだか町　静内橋補修工事 （株）出口組 柴田　篤志

道路 一般国道２７４号　日高町　清瀬災害防除外一連工事 幌村建設（株） 遠山　亘祐

釧路 道路 一般国道３９１号　標茶町　五十石改良工事 市橋建設（株） 川向　利彦

道路 北海道横断自動車道　釧路市　阿寒改良工事 阿寒共立土建(株) 山下  勇二

港湾等 釧路港新西防波堤上部その他工事 釧石工業（株） 船越　一智

農業 根室農業水利事業　根室７号支線配水管末端施設湖南工区建設工事 （株）上田組 佐藤　圭吾

帯広 河川 十勝川直轄砂防事業の内　戸蔦別川第２号砂防堰堤建設工事 斉藤井出建設(株) 前田　悦孝

道路 一般国道２４１号　士幌町　士幌道路維持除雪外一連工事 （株）　髙橋組 成田  次男

農業 中鹿追地区　中鹿追北東工区区画整理工事 宮坂建設工業（株） 宇野　雅人

網走 道路 一般国道３９号　北見市　山水橋補修外一連工事 三和工業（株） 箕浦　貴行

道路 北海道横断自動車道　訓子府町　訓子府改良工事 松谷建設（株） 関谷　賢治

港湾等 サロマ湖漁港　航路浚渫工事 （湧）西村・中田経常JV

（株）西村組 山田　寛和

（株）中田組 古山　真嗣

留萌 道路 深川留萌自動車道　留萌市　バンゴベ改良工事 (株)堀口組 鈴木　純也

稚内 道路 一般国道４０号　幌延町　幌延ＩＣ改良工事 錦産業（株）
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部局名 事業区分 工事名 業者名 技術者名

本局 営繕 北海道警察学校新営（２期）１３電気設備工事 北海電気工事（株） 吉田　達永

営繕 北海道警察学校新営（２期）１３機械設備工事 大成設備（株） 財津　善章

札幌 河川 石狩川改修工事の内　江別太遊水地西１３号周囲堤外工事 (株)中山組 木嶋　義彰

河川 石狩川改修工事の内　晩翠遊水地西１５号樋門外工事 （株）田端本堂カンパニー 平松　敦史

河川 石狩川改修工事の内　石狩川左岸河道掘削工事 （株）山田組 佐藤　三智男

河川 石狩川改修工事の内　北島地区遊水地排水門工事 岩田地崎建設（株） 竹田　真弘

河川 石狩川応急対策工事の内　旧美3号樋門吐口改良工事 道興建設（株） 佐伯　透

道路 一般国道１２号　札幌市　北１条東電線共同溝設置工事 北央道路工業(株) 比内　宙

道路 一般国道３６号　札幌市　豊平地区交差点舗装外一連工事 秋津道路(株) 栃木　一志

道路 一般国道２３１号　石狩市　石狩河口橋補修外一連工事 （株）泰進建設 高橋　章

道路 一般国道４５２号　三笠市　桂沢ダム８号橋Ａ２橋台工事 （株）北谷組 北谷　洋文

道路 一般国道１２号　岩見沢市外　峰延舗装工事 大同舗道（株） 菅原　貴康

道路 一般国道２３４号　岩見沢市　美園道路維持除雪外一連工事 及川産業（株） 後藤　祐司

道路 一般国道２７６号　千歳市　　支笏大橋補修外一連工事 （株）砂子組 川村　正之

道路 一般国道４５２号　芦別市　盤の沢改良工事 こぶし建設（株） 田仲　昌男

農業 北海地区　北海幹線用水路栄徳橋下流工区工事 (株) 泰進建設 須合　信夫

農業 樺戸（二期）農業水利事業　札比内貯水池堆積土砂除去外一連建設工事 岩田地崎建設（株） 小田　雅司

農業 樺戸（二期）地区　高田沢川河道整備外一連工事 （株）岸本組 岸本　康宏

函館 河川 後志利別川応急対策工事の内　下住吉樋門改良工事 （株）三和建設 小野　弘

道路 函館新外環状道路　函館市　湯の沢川橋橋脚工事 齊藤建設（株） 村上　直人

道路 函館江差自動車道　木古内町　橋呉改良外一連工事 （株）工藤組 吉住　努

道路 函館江差自動車道　木古内町　亀川改良外一連工事 （株）シンオシマ 松本　聡

道路 一般国道２２９号　せたな町　北檜山道路維持除雪外一連工事 （株）高橋建設 山﨑　一洋

道路 一般国道５号　八雲町　白糠橋補修外一連工事 石黒・折谷　経常ＪＶ　

石黒建設（株） 中村　徹

（株）折谷組 白崎　秀幸

港湾等 江良漁港西防波堤改良工事 （株）松本組 坂本　　悟

小樽 道路 一般国道２２９号　島牧村　布門内橋補修工事 (株)草別組 山村　智彦

道路 一般国道２２９号　余市町　余市道路維持除雪外一連工事 中村建設（株） 吉川　徹

道路 一般国道５号　小樽市　塩谷改良工事 宮本土建工業（株） 越田　武章

農業 ニセコ農地整備事業　　宮田南部工区区画整理建設工事 菊地建設鉱業（株） 上手　英人

旭川 河川 石狩川改修工事の内　牛朱別川緑橋右岸堤防質的整備外工事 （株）生駒組 森崎　将治

河川 石狩川改修附帯工事の内　西神楽第1頭首工建設第２期工事 荒井建設（株） 浦瀧　浩行

河川 石狩川砂防事業の内　忠別川第４号床固工外工事 (株)藤田組 星野　航

道路 一般国道２３７号　占冠村　双珠別舗装補修外一連工事 （株）山伏パコム 佐藤　康貴

道路 一般国道40号　中川町　中川改良工事 （株）山崎組 澤田　和孝

道路 一般国道273号　　上川町　上川道路維持除雪外一連工事 ホクセイ建設（株） 村山　彰

農業 富良野盆地農地整備事業　旭中六南工区農地造成建設工事 花本建設（株） 砂子　憲司

農業 山部二期地区　山部幹線用水路工事 （株）アラタ工業 石井　友治

道路 室蘭道路事務所管内橋梁補修工事 （株）草塩建設 二階堂  朋介

室蘭 道路 一般国道４５３号壮瞥町上久保内改良工事 （株）勝田組 佐野　真大

道路 浦河道路事務所管内　橋梁補修工事 さくら佐藤・森田経常JV

さくら佐藤建設（株） 織田　龍之

森田産業（株） 山口　和夫

道路 一般国道336号　様似町　様似道路維持除雪外一連工事 池田建設（株） 久保田　哲也

港湾等 室蘭港絵鞆地区防波護岸改良その他工事 北興工業（株） 安藤　敏

港湾等 苫小牧港西港区岸壁西－９ｍ改良工事 あおみ・機械開発北旺・谷開発経常JV

あおみ建設（株） 川上　隆史

機械開発北旺（株） 北野　泰輔

谷開発（株） 成田　安朗

農業 新鵡川地区外１地区　田浦第2幹線排水路外一連工事 北紘建設（株） 渡邊  正人



平成２８年度　北海道開発局優良工事等表彰一覧（工事・部長表彰）
部局名 事業区分 工事名 業者名 技術者名

釧路 河川 釧路川改修工事の内　弟子屈地区河道整備工事 開成建設工業(株) 小場　圭樹

道路 北海道横断自動車道　白糠町　庶路改良外一連工事 宮坂・山根経常JV

宮坂建設工業（株） 西本　広行

山根土建（株） 佐藤　力也

道路 一般国道４４号　根室市　湖南東改良工事 渡辺建設工業（株） 佐藤　慶介

道路 一般国道４４号　根室市　湖南改良工事 （株）別海 伊藤　俊一

道路 一般国道４４号　厚岸町　糸魚沢道路維持除雪外一連工事 赤石建設（株） 佐藤　淳

道路 釧路中標津道路　釧路町　上別保舗装工事 道路工業（株） 岸本　健二郎

道路 一般国道３９１号　標茶町　オソツベツ橋梁下部工事 （株）佐々木建設 長谷川　晃央

港湾等 根室港（花咲地区）外１港岸壁改良その他工事 村井・山田経常JV

村井建設（株） 奥瀬　智也

（株）山田組 上島　泰行

農業 別海南部地区　　用水路末端施設整備中西別工区工事 沢田建設（株） 大久保　輝幸

帯広 河川 十勝川改修工事の内　千代田地区河岸保護外工事 村上土建開発工業（株） 広瀬　正志

河川 十勝川改修工事の内　十勝川大和地区築堤工事 徳井建設工業（株） 田中　済

道路 一般国道３８号　幕別町　千住橋補修工事 宮坂建設工業（株） 中村　敬一

道路 帯広広尾自動車道　芽室町　東芽室舗装補修外一連工事 北央道路・北洋・菱中経常JV

北央道路工業（株） 氏家　和彦

北洋道路（株） 豊吉　勝也

菱中建設（株） 嶺岸　雅司

道路 北海道横断自動車道　陸別町　利上改良工事 萩原建設工業（株） 馬渕　重光

農業 士幌西部地区　第７号明渠排水路川西２８号工区工事 髙堂建設（株） 菅原　晴幸

網走 河川 網走川応急対策事業の内　鏡橋上流右岸特殊堤補修工事 南建設（株）

道路 一般国道３３３号　佐呂間町　佐呂間道路維持除雪外一連工事 髙橋土建（株） 福岡  伸之

道路 一般国道39号支出委任工事の内　大空町　本郷改良工事 丸七高橋・船橋西川・河面経常JV

（株）丸七高橋組 畠山　一誠

船橋西川建設（株） 横山　正人

（株）河面組 太田　淳治

道路 旭川紋別自動車道　遠軽町　瀬戸瀬改良工事 （株）そうけん

道路 一般国道２３８号　湧別町　湧別大橋補修工事 （株）三共後藤建設 池田　勉

道路 旭川紋別自動車道　遠軽町　三沢改良外一連工事 (株)渡辺組 中田　圭一

道路 一般国道２３８号　湧別町　信部内改良外一連工事 日東建設（株） 長田　啓

農業 兵村地区　第2幹線排水路１５号線工区工事 （株）早水組 山内　健嗣

留萌 河川 留萌川改修工事の内　河口部掘削外工事 堀松建設工業（株） 犬飼　圭太郎

道路 一般国道２３２号　羽幌町　羽幌道路維持除雪外一連工事 (株)道北土木 柴田　純忠

道路 一般国道２３２号　初山別村　金駒内登坂車線改良工事 初山別土建(株) 岩井　聡

港湾等 羽幌港外１港建設工事 三協建設（株） 南波　聡

稚内 道路 一般国道２３８号　浜頓別町　浜頓別道路維持除雪外一連工事 (株)寺沢組 阿部　正

港湾等 宗谷港外２港建設工事 安田建設(株) 田村　勇治

農業 サロベツ地区　豊里東地域農地保全工事 （株）共成建設 阿部　秀義
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部局名称 事業区分 工事名 業者名 技術者名

本局 河川 急流河川河道計画手法検討外業務 （一財）北海道河川財団 山本　太郎

札幌 河川 三笠ぽんべつダム施工設備詳細設計外業務 （株）ドーコン 菊地　耕

河川 嶮淵川樋門予備設計外業務 (株）建設技術研究所 伊藤　豊

河川 西１２線揚排水機場外改築設計業務 （株）リブテック 川原　友和

道路 一般国道１２号　美唄市　峰延道路実施設計外一連業務 北海道道路エンジニアリング(株) 六ツ崎　直樹

道路 一般国道36号　千歳市　交通事故対策検討外一連業務 日本データーサービス（株） 和田　次郎

農業 恵庭北島地区西６線幹線排水路設計等業務 (株)フロンティア技研 鈴木　和志

函館 道路 函館江差自動車道　北斗市外　茂辺地木古内間土工計画検討外一連業務 パシフィックコンサルタンツ（株）

港湾等 函館港施設整備検討業務 北日本港湾コンサルタント（株） 市川　克己

小樽 道路 一般国道２２９号　島牧村　道路防災対策検討業務 （株）構研エンジニアリング 牛渡　裕二

農業 ニセコ地区　黒川工区区画整理設計等業務 （株）農土コンサル 三上　弘樹

旭川 河川 石狩川流域圏地域連携検討業務 （一財）石狩川振興財団 船木　博康

道路 一般国道239号　下川町　音根平橋詳細設計外一連業務 （株）北未来技研 小杉　勝則

農業 上川地域　農業用ダム耐震性能照査検討等業務 (株)三祐コンサルタンツ 竹内　国雄

室蘭 河川 苫小牧河川事務所管内地質調査外業務 大地コンサルタント(株) 木本　智久

道路 一般国道３７号　室蘭市　白鳥大橋維持管理検討業務 （株）ドーコン 菅原　登志也

港湾等 苫小牧港漂砂調査解析検討業務 （一社）寒地港湾技術研究センター

釧路 道路 釧路開発建設部管内　ロードキル対策検討業務 （一社）北海道開発技術センター 阿部  正明

港湾等 羅臼漁港施設整備検討業務 北日本港湾コンサルタント(株) 戸松　真介

帯広 河川 札内川ダム施設検討業務 (株)開発工営社 横山　篤

道路 北海道横断自動車道　陸別町　分線道路設計外業務 北王設計コンサルタント（株） 尾崎　陽介

網走 道路 旭川紋別自動車道　遠軽町　豊里道路詳細設計修正外業務 （株）ドボク管理 坂上　琢也

農業 北見地区　営農計画策定業務 （株）地域計画センター 宮本　治英

留萌 道路 留萌開発建設部管内　道路整備計画検討業務 （株）開発工営社 石川　由憲

稚内 道路 一般国道２３８号　稚内市　恩頃間内橋補修設計外一連業務 （株）アサヒ建設コンサルタント 梅野　恵二



平成２８年度　北海道開発局優良工事等表彰一覧（業務・部長表彰）

部局名称 事業区分 工事名 業者名 技術者名

本局 営繕 帯広第２地方合同庁舎新営１４設計業務 （株）東畑建築事務所 林　明宏

札幌 河川 北村遊水地付替道路予備設計外業務 （株）開発工営社 宮古　智

河川 滝川河川事務所管内改修事業検討業務 (株)構研エンジニアリング 黒沢　弘行

河川 豊平川砂防施設長寿命化計画検討外業務 (株)ケイジー技研 脇田　啓介

河川 札幌河川事務所管内堤防等点検業務 （株）福田水文センター 五十嵐　浩幸

河川 千歳川江別太遊水地外自然環境調査業務 (株)エコテック 新庄　久尚

河川 北日本余水吐樋門予備修正設計業務 （株）北海道技術コンサルタント 中山　仁

河川 夕張シューパロダム生態系典型性河川域外調査業務 （株）ハブ 毛木　博彰

河川 石狩川改修工事の内　島松川右岸築堤外多数権利者処理業務 （株）タナカコンサルタント 瀧本　幸三

道路 札幌開発建設部道路許認可審査・適正化指導業務 （株）エーティック

道路 一般国道452号　三笠市　交通事故対策検討業務　 北王設計コンサルタント（株）

道路 一般国道12号　江別市　江別道路予備設計業務 （株）シビテック 嶋崎　大

道路 一般国道２７４号　札幌市　IC高架橋（下り）補修設計業務 北武コンサルタント（株） 笠井　尚樹

道路 札幌道路事務所管内　橋梁点検業務 （株）構研エンジニアリング 森脇　雅彦

道路 千歳道路事務所管内　道路点検業務 （株）ドーコン 川島　由載

農業 北海地区北海幹線用水路満月橋下流工区設計業務 （株）アルト技研 名久井　純一

農業 美唄茶志内地区茶志内１区西９線工区区画整理設計等業務 （株）田西設計コンサル 熱田　貴大

農業 樺戸（二期）地区用水管理マニュアル等作成業務 （株）アルファ技研 植屋　賢祐

農業 雨竜暑寒地区中島工区全体工事計画検討等業務 （株）ドボク管理 八木　敏雄

函館 河川 美利河ダム河川環境調査業務 (株)長大 郷田　智章

道路 北海道縦貫自動車道　七飯町外　宿野辺川橋詳細設計業務 （株）開発工営社 塩原　龍法

道路 函館道路事務所管内　交通事故対策検討資料作成業務 （株）東鵬開発 楢山　透

道路 函館都市圏　道路網概略検討外一連業務 （株）ドーコン 木本　光則

道路 一般国道２２７号　渡島中山防災事業監理業務 （一社）北海道開発技術センター 金田　安弘

農業 道南地域　国営造成水利施設機能診断調査業務 （株）フロンティア技研 菅　睦三

小樽 道路 小樽開発建設部管内　道路整備計画検討業務 （株）ドーコン 米田　直也

道路 一般国道５号　余市町外　道路詳細設計業務 パシフィックコンサルタンツ(株) 大森　陽一

道路 一般国道５号　仁木町　道路予備設計業務 日本工営(株) 木下　将

港湾等 石狩湾新港　施設整備検討その他業務 （株）クマシロシステム設計 阿部島　直哉

旭川 河川 石狩川上流　十勝岳地質調査業務 大地コンサルタント（株） 秋山　道生

河川 天塩川上流　名寄地区水防拠点概略設計外業務 （株）日興ジオテック 佐々木　淳

河川 石狩川砂防事業の内　石狩川上流砂防設備点検業務 （株）測新開発 髙島　和也

河川 名寄河川事務所管内　河川工事計画関係業務 （株）三共コンサルタント 菅原　和幸

道路 旭川開発建設部管内　交通量観測調査外一連業務 （株）協和コンサルタント 三住　泰蔵

道路 富良野道路事務所管内　道路附属物点検業務 （株）富士建設コンサル 谷口　稔

道路 一般国道40号　中川町　琴平地質調査業務 大地コンサルタント(株) 久住　浩稔

道路 一般国道237号　美瑛町　北美瑛橋補修設計外一連業務 (株)フジ土木設計 花岡　晋一

農業 当麻永山用水地区　導水幹線用水路１０条工区設計等業務 五大建設コンサルタント（株） 久野　卓也

室蘭 河川 覚生川工事用道路法面崩落調査検討業務 日本工営(株) 橋本　和明

河川 二風谷地区河川整備詳細検討外業務 (株)ドーコン 竹下　直樹

道路 室蘭道路事務所管内　工事監督支援業務 （一財）北海道道路管理技術センター

道路 室蘭開発建設部管内　地域協働型道路管理検討業務 （一社）北海道開発技術センター 永田　泰浩

道路 一般国道２７４号　日高町　日勝峠構造物施工検討外一連業務 （株）開発工営社 鈴木　正良

道路 苫小牧道路事務所管内　橋梁点検調査業務 (株)タナカコンサルタント 楽間　正光

港湾等 追直漁港施設整備検討業務 日本データーサービス(株) 羽賀　豊

農業 勇払東部（二期）地区　厚幌導水路設計等業務 ＮＴＣコンサルタンツ（株） 源田　和隆
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部局名称 事業区分 工事名 業者名 技術者名

釧路 河川 釧路川流域河道検討業務 （株）ド－コン 魚波　勝彦

道路 一般国道３８号釧路外環状道路　釧路市　沿道環境保全対策検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 山田　浩行

道路 一般国道240号　釧路市　阿寒交通安全対策詳細設計業務 北海道道路エンジニアリング(株) 六ツ崎  直樹

道路 根室道路事務所管内　道路付属物点検業務 環境コンサルタント（株） 加藤　輝美

道路 根室道路事務所管内　工事監督支援業務 （一財）北海道道路管理技術センター

港湾等 羅臼漁港空洞化調査その他業務 日本データーサービス（株）

農業 根室地区　用水路末端施設湖南工区設計等業務 北王コンサルタント（株） 安藤　和弘

農業 別海西部地区　用水路末端施設光進工区設計等業務 （株）ズコーシャ 福井　広一郎

帯広 河川 池田河川事務所管内構造物補修検討業務 (株)リブテック 川原　友和

河川 十勝川水系自然再生実施計画検討業務 (株)ドーコン 住友　慶三

道路 帯広広尾自動車道　大樹広尾間道路予備検討業務 （株）ドーコン 宮坂　純平

道路 一般国道２３６号　広尾町　野塚峠雪崩対策検討業務　 （株）雪研スノーイーターズ 大槻　政哉

道路 帯広道路事務所管内　鹿追町外　工事監督支援業務
帯広道路事務所管内鹿追町外工事監督支援業務
ローメック・構研設計JV

　（一財）北海道道路管理技術センター

（株）構研エンジニアリング

道路 一般国道２４１号　音更町　音更大通交差点設計外一連業務 (株)土木技術コンサルタント 古田　勝章

農業 中士幌地区外1地区　機能診断調査業務 北王コンサルタント（株）

網走 河川 常呂川浸水想定区域検討業務 （株）ドーコン 魚波　勝彦

河川 網走湖環境保全検討業務 （株）北開水工コンサルタント 田崎　冬記

道路 北見道路事務所管内　交通事故対策設計外一連業務 北王設計コンサルタント（株） 大森　洋介

道路 一般国道３９号　北見市　深沢橋補修設計外一連業務 北海道道路エンジニアリング（株） 熊谷　剛

道路 網走開発建設部管内　道路防災カルテ点検業務 （株）構研エンジニアリング 山木　栄治

港湾等 サロマ湖漁港　植生調査業務 （株）エコニクス 米田　豊

港湾等 網走港地質調査業務 トキワ地研(株) 池島　憲一

留萌 河川 天塩川下流　汽水環境調査検討業務 （株）北開水工コンサルタント 折戸　由里子

道路 一般国道２３９号　苫前町　霧立防災橋梁予備設計業務 中央コンサルタンツ（株） 長太　正人

港湾等 苫前漁港施設整備検討業務 北日本港湾コンサルタント（株） 加地　隆之

農業 産士地区　作返工区農地保全工設計等業務 (株)農土コンサル 土橋　博幸

稚内 道路 一般国道２７５号 中頓別町 小頓別事故対策検討外一連業務 （株）土木技術コンサルタント 松井　裕一

道路 稚内開発建設部管内　道路交通情勢調査業務 パブリックコンサルタント（株） 久保　正機

港湾等 稚内港北防波堤ドーム予防保全検討業務 （一社）寒地港湾技術研究センター

港湾等 礼文西漁港外特定計画変更資料修正その他業務 （株）アルファ水工コンサルタンツ 鎌田　昌弘

農業 東宗谷地区　宇曽丹３６工区外区画整理設計等業務 サンスイコンサルタント（株） 通﨑　　隆
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