
〇平成２９年度　国土交通省　優良工事　官庁営繕部長表彰　受賞工事　施工者名簿

　・工事名：中央合同庁舎第３号館改修（１４）機械設備その他工事
　・工期：平成２６年１０月１７日～平成２９年２月２８日
　・工事内容：空調熱源設備改修

会社名 契約次数 役職 氏名 ふりがな 人数
元請会社 5
オーク設備工業(株) 現場代理人 木村　伸明 きむら　のぶあき

監理技術者 木村　舞子 きむら　まいこ
担当技術者 川端　守 かわばた　まもる
担当技術者 鈴木　慶一 すずき　けいいち
担当技術者 村下　哲平 むらした　てっぺい

空調配管・搬入・撤去・足場工事 12
(株)エフ・エンジニアリング 1次 主任技術者 猪狩　和則 いがり　かずのり

職長 長戸　貴幸 ながと　たかゆき
ジェイク(株) 2次 主任技術者 坂木　洋吉 さかき　ひろよし

職長 佐藤　昭芳 さとう　よしあき
マルトモ機設(株) 2次 主任技術者 遠山　政男 とおやま　まさお

職長 岡辺　健一 おかべ　けんいち
松元管工業(有) 2次 主任技術者 小林　明弘 こばやし　あきひろ

職長 木地本　彰夫 きじもと　あきお
アイキャン(株) 2次 主任技術者 山崎　雅春 やまざき　まさはる

職長 鈴木　尚一 すずき　なおかず
大京建機(株) 2次 主任技術者 今岡　寛始 いまお　かひろし

職長 津原　猛 つはら　たけし

電気工事 12
タスカ(株) 1次 主任技術者・職長 諏訪　亨 すわ　とおる
池原電設(株) 2次 主任技術者・職長 池原　達雄 いけはら　たつお

大谷　勲 おおたに　いさお
山田　光紀 やまだ　みつのり
宇佐美　将 うさみ　まさる
藤田　祐也 ふじた　ひろや
青木　豊 あおき　ゆたか
桑原　豊三 くらはら　とよみ
木村　淳一 きむら　じゅんいち
遠嶋　貴法 とおじま　たかのり
宮原　剣志郎 みやはら　けんしろう
浅賀　俊彦 あさが　としひこ

保温工事 4
定道興業(株) 1次 主任技術者・職長 田畑　貴生 たばた　たかお

若尾　学 わかお　まなぶ
(有)保温板金古庄 2次 主任技術者・職長 古庄　忠文 ふるしょう　ただふみ
宮島保温工業 2次 職長 宮島　征治 みやじま　せいじ

自動制御工事 6
フィット電装(株) 1次 主任技術者 春日　智文 かすがともふみ

職長 半澤　学 はんざわ　まなぶ
松浦　有 まつうら　ゆう

(有)カドノエンタープライズ 2次 主任技術者・職長 角野　慎司 かどの　しんじ
八熊　淳 やぐま　じゅん
笠井　義文 かさい　よしふみ

建築工事 29
(株)ジョウナン 1次 主任技術者 宇佐美　隆 うさみ　たかし

職長 塙　隆典 はなわ　たかのり
(株)アーレスティ 2次 職長 大津　裕之 おおつ　ひろゆき
(有)和光産業 3次 主任技術者 諏訪　健二 すわ　けんじ

職長 小野寺　雅史 おのでら　まさし



会社名 契約次数 役職 氏名 ふりがな 人数
大藤工業(株) 2次 主任技術者・職長 磯崎　重明 いそざき　しげあき
新栄興業(株) 3次 主任技術者 齊藤　浩太郎 さいとう　こうたろう

職長 安食　聡 あじき　さとし
黒田　俊二 くろだ　しゅんじ
渡邉　孝則 わたなべ　たかのり
村山　宜督 むらやま　のぶたか
武田　剛 たけだ　ごう
秋山　昌洋 あきやま　まさひろ
石川　知章 いしかわ　ともあき
篠原　孝 しのはら　たかし
清水　宏明 しみず　ひろあき
山田　春六 やまだ　はるろく
吉田　浩一 よしだ　こういち
吉田　一大 よしだ　かずひろ
岩本　龍司 いわもと　りゅうじ
木内　和也 きうち　かずや

(株)プラントシステム 1次 主任技術者・職長 郷田　昇 ごうでん　のぼる
(株)ピーエスエンジニアリング 2次 主任技術者・職長 森永　和広 もりなが　かずひろ
鹿倉工業(株) 2次 鹿倉　育男 しかくら　いくお

菊　栄一 きく　ええいち
阿部　壮文 あべ　たけふみ
小川　芳幸 おがわ　よしゆき
小川　誠 おがわ　まこと
小川　徳先 おがわ　のりゆき

アスベスト処理 6
新和環境(株) 1次 主任技術者・職長 志村晃 しむら　あきら

立石賢人 たていし　けんと
新生環境(株) 2次 主任技術者・職長 齋藤達也 さいとう　たつや

森川勉 もりかわ　つとむ
下村育馬 しもむら　いくま
金津力 かなつ　りき

コア抜き工事 8
(株)日祥 1次 主任技術者 山本雅洋 やまもと　まさひろ

職長 鳥居慶顕 とりい　よしあき
内藤一輝 ないとう　かずき
山名英雄 やまな　ひでお
遠藤孝志 えんどう　たかし
山本倫雄 やまもと　みちお

井上ダイヤ 2次 職長 井上義勝 いのうえ　よしかつ
レクシー 2次 職長 寺田健一 てらだ　けんいち

ガス工事 6
(株)キャプティ 1次 職長 山本健太 やまもと　けんた
Ｔ－ＤＥＫ(株) 2次 主任技術者・職長 鈴木邦夫 すずきくにお

小野寺修 おのでら　おさむ
徳村直彦 とくむらなおひこ
平山明宏 ひらやまあきひろ
森本弘伸 もりもとひろのぶ

煙道工事・架台製作取り付け 5
協伸工業(株) 1次 主任技術者・職長 岩澤孝史 いわさわ　たかし

並木茂之 なみき　しげゆき
市川修吾 いちかわ　しゅうご
梨子木英明 なしき　ひであき
佐々木勝利 ささき　かつとし

人数合計 93

注）本名簿は、元請企業から各協力企業を通じて、個人名の掲載を承諾いただいた方のみ掲載しています。


