
被 表 彰 者 表彰対象工事 担当技術者

所　 在 　地 工事場所

株式会社砂原組 西風新都環状線（梶毛南工区）道路新設工事（３０－２） 土木一式

中区平野町１番１６号 佐伯区五日市町大字石内 476,707,200 円

錦建設株式会社 駅西高架橋下部工事（３１－１） 土木一式

中区国泰寺町二丁目５番４号 南区松原町ほか 405,953,900 円

株式会社田村建設 恵下埋立地（仮称）浸出水放流管建設３１－２号工事 土木一式　★

安佐南区中筋三丁目２７番２６号 安佐南区沼田町大字阿戸ほか 284,673,400 円

株式会社鴻治組 安芸消防署瀬野川出張所新築その他工事 建築一式

安芸区船越南一丁目２番６号 安芸区中野東七丁目 565,400,000 円

株式会社田村建設 恵下埋立地（仮称）浸出水放流管建設３１－１号工事 土木一式　★

安佐南区中筋三丁目２７番２６号 安佐南区沼田町大字阿戸ほか 277,255,000 円

沼田建設株式会社 安佐北３区９７８号線道路新設工事（３１－１） 土木一式

安佐北区可部三丁目３番３０号 安佐北区大林町ほか 293,679,100 円

株式会社鴻治組 安佐南消防署沼田出張所等合築施設新築工事 建築一式

安芸区船越南一丁目２番６号 安佐南区伴東四丁目 414,378,800 円

株式会社共立 一級河川小河原川改修工事（１－１） 土木一式

中区大手町四丁目６番１６号 東区福田七丁目 129,703,200 円

株式会社プロスト 安芸２区２８号線ほか１路線道路改良工事（２－１） 土木一式

安芸区中野三丁目２２番１６号 安芸区阿戸町 6,850,800 円

株式会社田村建設 八幡地区下水道築造３０－５号工事 土木一式　★

安佐南区中筋三丁目２７番２６号 佐伯区利松一丁目ほか１町 945,640,680 円
10 干畠　立身 ８６．４点

9 篠原　栄一

８７．２点

8 竹本　晃浩 ８７．０点

８６．６点

7 川上　敬之

８７．８点

6 武田　芳治 ８７．６点

5 小川　静

８８．６点

4 山部　秀樹 ８８．０点

3 清水　健一朗

８９．８点

2 中野　泰敬 ８８．８点

1 堀本　和也

令和３年度　優良建設工事被表彰者一覧表

（市への引渡し期間：令和２年　４月　１日～令和３年　３月３１日）
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広成建設株式会社 温品二葉の里線中山高架橋（仮称）下部工事（その１） 土木一式

東区上大須賀町１番１号 東区の中山東一丁目、中山西二丁目、中山南一丁目及び中山南二丁目 944,527,540 円

大政建設工業株式会社 大毛寺川橋りょう（仮称）上部工事（１－１） 土木一式

東区矢賀新町四丁目７番６号 安佐北区亀山一丁目ほか 169,835,600 円

株式会社田村建設 岡田運動広場（仮称）造成工事（３０－１） 土木一式　★

安佐南区中筋三丁目２７番２６号 安佐北区安佐町大字筒瀬 282,620,500 円

株式会社カンサイ 旭町水資源再生センター４系最初沈殿池流入水路ほか２か所防食工事 土木一式

佐伯区五日市町大字石内４６０番地 南区宇品東四丁目 81,198,700 円

柳川建設株式会社 美鈴が丘中学校堰堤復旧工事 土木一式

安佐南区沼田町大字吉山３１９０番地１ 佐伯区美鈴が丘南一丁目 64,086,000 円

株式会社共立 安佐南４区４８６号線（１－４工区）第三橋梁（仮称）下部工新設工事（３１－１） 土木一式

中区大手町四丁目６番１６号 安佐南区伴西二丁目 145,018,500 円

大政建設工業株式会社 長束八木線（５工区）道路新設工事（３１－６） 土木一式

東区矢賀新町四丁目７番６号 安佐南区八木三丁目 124,496,900 円

株式会社共立 一級河川小河原川改修工事（１－２） 土木一式

中区大手町四丁目６番１６号 東区福田六丁目 60,550,600 円

株式会社清水土建工業 一般県道白砂玖島線（重光１工区）道路新設工事（その２） 土木一式

佐伯区五日市中央四丁目７番４２号 佐伯区湯来町大字白砂 140,071,800 円

株式会社山根組 ＪＲ可部線廃線敷（中河内地区）道路新設工事（１－１） 土木一式

安佐北区安佐町大字小河内５８２番地 安佐北区可部町大字勝木 57,406,800 円
20 山根　伸俊 ８５．３点

19 ― ８５．３点

11 吉村　健太郎 ８６．４点

12 高松　正明 ８６．２点

14 菊池　一彦 ８６．０点

13 西本　護 ８６．０点

16 森下　由啓 ８５．９点

15 平井　拓 ８６．０点

18 竹野内　義孝 ８５．９点

17 福島　睦 ８５．９点
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株式会社田村建設 高陽可部線（３工区）道路新設工事（３０－３） 土木一式　★

安佐南区中筋三丁目２７番２６号 安佐北区可部東二丁目 318,848,100 円

有限会社佐々木組 観音地区下水道改築３０－４１号工事 土木一式

佐伯区五日市中央七丁目４番２５号 西区観音新町一丁目ほか１０町 172,484,100 円

柳川建設株式会社 佐伯１区４３６号線道路改良その他工事 土木一式

安佐南区沼田町大字吉山３１９０番地１ 佐伯区五日市町大字石内 41,199,400 円

株式会社ヒノデ開発 主要地方道五日市筒賀線（打尾谷）道路防災工事（２－１） と・土・コ

佐伯区湯来町大字伏谷１３７番地１２ 佐伯区湯来町大字多田 119,220,200 円

有限会社葉田建設 畑賀町中須賀山地区小規模崩壊地復旧工事（３１－１） 土木一式

安芸区畑賀町１７３３番地１ 安芸区畑賀町 8,912,200 円

株式会社田村建設 上原川周辺地域（迫田川）浸水対策工事（３０－１） 土木一式　★

安佐南区中筋三丁目２７番２６号 安佐北区可部東二丁目ほか 476,589,800 円

※　工種の「★」は「特別表彰」の被表彰者

30

28

29

26 岡崎　慎治 ８５．０点

27

24 嘉納　良太 ８５．２点

25 米村　早苗 ８５．１点

22 佐々木　雅之 ８５．２点

23 長岡　三雄 ８５．２点

21 中野　琢磨 ８５．２点



安芸区船越南四丁目３番２５号 安佐北区口田南町ほか 24,279,200 円

８５．８点
東区光町二丁目１１番３１号 安佐南区高取南一丁目 10,925,200 円

10
株式会社安芸建設コンサルタント 小田川ほか１箇所測量及び河川改良詳細設計その他業務（１－１）

荒木　英雄

河川・砂防及び海岸・海洋

８５．７点

東区光町二丁目１１番３１号 西区草津南三丁目ほか 6,089,600 円

9
復建調査設計株式会社　広島支社 高取橋調査及び補修設計業務（２－１）

小方　義昭
鋼構造及びコンクリート

８６．５点
佐伯区城山一丁目１番３号 東区牛田早稲田四丁目ほか 5,693,600 円

8
復建調査設計株式会社　広島支社 草津陸橋調査及び補修設計業務（２－１）

安田　直樹
鋼構造及びコンクリート

８５．９点

南区出汐二丁目３番３０号 南区西霞町ほか 18,030,100 円

7
株式会社ニュー技術 東区牛田早稲田四丁目ほか１地区法面補修測量及び実施設計業務（１－１）

廣本　忠典
道路

８７．３点
東区光町二丁目１１番３１号 佐伯区湯来町大字和田 5,940,000 円

6
中電技術コンサルタント株式会社　広島支社 霞庚午線電線共同溝詳細設計その他業務（１－２）

角舛　晃
道路

８６．５点

安佐南区上安一丁目１２番２７号 佐伯区湯来町大字葛原 7,344,700 円

5
復建調査設計株式会社　広島支社 一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書その他作成業務（２－１）

仲野　浩司
廃棄物

８８．０点
南区出汐二丁目３番３０号 中区基町ほか 9,238,900 円

4
株式会社山陽技術コンサルタント 日浦畑農道測量及び実施設計業務（２－１）

白髪　博
農業土木

８７．５点

3
中電技術コンサルタント株式会社　広島支社 中１区１１２号線無電柱化に伴う測量及び検討業務

川平　幸隆
道路

８９．２点
東区光町二丁目１１番３１号 安芸区矢野新町一丁目ほか 7,821,000 円

2
復建調査設計株式会社　広島支社 下海戸橋ほか４橋調査及び補修設計業務（３１－１）

天満　真士
鋼構造及びコンクリート

８８．６点

1
復建調査設計株式会社　広島支社 大井新橋調査及び補修設計業務（２－１）

小方　義昭
鋼構造及びコンクリート

東区光町二丁目１１番３１号 安佐北区白木町大字三田ほか 13,655,400 円
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19

14

15

16

11

12

13
東区光町二丁目１１番３１号

20

復建調査設計株式会社　広島支社 大正橋調査及び補修設計業務（３１－１）
天満　真士

鋼構造及びコンクリート

８５．３点
東区光町二丁目１１番３１号 南区的場町二丁目ほか 18,338,100 円

株式会社第一総合エンジニア 南峠水路測量及び実施設計業務（１－１）
大前　英樹

農業土木
８５．２点

安佐南区川内二丁目３番５３－７号 佐伯区湯来町大字葛原 6,436,100 円

復建調査設計株式会社　広島支社 海老歩道橋（上流側・下流側）ほか１橋補修調査設計業務
元廣　貴喜

鋼構造及びコンクリート

８５．１点

17

18

佐伯区楽々園二丁目ほか 15,039,200 円

復建調査設計株式会社　広島支社 一般県道下佐東線（川平工区）道路修正設計業務（１－１）

神信　浩一
道路

８５．１点
東区光町二丁目１１番３１号 安佐北区安佐町大字毛木 5,272,300 円


