
                      

 令和4年3月28日 
総合政策局 国際政策課・海外プロジェクト推進課 

 

令和３年度 海外インフラプロジェクト優秀技術者表彰式を 

開催しました！ 
 
海外インフラプロジェクトに従事した優秀な技術者を表彰する「海外インフラプロジェクト優

秀技術者表彰式」を3月24日（木）に開催いたしました。 

 

国土交通省では、海外インフラプロジェクトに従事した技術者の実績を認定するとともに、特

に優秀な技術者を表彰する「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」の運用を行って

います。今年度の「海外インフラプロジェクト優秀技術者 国土交通大臣賞」及び「国土交通大臣

奨励賞」受賞者に対して、3月24日（木）に表彰式をオンライン形式で開催いたしました。 
 

１．開催概要 

日  時 2022年3月24日（木） 15:00～15：30 

開催形式 WEB配信によるオンライン形式 

次  第 ・吉岡技監・小澤委員長祝辞 

・受賞者表彰（受賞者一覧は別紙1・別紙2参照） 
 

２．結果概要 

今年度の「海外インフラプロジェクト優秀技術者 国土交通大臣賞」受賞者15名、及び「国土交通大臣

奨励賞」9 名（1 名欠席）の 24 名に対し、吉岡技監及び海外インフラプロジェクト技術者評価委員会 小

澤委員長（東京大学教授）より祝辞が送られました。 

受賞者代表4名に対して表彰状の授与が行われ、吉岡技監より表彰状の読み上げが行われたのち、受賞

者より受賞の喜びと今後の抱負を述べるスピーチがなされました。 

 

３．表彰式の様子 

表彰式の様子を後日YouTubeにて公開いたします。 
 

 

【問合せ先】 
総合政策局 海外プロジェクト推進課 冨澤、工藤、木村 国際政策課 新井 

代表番号：03-5253-8111（内線25803、25823、25819）直通番号：03-5253-8315、FAX：03-5253-1562 
 

吉岡技監による祝辞 国土交通大臣賞 受賞者 国土交通大臣奨励賞 受賞者 小澤委員長による祝辞 



受賞者一覧（国土交通大臣賞）

令和３年度海外インフラプロジェクト優秀技術者 国土交通大臣賞
2021 Minister’s Award for Outstanding International Infrastructure Engineer
(Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Award)

別紙1

番
号

氏 名 企 業 名 国／地域名 プロジェクト名 工事/業務 分野

1 秋吉 隆太 東洋建設株式会社 フィリピン パッシグ-マリキナ川河川改修事業 フェーズ3・パッケージ2 工事 河川

2 有村 真二郎 西松建設株式会社 シンガポール トランスミッションケーブルトンネル東西線第3工区 工事 電力

3 植村 勇仁 清水建設株式会社 ガーナ ガーナ国際回廊改善計画（テマ交差点立体化） 工事 道路

4 内田 桂司 五洋建設株式会社 シンガポール 地下鉄トムソン・イーストコースト線202工事 工事 鉄道

5 岡本 章太 株式会社 大林組 バングラデシュ カチプール・メグナ・グムティ第2橋建設・既存橋改修事業 (1) 工事 道路

6 奥田 光秋 東急建設株式会社 バングラデシュ ダッカ都市交通整備事業（II）・1工区 工事 鉄道

7 工藤 光弘
株式会社
IHIインフラシステム

トルコ イズミット湾横断橋建設工事 工事 道路

8 後藤 啓之 株式会社 安藤・間 ラオス 国道九号線橋梁改修計画 工事 道路

9 島 宜範
株式会社
IHIインフラシステム

トルコ イズミット湾横断橋建設工事 工事 道路

10 高橋 克行 三井住友建設株式会社 タイ ノンタブリ1道路チャオプラヤ川橋梁建設事業 工事 道路

11 辻 英明
ＪFEエンジニアリング
株式会社

モンゴル ウランバートル市高架橋建設計画 工事 道路

12 永島 裕太 東急建設株式会社 インドネシア ジャカルタ都市高速鉄道事業（I）・101/102工区 工事 鉄道

13 畠沢 伸治 東亜建設工業株式会社 バヌアツ ポートビラ港ラペタシ国際多目的埠頭整備事業 工事 港湾

14 万仲 直也 大成建設株式会社 ベトナム カントー市・国道1号線立体化事業 工事 道路

15 溝口 昌晴
八千代エンジニヤリング
株式会社

インドネシア メラピ山プロゴ川流域緊急防災事業（フェーズ2） 業務 河川

（五十音順・敬称略）



受賞者一覧（国土交通大臣奨励賞）

令和３年度海外インフラプロジェクト優秀技術者 国土交通大臣奨励賞
2021 Minister’s Encouragement Award for Outstanding International Infrastructure 
Engineer (Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Award)

別紙2

番
号

氏 名 企 業 名 国／地域名 プロジェクト名 工事/業務 分野

1 東谷 雄一朗 東亜建設工業株式会社 バヌアツ ポートビラ港ラペタシ国際多目的埠頭整備事業 工事 港湾

2 天野 亮 佐藤工業株式会社 シンガポール 地下鉄ダウンタウン線（第3期）932工事 工事 鉄道

3 小林 望 清水建設株式会社 フィリピン パッシグ-マリキナ川河川改修事業（3） 工事 河川

4 杉本 光 日本工営株式会社 フィリピン 洪水予警報の統合データ管理能力強化プロジェクト【有償勘定技術支援】 業務 気象

5 孫 正涛 飛島建設株式会社 ルワンダ ルワマガナ郡灌漑施設改修計画 工事 農業土木

6 武田 惇平 東洋建設株式会社 カンボジア シハヌークビル港多目的ターミナル整備事業 工事 港湾

7 服部 裕史 大日本土木株式会社 タジキスタン ハトロン州ピアンジ県給水改善計画 工事 上水道

8 原口 大和 五洋建設株式会社 セーシェル 第二次マヘ島零細漁業施設整備計画 工事 漁港

9 松﨑 拓也 大成建設株式会社 ベトナム カントー市・北アプローチ橋 橋脚補強工事 工事 道路

（五十音順・敬称略）


