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札幌 河川 幾春別川総合開発事業の内　新桂沢ダム右岸斜面対策外工事 伊藤組土建（株） 千葉　俊彦

河川 石狩川改修補償工事の内　江別太遊水地西１３号橋下部工外工事 （株）砂子組 廣上　伸二

河川 豊平川砂防事業の内　南の沢川渓流堰堤外工事 北土建設（株） 滝本　浩靖

道路 道央圏連絡道路　南幌町　南１４線改良工事 （株）北英建設 新免　義浩 ○

道路 一般国道２７５号　江別市　新石狩大橋改良工事 伊藤組土建（株） 東　栄治

道路 道央圏連絡道路　千歳市　中央改良工事 岩田地崎建設（株） 西　久悦 ○

農業 北海地区　北海幹線用水路赤平住吉工区工事 （株）泰進建設 須合　信夫

函館 道路 函館新外環状道路　函館市　陣川改良工事 （株）森川組 西里　朋和 ○

道路 函館江差自動車道　木古内町　大平西改良工事 齊藤建設（株） 村上  直人 ○

港湾等 函館港若松地区岸壁建設工事 （株）松本組 堀　儀之

小樽 道路 一般国道５号　余市町　栄町トンネル工事 （株）草別組 五十山田　博隆

道路 一般国道２３０号　喜茂別町　楓橋拡幅外一連工事 （株）佐々木組 小岩　央

旭川 河川 石狩川砂防事業の内　層雲峡地区砂防施設整備工事 タカハタ建設（株） 松浦　泰裕

道路 一般国道４０号　中川町　上琴平改良工事 荒井建設（株） 大森　伸樹

道路 旭川十勝道路　富良野市　学田改良工事 （株）丸善建設 平林　悠希 ○

農業 富良野盆地地区　西中二工区区画整理工事 花本建設（株） 砂子　憲司

室蘭 河川 胆振海岸　白老町萩野８４番４地先災害復旧工事 菱中建設（株） 表　孝弘

道路 日高自動車道　日高町　旭町西改良工事 （株）高橋建設 川井　直規

道路 一般国道３３６号　様似町　二雁別橋補修工事 池田建設（株） 熊谷　生人

農業 勇払東部（二期）地区　厚幌導水路豊沢南工区工事 北紘建設（株） 吉田　伸行

釧路 道路 北海道横断自動車道　釧路市　湯波内中央改良工事 市橋建設（株） 尾関　利美 ○

道路 一般国道４４号　釧路町　新別保大橋Ｐ１橋脚工事 岩倉・渡辺　経常ＪＶ

岩倉建設（株） 足立　健司

渡辺建設工業（株） 千葉　清隆

道路 一般国道４４号　釧路町　上別保東改良工事 高玉建設工業（株） 髙畠　猛

港湾等 厚岸漁港－４．５ｍ岸壁改良（上部工）その他工事 白崎・堀松　経常ＪＶ

白崎建設（株） 三浦　義史

堀松建設工業（株） 小塚　昭広

帯広 河川 音更川左岸中士幌地先災害復旧工事 村上土建開発工業（株） 広瀬　正志

河川 音更川音更築堤災害復旧工事 宮坂建設工業（株） 坂田　信

道路 一般国道２７４号　清水町　石山南改良工事 宮坂建設工業（株） 中原　孝行 ○

道路 一般国道３８号　清水町　小林橋下部工事 萩原建設工業（株） 奥村　祐介

農業 直轄災害復旧事業　御影地区　石山頭首工災害復旧工事 髙堂建設（株） 杉本　浩司

網走 河川 常呂川右岸北見市端野町一区東１９号地先災害復旧工事 三和工業（株） 柴田　悟志

道路 旭川紋別自動車道　遠軽町　栄野南改良工事 松谷建設（株） 会田　幹夫

道路 一般国道２４２号　北見市　清見改良工事 水元建設（株） 松浦　王洋

道路 旭川紋別自動車道　遠軽町　三沢西改良工事 （株）渡辺組 中田　圭一

留萌 道路 一般国道２３２号　留萌市　塩見改良工事 萌州建設（株） 伊勢田　伸也

稚内 道路 一般国道２３８号　稚内市　防護柵補修外一連工事 （株）ササキ 堀　英志
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本局 営繕 北見地方合同庁舎改修１６建築その他工事 （株）山本工務店 渡辺　学

札幌 河川 空知川左岸南富良野町幾寅地先上流災害復旧工事 草野作工（株）

河川 石狩川改修工事の内　蛸の首樋門改築工事 （株）中山組 筒井　紳之

河川 石狩川改修工事の内　晩翠遊水地晩翠樋門周囲堤盛土外工事 宮坂建設工業（株） 吉井　文人

河川 石狩川改修工事の内　東の里遊水地囲ぎょう堤工事 （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　豊平川右岸上流築堤河岸保護外工事 道興建設（株） 伊藤　善和

河川 石狩川改修工事の内　雨竜川幌加内右岸河道掘削工事 （株）神部組 後藤　裕之 ○

河川 石狩川改修附帯工事の内　舞鶴第１揚排水機場撤去外工事 （株）日栄建設 武田　英揮

河川 石狩川改修工事の内　北島遊水地周囲堤外工事 西江・植村　経常ＪＶ

西江建設（株） 青木　功

植村建設（株） 佐藤　博文

道路 道央圏連絡道路　南幌町　南１３線改良工事 草野作工（株） 西川　尚行 ○

道路 一般国道５号　札幌市　鉄東地区交差点舗装外一連工事 北央道路工業（株） 鈴木　崇夫

道路 一般国道２７４号　夕張市　紅楓橋補修外一連工事 さくら佐藤建設（株）

道路 道央圏連絡道路　千歳市　泉郷改良工事 道興建設（株） 加藤　健一

道路 一般国道３６号　千歳市　千歳橋補修外一連工事 （株）玉川組 竹樋　満寛

道路 一般国道１２号　砂川市　砂川電線共同溝設置外一連工事 植村建設（株） 山谷　武司

道路 一般国道４５２号　三笠市　桂沢北改良外一連工事 （株）砂子組 川村　正之

道路 一般国道１２号　滝川市　江部乙南舗装補修工事 極東建設（株） 末村　正幸

道路 一般国道２３１号　石狩市　聚富橋補修外一連工事 岸本産業（株） 大平　陽一

農業 美唄茶志内地区　６４工区区画整理工事 タカハタ建設（株） 小松　亮

農業 南長沼地区　５７工区区画整理工事 （株）田端本堂カンパニー 池上　豊潔

農業 北海地区　北海幹線用水路栗沢耕成工区工事 （株）中山組 澤田　惇史

農業 美唄茶志内地区　６６工区区画整理工事 福中建設（株） 髙松　宣浩

函館 河川 美利河ダム堰堤維持の内　堤体周辺維持工事 （株）岩橋組 岩橋　史雄

道路 北海道縦貫自動車道　七飯町　大沼改良工事 （株）相互建設 木下  貴幸 ○

道路 一般国道２７８号　函館市　函館駅前通電線共同溝工事 （株）高木組 齊藤　嘉晴

道路 一般国道２２８号　上ノ国町　願掛２号橋補修外一連工事 （株）高橋建設 奥野　陽一

道路 一般国道２７８号　函館市　尾札部大橋耐震補強外一連工事 （株）工藤組

道路 函館新外環状道路　函館市　赤川改良工事 （株）山崎建設 小谷　泰夫

道路 一般国道２７８号　函館市　汐泊川橋補修外一連工事 石黒建設（株） 中村　徹

港湾等 大島漁港建設工事 東亜建設工業（株） 山森　勝弘

農業 今金南地区　豊田鈴金工区区画整理工事 （株）林組 堀田　公義

小樽 道路 一般国道５号　余市町　登町改良外一連工事 和田建設工業（株） 徳田　秀明 ○

道路 一般国道２２９号　岩内町　野束災害防除工事 （株）星組土建 水上　丈晴

道路 一般国道２２９号　岩内町　岩内道路維持除雪外一連工事 三陽建設工業（株） 青山　武敏

道路 一般国道５号　共和町　稲穂トンネル防災設備外設置工事 浅川通信（株） 佐藤　敦

港湾等 美国漁港　防波堤改良工事 （株）吉本組 土門　浩之

旭川 河川 天塩川改修工事の内　美深パンケ築堤外工事 赤川建設興業（株） 竹村　望

河川 辺別川右岸西神楽地先外護岸災害復旧工事 （株）アラタ工業 丸田　昭

河川 天塩川改修工事の内　紋穂内左岸外法尻補強工事 （株）山崎組 若松　義男

道路 一般国道１２号　旭川市　神居古潭大橋補修工事 （株）橋本川島コーポレーション 高木　君洋

道路 北海道縦貫自動車道　士別市　川西北改良工事 新谷建設（株） 湊　聡 ○

道路 一般国道２３９号　士別市　黄金橋補修外一連工事 （株）盛永組 竹内　圭

道路 旭川十勝道路　富良野市　清水山改良工事 新島工業（株） 大橋　一義

農業 上士別地区　第１地区１２線東工区区画整理工事 （株）田中工業 北村　秀人

農業 北野地区　１２線６号工区区画整理工事 （株）橋本川島コーポレーション 野原　倫之
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室蘭 河川 胆振海岸　白老町北吉原１０６番地先災害復旧工事 みらい・豊浦　経常ＪＶ

みらい建設工業（株）

豊浦建設工業（株） 伊藤　芳章

河川 鵡川沙流川改修工事の内　旭岡築堤盛土外工事 三ツ矢建設工業（株） 林　進一 ○

道路 日高自動車道　日高町　清畠南改良工事 （株）小金澤組 澁木　慎 ○

道路 日高自動車道　日高町　清畠北改良工事 幌村建設（株） 遠山　亘祐

道路 日高自動車道　日高町　美原東改良工事 （株）伊藤工業 松本　和則 ○

道路 一般国道２７６号　苫小牧市　若草改良工事 （株）遠藤組 一戸　進一

道路 一般国道３６号　室蘭市　母恋高架橋補修工事 大基建設（株） 吉岡　文夫

道路 一般国道２３７号　平取町　池売改良工事 （株）小林組 紺野　伸二

道路 日高自動車道　新冠町　高江改良外一連工事 （株）出口組 柴田　篤志

港湾等 室蘭港築地地区岸壁西－９ｍ改良工事 道南綜合土建（株） 三谷　高司

農業 勇払東部（二期）地区　厚幌美里豊沢工区導水路工事 （株）勝田組 野々村　達夫

農業 勇払東部（二期）地区　厚幌導水路軽舞中央工区外一連工事 （株）高橋建設 高橋　道宏

釧路 河川 釧路川左岸弟子屈原野３３線東地先外災害復旧工事 市橋建設（株） 川向　利彦

道路 一般国道２４０号　釧路市　飽別光ケーブル敷設外工事 サンエス電気通信（株） 小枝　秀昭

道路 一般国道４４号　釧路町　東陽舗装工事 道路工業（株） 前田　毅

道路 北海道横断自動車道　釧路市　美濃西改良外一連工事 葵建設（株） 関口　卓也

道路 北海道横断自動車道　釧路市　桜田東改良工事 （株）小野寺組 星野　義浩

道路 一般国道４４号　釧路市　末広町電線共同溝設置工事 （株）佐々木建設 長谷川　晃央

道路 一般国道３８号　釧路市　大楽毛道路維持除雪外一連工事 三ッ輪建設工業（株） 馬場　正和

港湾等 羅臼漁港防波護岸ケーソン製作据付その他工事 岩倉・渡辺　経常ＪＶ

岩倉建設（株） 小野寺　英志

渡辺建設工業（株） 荢毛　雅

農業 別海北部地区　根釧配１１号用水路末端施設外一連工事 坂野建設（株） 松田　智弘

帯広 河川 札内川左岸上札内橋下流地先外災害復旧工事 斉藤井出建設（株） 末永　圭一

河川 十勝川改修工事の内　統内下流河道掘削工事 西江建設（株） 西川　和仁 ○

河川 戸蔦別川床固工群　ポロシリ大橋上流地先災害復旧工事 川田工業（株） 鎌田　勝治

河川 十勝川改修工事の内　明野８線河道掘削工事 （株）北土開発 久保　元伸 ○

道路 一般国道２７４号　清水町　清流改良工事 （株）平田建設 若原　正志

道路 一般国道２４１号　音更町　音更大通交差点舗装外一連工事 道路工業・東日本　経常ＪＶ

道路工業（株） 中村　知也

東日本道路（株） 北守　康浩

道路 一般国道３３６号　広尾町　宝浜トンネル補修外一連工事 加藤建設（株） 白銀　剛

道路 一般国道２４２号　足寄町　上利別法面防災外一連工事 （株）石橋建設 大谷　隆一

農業 直轄災害復旧事業　御影地区　円山頭首工災害復旧工事 宮坂建設工業（株） 稲船　晃

網走 河川 常呂川左岸北見市常呂町福山２９号地先災害復旧工事 （株）丸田組 長谷川　淳

河川 湧別川・渚滑川維持工事の内　河川維持修繕工事 （株）大栄建設 高見　雅也

河川 常呂川右岸北見市端野町忠志１号地先災害復旧工事 （株）宮田建設 山本　純一

道路 一般国道２４２号　遠軽町　豊里交差点舗装工事 河西建設（株） 日置　雅博

道路 一般国道３３３号　遠軽町　白滝道路維持除雪外一連工事 大同産業開発（株） 横田　晋

道路 一般国道２４３号　美幌町　榎橋補修外一連工事 村井小泉建設（株） 山内　新一

道路 一般国道２３８号　紋別市　沼の上函渠外一連工事 （株）坂本建設 平戸　幸浩

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

道路 旭川紋別自動車道　遠軽町　遠軽インター函渠工事 髙橋土建（株） 小野　亨

農業 津別地区　津別東工区区画整理工事 （株）早水組 山内　健嗣

留萌 河川 天塩川改修工事の内　雄信内築堤外工事 興北建設（株） 藤田　正人 ○

道路 一般国道２３９号　苫前町　霧立峠改良工事 （株）堀口組 鈴木　勝実

道路 一般国道２３２号　小平町　小椴子橋補修外一連工事 （株）清野建設 木村　俊幸

港湾等 天塩港建設工事 白鳥建設工業（株） 竹野　利史

稚内 道路 一般国道４０号　幌延町　幌延南改良工事 錦産業（株） 三隅　信一

道路 一般国道２３８号　浜頓別町　頓別改良工事 （株）富田組 和田　辰浩

港湾等 仙法志漁港西護岸改良その他工事 （株）中田組 諏訪　数昌

農業 勇知地区　勇知川外排水路工事 （株）共成建設 天野　満幸



部局名 事業区分 業務名 業者名 技術者名 備考

本局 河川 気候変動影響を考慮した治水対策検討外業務
気候変動影響を考慮した治水対策検討外業務
リック・ドーコン設計ＪＶ

（一財）北海道河川財団 山本　太郎

（株）ドーコン

札幌 河川 北村遊水地付替道路外検討業務 （株）開発工営社 石川　由憲

河川 空知川河川事務所管内災害復旧事業監理業務 （株）構研エンジニアリング 渡辺　洋一

河川 幾春別川総合開発事業　幾春別川ダム地質解析外業務 日本工営（株） 岩佐　卓実

道路 一般国道２３１号　石狩市　茨戸大橋補修設計外一連業務 北武コンサルタント（株） 坂本　智明

道路 一般国道４５２号　三笠市　桂沢ダム関連道路修正設計外一連業務 北海道道路エンジニアリング（株） 六ツ崎　直樹

道路 岩見沢道路事務所管内　交差点詳細設計業務 北王設計コンサルタント（株） 大森　洋介

道路 滝川道路事務所管内　交通安全対策詳細設計外一連業務 日本データーサービス（株） 大野　淳

農業 篠津青山地区　青山ダム取水放流施設設計等業務 （株）三祐コンサルタンツ 東野　成哉

農業 南長沼地区　２２工区区画整理設計等業務 北王コンサルタント（株） 岩井　剛

函館 河川 後志利別川　流量及び水質調査業務 （株）福田水文センター 亀岡  雅史

道路 函館開発建設部管内　道路積算技術業務 （一財）北海道道路管理技術センター 立石　誠

道路 函館都市圏　道路網整備調査検討業務 （株）リージャスト 平山　博士

港湾等 砂原漁港施設整備検討業務 （株）アルファ水工コンサルタンツ 鎌田　昌弘

小樽 道路 一般国道５号　共和町　共和南道路設計業務 （株）構研エンジニアリング 桶作　雅史

道路 一般国道５号外　道路活用検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 西川　洋一

港湾等 小樽開発建設部管内　環境創出効果検証業務 （株）アルファ水工コンサルタンツ 佐野　朝昭

旭川 河川 石狩川上流・天塩川上流　地域連携減災対策検討業務 （一財）石狩川振興財団 船木　博康

河川 堰堤維持の内　忠別ダム貯水池右岸地質調査解析業務 大地コンサルタント（株） 秋山　道生

河川 石狩川上流　河床低下対策検討外業務 （一財）北海道河川財団 髙山　繁治

道路 富良野道路事務所管内　交通安全対策検討業務 （株）アサヒ建設コンサルタント 渡邉　武稔

道路 旭川開発建設部管内　協働型道路管理計画策定運営業務 （一社）北海道開発技術センター 阿部　正明

道路 北海道縦貫自動車道　士別剣淵名寄間　士別函渠設計業務 （株）アークス山上 和田　達哉

農業 天塩川地域　国営造成水利施設保全対策検討業務 （株）フロンティア技研 菅　睦三

室蘭 河川 沙流川富川地区取水施設詳細設計外業務 （株）ケイジー技研 近藤　信太郎

道路 一般国道２７４号　日高町　日勝峠道路復旧事業検討業務 （一財）北海道道路管理技術センター 近野　康彦

道路 一般国道３６号　室蘭市　瑞之江高架橋耐震設計外一連業務 （株）ドーコン 池田　準

釧路 道路 釧路開発建設部管内　道路現況調査業務 東邦コンサルタント（株） 今野　博己

道路 中標津道路事務所管内外　橋梁点検業務 （株）北未来技研 次村　英毅

農業 別海北部地区　用水路末端施設美原工区設計等業務 （株）ズコーシャ 丹羽　勝久

農業 根室地区　根室３号幹線配水管路設計等業務 （株）農土コンサル 三上　弘樹

帯広 河川 十勝川直轄砂防事業基本計画検討業務 日本工営（株） 松岡　暁

網走 道路 網走開発建設部管内　道路案内表示検討外一連業務 （一社）北海道開発技術センター 大川戸　貴浩

道路 一般国道２４２号　湧別町　社名淵橋補修設計外一連業務 （株）ドボク管理 布施　博輔

農業 雄武丘陵地区　上幌内北工区区画整理設計等業務 （株）ドボク管理 鈴木　聡明

留萌 河川 天塩川下流・留萌川　防災対策検討外業務 （株）リブテック 川原　友和

道路 深川留萌自動車道　留萌市　施工計画検討業務 中央コンサルタンツ（株） 髙平　薫

稚内 道路 一般国道４０号　稚内市　中央電線共同溝詳細設計業務 （株）開発工営社 加藤　和明

農業 サロベツ地区　緩衝帯外機能効果検討等業務 （株）アルファ技研 植屋　賢祐

平成３０年度　北海道開発局優良工事等表彰一覧（業務・局長表彰）



部局名 事業区分 業務名 業者名 技術者名 備考

本局 港湾等 北海道の港湾における岸壁附帯施設整備検討業務 （一社）寒地港湾技術研究センター

営繕 「墓所」となる建物新営１６設計業務
「墓所」となる建物新営１６設計業務　アトリエブンク・総合
設備計画設計ＪＶ

（株）アトリエブンク 菅沼　秀樹

（株）総合設備計画

営繕 札幌北公共職業安定所改修１７設計業務 （株）二本柳慶一建築研究所 小松　明弘

札幌 河川 石狩川下流事前防災行動計画検討外業務
石狩川下流事前防災行動計画検討外業務　ドーコン・環
境防災総合政策研究機構設計ＪＶ

（株）ドーコン 浅野　哲也

（特非）環境防災総合政策研究機構

河川 石狩川下流治水計画検討業務 （株）ドーコン 住吉　丈紀

河川 堰堤維持の内　滝里ダム水質保全対策施設検討外業務 （株）日水コン 嶋　国吉

河川 幾春別川総合開発事業　新桂沢ダム上流斜面地質調査外業務 大地コンサルタント（株） 秋山　道生

河川 石狩川流域連携協働推進検討業務 （一財）石狩川振興財団 佐々木　徹

河川 樹林化抑制対策検討業務 （株）福田水文センター 中本　篤嗣

河川 右南の沢川渓流保全工詳細設計外業務 （株）ケイジー技研 脇田　啓介

河川 輪厚川落差工概略設計業務 （株）リブテック 片山　直樹

河川 堰堤維持の内　夕張シューパロダム動植物現地調査業務 （株）ハブ 毛木　博彰

河川 空知川上流定期縦横断測量業務 日測技研（株） 長原　一郎

道路 一般国道１２号　滝川市　羽衣橋拡幅設計業務 （株）北未来技研 小杉　勝則

道路 一般国道４５２号　夕張市　千年橋補修設計外一連業務 （株）シビテック 伊藤　公彦

道路 一般国道１２号　美唄市　峰延道路実施設計外一連業務 （株）開発工営社 宮古　智

道路 一般国道２３４号　岩見沢市　栗沢法面地質調査外一連業務 明治コンサルタント（株）

道路 一般国道３６号　千歳市　錦町電線共同溝施工計画検討業務 （株）北海道近代設計 山本　知幸

道路 道央圏連絡道路　長沼町　長沼南幌道路外箱型函渠修正設計業務 （株）土木技術コンサルタント 鬼塚　靖

農業 南長沼地区　３８工区区画整理設計等業務 サンスイコンサルタント（株） 別所　巨貴

農業 夕張川地域　国営造成水利施設機能診断調査等業務 （株）フロンティア技研 澤田　和男

農業 美唄茶志内地区　８７・８８工区外区画整理設計等業務 （株）ズコーシャ 高橋　宣之

農業 雨竜暑寒地区　中島南工区区画整理設計等業務 （株）農土コンサル 野倉　士敬

農業 道央用水（三期）地区　道央注水工外通水試験等業務 （株）アルファ技研 柿下　大

函館 道路 一般国道２２８号　福島町　松浦防災対策設計外一連業務 （株）構研エンジニアリング 岡　宣克

道路 函館開発建設部管内　交通量調査業務 北海道道路エンジニアリング（株） 谷内田　拓磨

道路 一般国道２２９号　せたな町　嗣内橋補修設計外一連業務 （株）メイセイ・エンジニアリング 伊勢谷　智映

道路 函館道路事務所管内　道路維持修繕工事計画検討業務 （株）東鵬開発 楢山　透

港湾等 臼尻漁港外１港　臨港道路整備検討その他業務 日本工営（株） 木下　将

農業 今金南地区　上金原工区区画整理設計等業務 アルスマエヤ（株） 佐々木　則之

小樽 道路 一般国道５号　共和町外　工事計画検討業務 （株）ドーコン 田村　剛

道路 一般国道２７６号　共和町　旭橋補修設計外一連業務 北武コンサルタント（株） 坂本　智明

道路 倶知安開発事務所管内　道路附属物点検業務 ＨＲＳ（株） 佐々木　裕之

道路 一般国道２２９号　岩内町　雷電擁壁現況調査設計業務 （株）土木技術コンサルタント 村田　良英

道路 一般国道５号　仁木町　大江地質調査業務 大地コンサルタント（株） 秋山　道生

農業 ニセコ地区　ニセコ工区区画整理設計等業務 （株）アルト技研 木村　慎一郎

農業 ニセコ地区　光栄工区区画整理設計等業務 サンスイコンサルタント（株） 山口　義博

旭川 河川 天塩川サンルダム建設事業の内　基礎処理評価業務 （株）ドーコン 富岡　敬

河川 石狩川上流・天塩川上流　航空写真撮影図化業務 （株）北海道朝日航洋 廣瀬　隆如

河川 石狩川維持の内　堤防外調査業務 （株）日興ジオテック 佐々木　健

道路 旭川道路事務所管内　交通安全対策設計業務 （株）フジ土木設計 菅原　治

道路 旭川十勝道路　富良野市　北の峰トンネル水文調査解析業務 日本工営（株） 安里　長浩

道路 一般国道３９号　上川町　清瀬橋補修設計外一連業務 （株）北未来技研 小杉　勝則

農業 てしおがわ剣和地区　剣和幹線用水路大成工区設計等業務 五大建設コンサルタント（株） 鈴木　範行

農業 大雪東川第一地区　倉沼川東１０号工区区画整理設計等業務 （株）アルト技研 山本　毅

平成３０年度　北海道開発局優良工事等表彰一覧（業務・部長表彰）
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室蘭 河川 沙流川河口域外遡河魚類環境調査検討業務 （公社）北海道栽培漁業振興公社 新居　久也

河川 樽前山砂防設備配置検討業務 八千代エンジニヤリング（株） 池田　誠

道路 室蘭道路事務所管内　道路修正設計業務 （株）エーティック 櫻井　信作

道路 一般国道２７４号　むかわ町　福山橋補修設計外一連業務 （株）北未来技研 細井　智雄

道路 一般国道２７６号　伊達市外　道路附属物点検業務 道建コンサルタント（株） 嶋﨑　満

道路 室蘭開発建設部管内　交通実態調査業務 （株）メイセイ・エンジニアリング 守屋　正

港湾等 苫小牧港漂砂対策検討業務 （一社）寒地港湾技術研究センター

港湾等 苫小牧港流況調査その他業務 日本データーサービス（株） 田畑　真一

農業 勇払東部（二期）地区　野安部分水工外設計業務 ＮＴＣコンサルタンツ（株） 源田　和隆

釧路 河川 釧路川堤防質的強化外検討業務 （株）開発工営社 鈴木　智之

道路 一般国道４４号　釧路町外　別保温根沼間路線検討業務 （株）ドーコン 木本　光則

道路 一般国道２４０号　釧路市　阿寒湖温泉地区地質調査業務 環境コンサルタント（株） 佐藤　隆直

道路 中標津道路事務所管内　工事監督支援業務 （一財）北海道道路管理技術センター 小西　孝

道路 一般国道３８号　釧路市　尺別橋外橋梁耐震対策設計業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 佐藤　喬

港湾等 厚岸漁港－５．５ｍ岸壁改良実施設計その他業務 （株）豊水設計 前田　健志

港湾等 落石漁港老朽化調査業務 日本データーサービス（株） 清水　敏明

農業 美留和地区　農地保全工美留和北工区設計等業務 （株）小出コンサルタント 佐藤　公拓

帯広 河川 十勝川水系自然再生検討業務 （株）ドーコン 住友　慶三

河川 音更川内水排水検討外業務 （株）リブテック 川原　友和

河川 十勝川下流工事箇所環境調査検討業務 （株）北開水工コンサルタント 田崎　冬記

道路 一般国道３８号　帯広市　札内橋耐震設計業務 （株）ドーコン 中田　泰広

道路 帯広広尾自動車道　大樹町　歴舟川橋橋梁詳細設計業務 中央コンサルタンツ（株） 瀬戸　貴行

道路 一般国道２４２号　陸別町　深雪跨線橋補修設計業務 北王設計コンサルタント（株） 笠原　頼太郎

道路 一般国道３３６号　広尾町　モイケシ覆道外補修設計業務 （株）土木技術コンサルタント 谷口　直弘

道路 一般国道３３６号　大樹町　歴舟橋外耐震設計業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 佐藤　喬

道路 帯広開発建設部管内　道路交通量観測調査業務 平田技術コンサルタント（株） 藤川　和男

農業 芽室川西（一期）地区　帯広かわにし導水路基本設計業務 （株）フロンティア技研 鈴木　和志

網走 河川 網走開発建設部管内　広域ネットワーク構築詳細設計業務 日本工営（株） 津島　博志

河川 常呂川河川整備基本方針検討外業務 （株）ドーコン 大村　宣明

道路 一般国道３３３号　遠軽町　安国路線測量業務 （株）山腰測量設計事務所 橋本　直彦

道路 一般国道３３４号　斜里町　交通安全対策検討外一連業務 （株）ドーコン 及川　宏之

道路 一般国道３９号　北見市　イトムカ橋拡幅設計業務 （株）開発工営社 青地　知也

道路 一般国道３３４号　斜里町　弁財越波対策設計外一連業務 （株）構研エンジニアリング 高橋　浩司

農業 津別地区　豊永その２工区区画整理設計等業務 （株）ズコーシャ 前川　涼子

農業 津別地区　東岡その１工区区画整理設計等業務 北王コンサルタント（株） 大野　充雅

留萌 河川 天塩川下流　汽水環境整備計画検討業務 （株）ドーコン 住友　慶三

道路 一般国道２３２号　小平町　花岡越波対策設計外一連業務 （株）ドーコン 上北　正一

道路 留萌開発建設部管内　道路計画資料作成業務 小杉測量設計（株） 鈴田　雅則

農業 産士地区　環境モニタリング調査業務 内外エンジニアリング北海道（株） 松尾　敏宏

稚内 道路 一般国道２３８号　猿払村　富士見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

道路 一般国道２３８号　稚内市　宗谷岬法面対策検討業務 （株）構研エンジニアリング 小林　一人

道路 一般国道２７５号　中頓別町　弥生地質調査外一連業務 太平洋総合コンサルタント（株） 吉本　裕二

港湾等 抜海漁港漂砂解析検討業務 （一社）寒地港湾技術研究センター

農業 勇知地区　農地保全工設計等業務 北王コンサルタント（株） 中辻　至


