
令和４年度　下請企業表彰一覧

部局 工事名
表彰
区分

受注業者名 下請企業名 技術者名

札幌 石狩川改修附帯工事の内　王子余水吐樋門改築工事 局長 （株）中山組 大東工業(株) 千葉　俊和

石狩川改修工事の内　旧美唄川囲ぎょう堤外工事 局長 （株）田中組 大東工業(株) 佐々木　良幸

石狩川改修附帯工事の内　旧夕張川北６号排水機場樋門外工事 局長 草野作工（株） 日吉建設(株) 下山　哲也

道央圏連絡道路　江別市　南６線北改良工事 局長 （株）田中組 (株)不動テトラ北海道支店 小山　善幸

一般国道２３０号　札幌市　定山渓道路改良工事 局長 （株）砂子組 大林道路(株)北海道支店 益本　薫

一般国道２３０号　札幌市　北一条地下発電機室設置工事 局長 岩田地崎建設（株） (株)亀岡組 矢木田　貴和

一般国道１２号　美唄市　峰延改良外一連工事 局長 伊藤組土建（株） (株)海陸興業 小瀧　哲矢

お茶の水地区　お茶の水第１１支線排水路中流工区工事 局長 こぶし建設（株） (株)みらい・コンテック 棚田　宏人

石狩川改修補償工事の内　道道札幌夕張線移設外工事 部長 北土建設（株） 丸栄山下建設(株)

石狩川改修工事の内　東野幌築堤盛土外工事 部長 宮坂建設工業（株） (株)日伸建設 笠松　勇治

石狩川改修工事の内　雁里沼東工区周囲堤工事 部長 （株）泰進建設 錦城護謨(株)北海道支店 梅屋　司

豊平川砂防事業の内　オカバルシ川流木止め設置外工事 部長 （株）日栄建設 日吉建設(株) 俵谷　英敏

堰堤維持の内　漁川ダム貯砂堰堤工事 部長 宮永建設（株） 日吉建設(株) 宿野部　雅人

石狩川改修工事の内　嶮淵川築堤左岸盛土工事 部長 （株）神部組 （株）シイナ重建 大谷　明広

石狩川改修工事の内　上新篠津築堤河道掘削外工事 部長 （株）岸本組 大東工業(株) 齋藤　澄雄

一般国道２３１号　札幌市　麻生維持除雪外一連工事 部長 一二三北路（株） ひまわり建設(株) 菊野　春雄

一般国道４５２号　夕張市　清水沢交差点舗装外一連工事 部長 大同舗道（株） (有)マルヱ渡会興商 渡辺　充孝

一般国道１２号　岩見沢市　大和こ線橋撤去工事 部長 宮坂建設工業（株） コンクリートコーリング(株) 福田　龍太

一般国道４５３号　千歳市　支笏湖北斜面対策工事 部長 北土建設（株） 日本基礎技術（株）札幌支店 齋藤　政範

南長沼地区　２８工区区画整理工事 部長 開発工建（株） 五暢建設（株） 野替　光義

美唄茶志内地区　１３工区区画整理工事 部長 （株）中山組 （株）増友土木 小林　博樹

北伸建設工業（株） 坂本　裕次

新千歳空港　誘導路新設外工事 部長 日本道路（株） 晃亜興業（株） 飛鷹　俊臣

函館 北海道縦貫自動車道　七飯町外　西大沼改良工事 局長 （株）森川組 (有)瀬川重機 後藤　賢

一般国道２２９号　せたな町　美谷改良工事 局長 （株）松本組 ノーベル技研工業(株) 高野　由紀夫

函館江差自動車道　木古内町　大平改良工事 部長 齊藤建設（株） (株)手塚産業 森山　満昭

一般国道２２９号　せたな町　美谷擁壁設置工事 部長 近藤建設（株） (有)泰豊産業 高橋　優治

一般国道２７７号　八雲町　雲石トンネル補修工事 部長 （株）高橋建設 アークジョイン(株) 秋田谷　悠基

福島漁港護岸改良その他工事 部長 （株）森川組 澤田建設(株) 志村　泰弘

臼尻漁港外２港船揚場その他工事 部長 （株）菅原組 (株)マルトヨ渡島土木 花田　功

今金北地区　西神丘工区区画整理工事 部長 （株）松本組 正和運輸(株) 稲部　静夫

小樽 一般国道５号　仁木町　仁木南改良工事 局長 中村建設（株） 日特建設(株) 植野　則隆

一般国道５号　共和町　ワイス南改良外一連工事 局長 （株）長組 (株)北一北成建設 須藤　陵太

一般国道５号　余市町　登町南改良工事 部長 協成建設工業（株） 晃亜興業(株) 石黒　照康

一般国道５号　小樽市　春香改良外一連工事 部長 阿部建設（株） (株)みかみ建設 金子　靖孝

旭川 旭川十勝道路　富良野市　清水山改良工事 局長 荒井建設（株） 成建鋼業(株) 佐藤　寛

旭川十勝道路　中富良野町　日進中央改良工事 局長 新谷建設（株） 北央貨物運輸(株) 信岡　浩一

大雪東川第二地区　５４工区区画整理工事 局長 （株）丸善建設 (株)ホクショウ 薦田　義昭

石狩川砂防事業の内　白川第１号堰堤外工事 部長 新谷建設（株） (株)高橋作工 佐々木　宏明

天塩川改修工事の内　天塩川堤防仕上外工事 部長 大江建設（株） (株)テクノグリーン 渡邊　洋平

てしおがわ剣和地区外１地区　剣和幹線用水路中和工区補修外一連工事 部長 タカハタ建設（株） 佐藤建設管理(株) 六佐　卓司

(株)南組 林　邦明

当麻永山用水地区　導水幹線用水路終点工区外一連工事 部長 （株）盛永組 (株)高橋作工 岡崎　泰規

室蘭 樽前山火山砂防工事の内熊の沢川３号砂防堰堤右岸工事 局長 （株）伊藤工業 北幸重建(株) 佐藤　和貴

一般国道２３５号日高町沙流川橋耐震補強外一連工事 局長 東海建設（株） 新興開発(株) 渡邉　雅之

日高自動車道新冠町節婦改良外一連工事 局長 （株）磯田組 (有)丸重清川 佐藤　健二

勇払東部地区富野用水路上野南工区外一連災害復旧工事 局長 北紘建設（株） (株)山岡建設工業 千葉　清司

厚真川水系チケッペ川外砂防設備設置工事 部長 勝幸辰建設（株） 中原建設(株) 竹内　靖和

本多建設(株)

日高自動車道新冠町神山西改良工事 部長 岩倉建設（株） 廣信建設興業(株) 田中　真一

日高自動車道新冠町大節婦川橋東橋脚工事 部長 宮坂建設工業（株） (株)日伸建設 梶原 芳典

一般国道３７号室蘭市陣屋東高架橋補修外一連工事 部長 新和建設（株） (株)ケーエスケー 佐藤　正登

勇払東部地区厚幌導水路新町下流工区災害復旧工事 部長 盛興建設（株） (株)丸博野沢組 阿部　銀司

勇払東部地区富野用水路美里上流第２工区外一連災害復旧工事 部長 （株）勝田組 (株)昭栄興業 古俣　信幸

釧路 北海道横断自動車道　釧路市　桜田東改良工事 局長 坂野建設（株） (株)北島土建 工藤　雅也

一般国道３８号　釧路市　鶴野改良工事 局長 市橋建設（株） 道東基礎工業(株) 野崎　智也

歯舞漁港－３．５ｍ岸壁（改良）その他工事 局長 村井建設（株） 北海道富士電機 (株) 磯部　剛

北海道横断自動車道　釧路市　山花西改良工事 部長 白崎建設（株） (株)北島土建

根室地区　根室２号幹線配水管末端施設明郷工区外一連工事 部長 高玉建設工業（株） 太平洋設備（株） 本間　康之

帯広 十勝川改修工事の内　屈足築堤外河岸保護工事 局長 （株）北土開発 鎌田建設工業(株) 宇佐見　淳

一般国道３３６号　大樹町　歴舟橋補修補強工事 局長 宮坂建設工業（株） (有)丸あ安部建設 木村　隆志

芽室川西地区　東かわにしファームポンド外一連工事 局長 宮坂建設工業（株） 長屋建設工業(株) 武藤　こころ

一般国道３８号　豊頃町　豊頃大橋上部補強工事 部長 拓殖工業（株） 啓北建設工業(有) 大岸　和也

北海道横断自動車道　陸別町　勲祢別北改良工事 部長 萩原建設工業（株） (株)ネクスト 土橋　勝美

一般国道２７３号　上士幌町　黒石平改良外一連工事 部長 栗林建設（株） (株)勝建工業 岸田　健一

一般国道２４１号　音更町　平原大橋橋脚補強工事 部長 西江建設（株） (株)アール・フォース 菊池　吉春

網走 網走川応急対策事業の内　大曲右岸特殊堤補修外工事 局長 南建設（株） ライト工業(株) 水島　俊

遠軽北見道路　遠軽町　旭野改良外一連工事 局長 松谷建設（株） (株)北きつね牧場 斉野　大輔

宇遠別川地区　トーツル沼切替排水路改修工事 部長 （株）丸田組 (株)内藤組 石黒　安秀

留萌 一般国道２３１号　増毛町　黒岩トンネル補修外一連工事 部長 山高建設工業（株） (株)和合 塙　征人

一般国道２３９号　苫前町　霧立法面補修工事 部長 （株）東北建設 北海道三祐(株) 本多　忠髙

遠別漁港新北防波堤補修工事 部長 白鳥建設工業（株） 萌州建設（株） 嶋田　敏博

稚内 一般国道２３８号　稚内市　東浦法面補修工事 局長 （株）ササキ ライト工業(株) 佐藤　高一郎

稚内港北護岸防波改良工事 局長 藤建設（株） （株）東亜・ソロ・リフォーム 栗山  光弘


