
平成２８年１２月１３日

北海道開発局長から感謝状を授与します

～今夏の大雨災害からの復旧等に協力された６１４者へ～

授与式等年月日：平成２８年１２月１９日（月）から１２月２２日（木）までの間

実 施 箇 所：本局並びに札幌、函館、小樽、旭川、室蘭、釧路、帯広、網走及び稚内開

発建設部

（詳細は別紙１・２のとおり）

北海道開発局では、本年８月２０日以降北海道内各地で発生した大雨災害に関し、被災

地における復旧事業等に御協力をいただいた団体等（５５０社、１６団体及び４８個人

（計６１４者））に対して、北海道開発局長感謝状を授与します。

つきましては、同感謝状授与式及び伝達式を、本局及び関係開発建設部において執り行

いますのでお知らせします。

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 電話（代表）011-709-2311

事業振興部 防災課 課長補佐 洼 畑 正 幸 （内線５９４４）
うるしばた

事業振興部 防災課 防災係長 瀬 野 健 一 （内線５４５９）
せ の
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平成２８年夏季大雨災害に伴う復旧等への協力団体等に対する感謝状の授与について

趣旨

平成２８年８月以降北海道に相次いで上陸した台風や停滞した前線の影響により、北海

道各地で記録的な大雨となり、河川の氾濫や土砂災害が発生しました。

その際、多くの団体等に、災害への応急対応、復旧作業、各種調査等の御協力をいただ

いたことから、感謝の意を表するため、北海道開発局長から感謝状を授与するものです。

対象団体等

６１４者（別紙２のとおり）

感謝状授与式及び伝達式の日時及び会場

【授与式】

○北海道開発局本局 平成２８年１２月１９日（月） １５：００～

札幌市北区北８条西２丁目 札幌第一合同庁舎１５階 局長室

（本授与式は、北海道建設業協会並びに空知、旭川、室蘭、帯広及び網走の各建設業協

会を対象とします。）

【伝達式】

○札幌開発建設部 平成２８年１２月１９日（月） １６：００～

札幌市中央区北２条西１９丁目

札幌開発総合庁舎４階１・２号会議室

○函館開発建設部 平成２８年１２月２１日（水） １０：３０～

函館市大川町１番２７号 庁舎地下会議室

○小樽開発建設部 平成２８年１２月２２日（木） １１：００～

小樽市潮見台１丁目１５番５号 庁舎１階第１会議室

○旭川開発建設部 平成２８年１２月２２日（木） １３：００～

旭川市宮前１条３丁目３番１５号

旭川合同庁舎東館１階入札執行室

○室蘭開発建設部 平成２８年１２月２２日（木） １３：３０～

室蘭市入江町１番地１４ 庁舎１階大会議室

（別紙１）
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○釧路開発建設部 平成２８年１２月２１日（水） １３：１５～

釧路市幸町１０丁目３番地

釧路地方合同庁舎５階 共用会議室

○帯広開発建設部 平成２８年１２月２２日（木） １３：３０～

帯広市西４条南８丁目 庁舎１階第３・４会議室

○網走開発建設部（以下の３事務所にて実施）

・遠軽開発事務所 平成２８年１２月１９日（月） １３：３０～

紋別郡遠軽町大通北７丁目 事務所庁舎３階会議室

・北見河川事務所 平成２８年１２月２０日（火） １３：３０～

北見市田端町７１番地 事務所庁舎１階会議室

・北見道路事務所 平成２８年１２月２０日（火） １５：００～

北見市西三輪５丁目９番地１ 事務所庁舎１階会議室

○稚内開発建設部 平成２８年１２月１９日（月） １１：００～

稚内市末広５丁目６番１号

稚内地方合同庁舎 ３階共用会議室

※各開発建設部においても本件感謝状伝達式について報道発表いたします。各開発建設部

における伝達式の取材につきましては、別途報道発表する際に記載する各開発建設部の

問合せ先まで御連絡願います。



（別紙２）　平成２８年夏季大雨災害に伴う復旧等への協力団体等に対する感謝状授与対象者

開建 対象団体等名（敬称略）

本局 一般社団法人　北海道建設業協会

本局 一般社団法人　空知建設業協会

本局 一般社団法人　旭川建設業協会

本局 一般社団法人　室蘭建設業協会

本局 一般社団法人　帯広建設業協会

本局 一般社団法人　網走建設業協会

札幌
防災エキスパート　酒井　良平
（一般財団法人　石狩川振興財団　所属）

札幌
防災エキスパート　鈴木　優一
（一般財団法人　北海道河川財団　所属）

札幌
防災エキスパート　小和田　信一
（株式会社　ドーコン　所属）

札幌
防災エキスパート　加治　昌秀
（株式会社　日栄建設　所属）

札幌
防災エキスパート　太田口　博夫
（株式会社　ハブ　所属）

札幌
防災エキスパート　橋本　隆司
（株式会社　北英建設　所属）

札幌
防災エキスパート　松下　勝美
（共和コンクリート工業　株式会社　所属）

札幌
防災エキスパート　柳屋　圭吾
（宮坂建設工業　株式会社　所属）

札幌
防災エキスパート　葛西　正喜
（宮坂建設工業　株式会社　所属）

札幌 有限会社　住友組

札幌 株式会社　騎西組

札幌 株式会社　シン技術コンサル

札幌 株式会社　武田測量設計事務所

札幌 株式会社　福田水文センター

札幌 伊藤組土建　株式会社

札幌 株式会社　佐賀建商

札幌 有限会社　五十嵐建設運輸

札幌 株式会社　石北

札幌 三星運輸　株式会社

札幌 有限会社　大新興業

札幌 株式会社　マルマサトウ

札幌 居林遠藤建設　株式会社

札幌 栄冠運輸　株式会社

札幌 恵庭建設　株式会社

札幌 株式会社　シイナ重建

札幌 昭和建材工業　株式会社
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開建 対象団体等名（敬称略）

札幌 北方運輸建設　株式会社

札幌 株式会社　内村産業

札幌 谷江産業　株式会社

札幌 有限会社　ミキフジ

札幌 丸北建設運輸　株式会社

札幌 池田産業　株式会社

札幌 有限会社　エヌ・ジー・エフ

札幌 及川産業　株式会社

札幌 株式会社　Ｍz原田

札幌 株式会社　岩崎建設工業

札幌 株式会社　遠藤組

札幌 株式会社　カナモト

札幌 株式会社　神部組

札幌 株式会社　岸本組

札幌 株式会社　北谷組

札幌 青木鉱業　株式会社

札幌 株式会社　エムライン

札幌 東海運輸　株式会社

札幌 株式会社　大丸　北陸興業

札幌 有限会社　新和

札幌 札幌高速運輸　株式会社

札幌 大広運輸　有限会社

札幌 三陽興発　株式会社

札幌 タウン警備　株式会社

札幌 北駿建設　株式会社

札幌 株式会社　半田工業

札幌 株式会社　計良調査設計

札幌 株式会社　櫻井千田

札幌 株式会社　マルハ興産

札幌 株式会社　大野小木

札幌 株式会社　砂子組

札幌 株式会社　タイコウ

札幌 株式会社　ハイテコス

2



開建 対象団体等名（敬称略）

札幌 株式会社　田端本堂カンパニー

札幌 株式会社　玉川組

札幌 株式会社　三翔

札幌 トラスト・セキュリティ　有限会社

札幌 株式会社　ドーコン

札幌 株式会社　中山組

札幌 株式会社　サツイチ

札幌 株式会社　キタヒロ開発

札幌 植村運輸　株式会社

札幌 有限会社　すけっと運輸

札幌 有限会社　佐藤工業

札幌 株式会社　開運工業

札幌 株式会社　海陸興業

札幌 有限会社　平成建材工業

札幌 株式会社　豊商

札幌 株式会社　明北

札幌 有限会社　山谷産業

札幌 関本工業　株式会社

札幌 丸鉄土建　株式会社

札幌 有限会社　北海土建

札幌 山光運輸　株式会社

札幌 有限会社　北照建材工業

札幌 建設運搬　株式会社

札幌 有限会社　藤江産業運輸

札幌 株式会社　藤岡建設

札幌 渡部建設　株式会社

札幌 株式会社　北興建設

札幌 苅谷建設興業　有限会社

札幌 株式会社　マルカツ

札幌 株式会社　丸庭佐藤建設

札幌 株式会社　宮田組石工

札幌 株式会社　森重機工業

札幌 株式会社　泰進建設
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開建 対象団体等名（敬称略）

札幌 株式会社　米川建運

札幌 堀田工業運輸　有限会社

札幌 中里建設運輸　株式会社

札幌 南進建設　株式会社

札幌 有限会社　北誠総業

札幌 有限会社　伊藤建設運輸

札幌 有限会社　三戸建材

札幌 株式会社　吉岡

札幌 草野作工　株式会社

札幌 光栄建設工業　株式会社

札幌 小谷産業　株式会社

札幌 こぶし建設　株式会社

札幌 妻神工業　株式会社

札幌 下竹工業　株式会社

札幌 大東工業　株式会社

札幌 滝川測量設計　株式会社

札幌 滝川通運　株式会社

札幌 中央緑化土木　株式会社

札幌 東亜建材工業　株式会社

札幌 道路工業　株式会社

札幌 富岡産業　株式会社

札幌 富桑工業　株式会社

札幌 南富林建　有限会社

札幌 日重建設　株式会社

札幌 日成建設　株式会社

札幌 日測技研　株式会社

札幌 日吉建設　株式会社

札幌 ファーストセキュリティ　株式会社

札幌 北光興業　株式会社

札幌 北伸建設工業　株式会社

札幌 丸信運輸　株式会社

札幌 丸藤産業　株式会社

札幌 丸紅建材リース　株式会社　札幌支店
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開建 対象団体等名（敬称略）

札幌 丸山産業　有限会社

札幌 南砂利工業　株式会社

札幌 有限会社　伊藤重機

札幌 協和八光建設　株式会社

札幌 札幌興業　株式会社

札幌 株式会社　真和建機運輸

札幌 八光運輸　株式会社

札幌 若美建設　株式会社

札幌 アイルコーポレーション　株式会社

札幌 植村建設　株式会社

札幌 新太平洋建設　株式会社

札幌 平清警備　株式会社

札幌 大北土建工業　株式会社

札幌 馬淵建設　株式会社

札幌 北土建設　株式会社

札幌 嵯峨秀栄測量設計　株式会社

札幌 千廣測量　株式会社

札幌 北洋興業 株式会社

札幌 株式会社　雄幸建設

札幌 合同会社　ワインドアップ

札幌 有限会社　沢田運輸

札幌 株式会社　アイゼン

札幌 株式会社　舟山工業

札幌 有限会社　畠山興産

札幌 有限会社　我妻重建クリエート

札幌 株式会社　エフジェイ道路

札幌 大松建設工業　株式会社

札幌 株式会社　増友土木

札幌 株式会社　山下土建

札幌 拓友工業　株式会社

札幌 株式会社　林工務店

札幌 北寿産業　株式会社

札幌 有限会社　塚川
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開建 対象団体等名（敬称略）

札幌 株式会社　新十津川建設運輸

札幌 有限会社　雄進建設運輸

札幌 有限会社　高松産業

札幌 サンワ産業　株式会社

札幌 堀口運輸　株式会社

札幌 共立運輸　株式会社

札幌 株式会社　増井運輸

札幌 滝川クレーン興業　株式会社

札幌 株式会社　北豊商建

札幌 王子木材緑化　株式会社　鹿越鉱業所

札幌 奈江採石協同組合

札幌 大道綜合警備　株式会社

札幌 有限会社　中山重機

札幌 有限会社　北新物流

札幌 株式会社　農土コンサル

札幌 株式会社　エーティック

札幌 株式会社　拓和　札幌支店

札幌 株式会社　開発工営社

札幌 株式会社　丹波組

札幌 宮永建設　株式会社

札幌 岩田地崎建設　株式会社

札幌 株式会社　田中組

札幌 札幌建設運送　株式会社

札幌 中定建設工業　株式会社

札幌 一二三北路　株式会社

札幌 栄建設　株式会社

札幌 日通機工　株式会社　札幌支店

札幌 環境開発工業　株式会社

札幌 株式会社　協栄土建

札幌 電通設備　株式会社

札幌 株式会社　通電技術

札幌 株式会社　イコム

札幌 北海電気工事　株式会社
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開建 対象団体等名（敬称略）

札幌 株式会社　弘振電建

札幌 不二建設　株式会社

札幌 五稜建設　有限会社

函館 株式会社　松本組

函館 大林・宮坂・松本特定建設工事共同企業体　構成会社　株式会社　大林組

函館 齊藤建設　株式会社

函館 日道電建　株式会社

函館 横山興業　株式会社

函館 吉建設　株式会社

函館 株式会社　道南土木

函館 函館環境衛生　株式会社

函館 東陽建設　株式会社

函館 株式会社　田中潦風園

函館 株式会社　伊関組

函館 今金町農業協同組合

函館 黒澤自動車　株式会社

函館 和工建設　株式会社

小樽 菊地建設鉱業　株式会社

小樽 株式会社　志比川組　

小樽 北海道川崎建機　株式会社　倶知安支店

小樽 株式会社　ナカジマ

小樽 株式会社　福島建設

旭川 上川調査設計協会

旭川 一般社団法人　北海道地質調査業協会

旭川 一般社団法人　北海道土地改良建設協会

旭川 一般社団法人　北海道土地改良設計技術協会

旭川 赤川建設興業　株式会社

旭川 アサヒ警備保障　株式会社

旭川 荒井建設　株式会社

旭川 株式会社　アラタ工業

旭川 イー・アイ・テック　株式会社

旭川 池上重機

旭川 野田建工・石田兼松経常建設共同企業体　構成会社　株式会社　石田兼松八興建設
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開建 対象団体等名（敬称略）

旭川 株式会社　イトイ産業

旭川 有限会社　伊藤架設工業

旭川 有限会社　伊藤建設工業

旭川 株式会社　今城重機工業

旭川 Ｓ．Ｓ工業　株式会社

旭川 株式会社　Ｆｉｔ

旭川 ＭＴネット　株式会社

旭川 大江建設　株式会社

旭川 株式会社　小椋組

旭川 小山内建設　株式会社

旭川 小田運輸　株式会社

旭川 旭川十勝道路富良野市北の峰トンネル新設工事鹿島・三井住友・荒井特定建設工事共同企業体　構成会社　鹿島建設　株式会社

旭川 河川サービス　株式会社

旭川 カネクラホクト建設工業　株式会社

旭川 兼松運輸　株式会社

旭川 上川町森林組合

旭川 株式会社　川沿土木

旭川 川原クレーン　株式会社

旭川 株式会社　木島工業

旭川 有限会社　北空知警備

旭川 株式会社　北見宇部

旭川 北村林業　株式会社

旭川 きむら企画　株式会社

旭川 株式会社　共通運輸

旭川 旭信建設　株式会社

旭川 極東警備保障　株式会社

旭川 旭勇産業　株式会社

旭川 株式会社　熊木工業

旭川 株式会社　クマザキ電工

旭川 栗林機工　株式会社

旭川 花本・來正経常建設共同企業体　構成会社　株式会社　來正建設

旭川 有限会社　ケイ・ワイ

旭川 株式会社　広立総業
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開建 対象団体等名（敬称略）

旭川 株式会社　コタニ工業

旭川 株式会社　近藤組

旭川 株式会社　コンドー興産

旭川 株式会社　佐藤工建

旭川 株式会社　佐藤土建

旭川 さわだ建設　株式会社

旭川 三共建設　株式会社

旭川 株式会社　三和重機稚内

旭川 しずお建設運輸　株式会社

旭川 株式会社　勝北トランス

旭川 昭和運輸　株式会社

旭川 昭和産業　株式会社

旭川 新旭川運輸　株式会社

旭川 株式会社　新共運輸

旭川 新谷建設　株式会社

旭川 株式会社　神両

旭川 株式会社　スカイビルド

旭川 株式会社　杉本運輸

旭川 株式会社　セイショウ

旭川 瀬戸重機

旭川 株式会社　セラ・システム

旭川 有限会社　曽我部建設

旭川 株式会社　測機社

旭川 株式会社　第一基礎

旭川 第一建設　株式会社

旭川 大建土木　株式会社

旭川 株式会社　大正興業

旭川 大道警備保障　株式会社

旭川 株式会社　タイホク警備

旭川 高田建設　株式会社

旭川 タカハタ建設　株式会社

旭川 拓殖工業　株式会社

旭川 株式会社　只石組
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開建 対象団体等名（敬称略）

旭川 有限会社　田中建材工業

旭川 有限会社　テクノ工機

旭川 株式会社　電業

旭川 株式会社　土井組

旭川 道栄工業　株式会社

旭川 東海産業　株式会社

旭川 東邦電設　株式会社

旭川 東洋ワークセキュリティ　株式会社

旭川 株式会社　トキオテクノ

旭川 株式会社　常盤天塩川建設

旭川 株式会社　トクエー

旭川 有限会社　豊川建工

旭川 株式会社　豊辰

旭川 株式会社　中川阿部建設

旭川 長澤工業　株式会社

旭川 中野工業　株式会社

旭川 ナベシマ工業　株式会社

旭川 新島工業　株式会社

旭川 株式会社　新見産業

旭川 西山電設　株式会社

旭川 日研エンジニアリング　有限会社

旭川 株式会社　日伸建設

旭川 日通機工　株式会社　旭川支店

旭川 日本基礎技術　株式会社

旭川 株式会社　ノア・ビルサービス

旭川 野田建設工業　株式会社

旭川 株式会社　橋本川島コーポレーション

旭川 花本建設　株式会社

旭川 株式会社　日ヶ久保クレーン

旭川 株式会社　檜山鐵工所

旭川 ヒロセ　株式会社

旭川 株式会社　廣野組

旭川 福島興業　株式会社
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開建 対象団体等名（敬称略）

旭川 フクハラ建運　株式会社

旭川 株式会社　藤田組

旭川 株式会社　プロテクト・ガード

旭川 北央貨物運輸　株式会社

旭川 北進運輸　株式会社

旭川 ホクセイ建設　株式会社

旭川 株式会社　北斗警備

旭川 株式会社　北海運輸

旭川 株式会社　北海車輌

旭川 北海道川崎建機　株式会社　旭川支店

旭川 北海電子工業　株式会社

旭川 北海道ロード運輸　株式会社

旭川 株式会社　北開土木

旭川 北海舗道　株式会社

旭川 有限会社　北海ロードサービス

旭川 北興運輸　株式会社

旭川 株式会社　増山建設

旭川 株式会社　丸善運輸

旭川 株式会社　丸善建設

旭川 株式会社　マルタニ工業

旭川 有限会社　マルホ向工業

旭川 株式会社　三浦組

旭川 旭川十勝道路富良野市北の峰トンネル新設工事鹿島・三井住友・荒井特定建設工事共同企業体　構成会社　三井住友建設　株式会社

旭川 三津橋建設　株式会社

旭川 南富運輸　株式会社

旭川 株式会社　宮本運輸

旭川 株式会社　メック大雪

旭川 株式会社　盛永組

旭川 株式会社　安井組

旭川 株式会社　安井組運輸

旭川 株式会社　山崎組

旭川 株式会社　山伏パコム

旭川 有限会社　横田建設

11



開建 対象団体等名（敬称略）

旭川 リアルホーム　株式会社

旭川 株式会社　アークス山上

旭川 旭川設計測量　株式会社

旭川 株式会社　アサヒ建設コンサルタント

旭川 荒木測量設計　株式会社

旭川 上山試錐工業　株式会社

旭川 株式会社　及川土木設計

旭川 株式会社　構研エンジニアリング

旭川 株式会社　三共コンサルタント

旭川 株式会社　三幸測量設計社

旭川 株式会社　三祐コンサルタンツ

旭川 新栄コンサルタント　株式会社

旭川 株式会社　ダイイチプラニング

旭川 大地コンサルタント　株式会社

旭川 株式会社　タイホクプランニング

旭川 東光コンサルタント　株式会社

旭川 株式会社　土木開発センター

旭川 株式会社　日興ジオテック

旭川 株式会社　日昇測量

旭川 株式会社　ネクシス光洋

旭川 パシフィックコンサルタンツ　株式会社

旭川 株式会社　富士建設コンサル

旭川 株式会社　フジ土木設計

旭川 株式会社　北海道朝日航洋

旭川 一般財団法人　北海道河川財団

旭川 株式会社　ミズタエンジニアリング

旭川 株式会社　ランドプランニング

旭川
防災エキスパート　小松　孝志
（一般財団法人 北海道河川財団　所属）

旭川
防災エキスパート　鈴木　俊行
（大北土建工業　株式会社　所属）

旭川
防災エキスパート　加賀　恒夫
（株式会社　盛永組　所属）

旭川 防災エキスパート　髙橋　義春

旭川
防災エキスパート　一条　正憲
（大江建設　株式会社　所属）

旭川
防災エキスパート　岡田　晃示
（一般財団法人 北海道河川財団　所属）
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開建 対象団体等名（敬称略）

旭川
防災エキスパート　片山　寛
（一般財団法人 北海道河川財団　所属）

室蘭 室蘭地区測量設計協会

室蘭 岩倉建設　株式会社　苫小牧本店

室蘭 長尾工業　株式会社

室蘭 有限会社　穴田土建工業

室蘭 有限会社　安田工業

室蘭 株式会社　小松工業

室蘭 北海道生コン圧送　株式会社

室蘭 門脇建設　株式会社

室蘭 株式会社　五十嵐工業

室蘭 松本工業　株式会社

室蘭 株式会社　磯田組

室蘭 有限会社　丸重清川

室蘭 株式会社　熊谷組　北海道支店

室蘭 株式会社　高橋建設

室蘭 菱中建設　株式会社　苫小牧本店

室蘭 陸奥建設　株式会社

室蘭 清水建設　株式会社　北海道支店

室蘭 株式会社　電材重機

室蘭 一心　株式会社

室蘭 苫重建設　株式会社

室蘭 日本道路　株式会社　北海道支店

室蘭 株式会社　苫小牧解体建設

室蘭 有限会社　北越機工建設

室蘭 西村建設　株式会社

室蘭 登建設工業　株式会社

室蘭 株式会社　小林組

室蘭 株式会社　平村建設

室蘭 株式会社　小金澤組

室蘭 新和建設　株式会社

室蘭 株式会社　出口組

室蘭 北海土建工業　株式会社

室蘭 株式会社　手塚組
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開建 対象団体等名（敬称略）

室蘭 池田建設　株式会社

室蘭 株式会社　鵜木組

室蘭 豊浦建設工業　株式会社

室蘭 日測技研　株式会社

室蘭 いであ　株式会社　札幌支店

室蘭 北海道土質コンサルタント　株式会社

室蘭 明治コンサルタント　株式会社

室蘭 株式会社　タナカコンサルタント

室蘭 道建コンサルタント　株式会社

室蘭 株式会社　メイセイ・エンジニアリング

室蘭 シバタ技術コンサルタンツ　株式会社

室蘭 株式会社　桜井測量

室蘭 さくら佐藤建設　株式会社

室蘭 三金工業　株式会社

室蘭 株式会社　武田組

室蘭 北海道川崎建機　株式会社　富川営業所

室蘭 ヱル電　株式会社

室蘭 新日本通信電設　有限会社

室蘭 株式会社　電気工事西川組

室蘭 株式会社　ヴァンテック

室蘭 大同電設　株式会社

室蘭 酒井建設　株式会社

室蘭 日本データーサービス　株式会社

室蘭 株式会社　アルファ技研

釧路 尾田建設　株式会社

釧路 開成建設工業　株式会社

釧路 株式会社　上田組

釧路 釧路開発建設部管内道路防災点検業務 ドーコン・山下コンサルタント設計共同企業体　構成会社　山下コンサルタント　株式会社

釧路 株式会社　本田組

釧路 拓北地下開発　株式会社

釧路 辻谷建設　株式会社

釧路 東邦コンサルタント　株式会社

釧路 三ッ輪建設工業　株式会社
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開建 対象団体等名（敬称略）

釧路 山本電子工業　株式会社　釧路支店

釧路 キャタピラーイーストジャパン　合同会社　北海道支社道央支店

釧路 大斗運輸　株式会社

釧路 小針土建　株式会社

釧路 寺井建設　株式会社

釧路 株式会社　宮原組

釧路 市橋建設　株式会社

釧路 村井建設　株式会社

釧路 ヤマシタ工業　株式会社

釧路 明盛建設　株式会社

釧路 有限会社　摩周植物園

釧路 釧根開発運輸　株式会社

釧路 共和産業　有限会社

釧路 山崎建設工業　株式会社

釧路 中澤運輸　株式会社

釧路
防災エキスパート　高木　政博
（一般財団法人　北海道河川財団　所属）

釧路
防災エキスパート　中村　弘二
（株式会社　上田組　所属）

釧路 防災エキスパート　星　喜友

釧路 防災エキスパート　齋藤　明

釧路 応用地質　株式会社　北海道支店

釧路 東星渡部建設　株式会社

釧路 共和コンクリート工業　株式会社

釧路 株式会社　旭ダンケ

帯広 株式会社　ドゥ・エンジニアリング

帯広 浅川通信　株式会社

帯広 永光建設　株式会社

帯広 エスエスコンサル　株式会社

帯広 株式会社　伊豆倉組

帯広 株式会社　北開水工コンサルタント

帯広 株式会社　長大

帯広 株式会社　土木技術コンサルタント

帯広 株式会社　石橋建設

帯広 株式会社　川村組
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開建 対象団体等名（敬称略）

帯広 株式会社　サクシン

帯広 株式会社　高橋組

帯広 株式会社　平田建設

帯広 株式会社　フクタ

帯広 株式会社　桑野建設

帯広 株式会社　酉島製作所

帯広 株式会社　北土開発

帯広 株式会社　萬和建設

帯広 株式会社　遊佐組

帯広 クボタ機工　株式会社　北海道営業所

帯広 栗林建設　株式会社

帯広 国際航業　株式会社　北海道支店

帯広 斉藤井出建設　株式会社

帯広 清水開発・池戸経常建設共同企業体　構成会社　清水開発工業　株式会社

帯広 清水開発・池戸経常建設共同企業体　構成会社　株式会社　池戸土建

帯広 髙堂建設　株式会社

帯広 東洋通工　株式会社

帯広 東和建設　株式会社

帯広 東和工研　株式会社

帯広 トキワ地研　株式会社

帯広 永井工業　株式会社

帯広 中前建設　株式会社

帯広 西江建設　株式会社

帯広 西岡建設　株式会社

帯広 日通機工　株式会社　帯広支店

帯広 萩原建設工業　株式会社

帯広 東光舗道　株式会社

帯広 株式会社　日協運輸

帯広 平田技術コンサルタント　株式会社

帯広 北栄道路　株式会社

帯広 北央道路工業　株式会社

帯広 宮坂建設工業　株式会社

帯広 宮田帯東　株式会社
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開建 対象団体等名（敬称略）

帯広 村上土建開発工業　株式会社

帯広 河井ローダー建設　株式会社

帯広 鎌田建設工業　株式会社

帯広 川田工業　株式会社

帯広 株式会社　フロンティア技研

帯広
防災エキスパート　横道　雅己
（株式会社　北開水工コンサルタント　所属）

帯広
防災エキスパート　成田　明
（一般財団法人　北海道河川財団　所属）

帯広
防災エキスパート　小川　俊二
（斉藤井出建設　株式会社　所属）

帯広
防災エキスパート　平野　正則
（東和工研　株式会社　所属）

帯広
防災エキスパート　中　広幸
（大地コンサルタント　株式会社　所属）

帯広
防災エキスパート　紅葉　克也
（株式会社　紅葉流域設計　所属）

帯広
防災エキスパート　嶋宮　政樹
（植村土建　株式会社　所属）

帯広
道路防災エキスパート　佐藤　薫
（東光舗道　株式会社　所属）

帯広
道路防災エキスパート　長谷川　高司
（株式会社　畑下組　所属）

帯広 道路防災エキスパート　沼澤　義廣

帯広
道路防災エキスパート　拜戸　悟
（藤原工業　株式会社　所属）

帯広
道路防災エキスパート　柴田　竑
（栗林建設　株式会社　所属）

帯広
道路防災エキスパート　佐々木　秀男
（一般社団法人　北海道開発技術センター　所属）

帯広
道路防災エキスパート　戸松　義博
（宮坂建設工業　株式会社　所属）

帯広
道路防災エキスパート　三村　清
（一般社団法人　北海道開発技術センター　所属）

網走
防災エキスパート　鈴木　俊己
（一般財団法人 北海道河川財団　所属）

網走
防災エキスパート　中橋　和夫
（一般財団法人　北海道河川財団　所属）

網走
防災エキスパート　五十嵐　誠
（大東工業　株式会社　所属）

網走
防災エキスパート　嶋﨑　正美
（株式会社　東京建設コンサルタント　北海道支店　所属）

網走
防災エキスパート　畦田　益美
（株式会社　野口建設　所属）

網走
防災エキスパート　数田　茂
（一般財団法人 北海道河川財団　所属）

網走
防災エキスパート　八木　勝良
（北土建設　株式会社　所属）

網走 防災エキスパート　出蔵　諭

網走
防災エキスパート　関田　透
（新谷建設　株式会社　所属）

網走 防災エキスパート　浅利　晴雄

網走
道路防災エキスパート　阿部　富次
（株式会社　丸田組　所属）

網走
道路防災エキスパート　泉　知廣
（興和建設　株式会社　所属）

網走
道路防災エキスパート　三原　豊
（北辰土建　株式会社　所属）
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開建 対象団体等名（敬称略）

網走 ローメック・構研設計共同体　構成会社　一般財団法人　北海道道路管理技術センター

網走 北東電気　株式会社

網走 山本電子工業　株式会社

網走 株式会社　エクサ設計

網走 株式会社　ドボク管理

網走 株式会社　ムラコシ

網走 ランドシステム　有限会社

網走 株式会社　管野組

網走 株式会社　丸田組

網走 株式会社　宮田建設

網走 株式会社　大栄建設

網走 株式会社　大江建設工業

網走 株式会社　中神土木設計事務所

網走 株式会社　渡辺組

網走 株式会社　道和建設

網走 日新工業　株式会社

網走 日本工営　株式会社　札幌支店

網走 北方建設産業　株式会社

網走 五十嵐建設　株式会社

網走 鐘ヶ江建設　株式会社

網走 株式会社　ゴダイ

網走 株式会社　西村組

網走 共栄自動車工業　株式会社

網走 聖太建設　株式会社

網走 大起コンサルタント　株式会社

網走 茶木建設　株式会社

網走 美幌貨物自動車　株式会社

網走 芙蓉建設　株式会社

網走 北辰土建　株式会社

網走 北海道川崎建機　株式会社　北見支店

網走 永田建設　株式会社

網走 河西建設　株式会社

網走 丸建工業　株式会社
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開建 対象団体等名（敬称略）

網走 興和建設　株式会社

網走 高橋土建　株式会社

網走 三九建設　株式会社

網走 三和工業　株式会社

網走 松谷建設　株式会社

網走 水元建設　株式会社

網走 村井小泉建設　株式会社

網走 丹野工業　株式会社

網走 津別建設　株式会社

網走 土屋工業　株式会社

網走 南建設　株式会社

網走 北海ロード　株式会社

網走 北海道ロードメンテナンス　株式会社

網走 北成建設　株式会社

網走 北洋建設　株式会社

網走 株式会社　野口建設

網走 株式会社　そうけん

稚内 株式会社　ササキ

稚内 株式会社　佐々木組

稚内 錦産業　株式会社

稚内 株式会社　寺沢組
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