
被 表 彰 者 表彰対象工事 担当技術者

所　 在 　地 工事場所

大政建設工業株式会社 塚地橋災害復旧工事（３１－１） 土木一式

東区矢賀新町四丁目７番６号 安芸区瀬野一丁目ほか 316,195,000 円

河井建設工業株式会社 一般県道南観音観音線道路改良工事（その１） 土木一式

西区福島町二丁目１４番１３号 西区観音新町四丁目 495,972,400 円

株式会社楠建 西風新都環状線（梶毛南工区）道路新設工事（３１－１） 土木一式

安佐南区伴東七丁目２０番５号 佐伯区五日市町大字石内 153,566,600 円

錦建設株式会社 広島湯来線麦谷２工区道路改良工事 土木一式

中区国泰寺町二丁目５番４号 佐伯区湯来町大字麦谷 1,284,371,020 円

株式会社共立 西風新都環状線（善當寺工区）第二橋梁（仮称）下部工新設工事（２－１） 土木一式

中区大手町四丁目６番１６号 安佐南区伴北五丁目 162,911,100 円

アース工業株式会社 東１区１１４号線道路防災工事（３－１） と・土・コ

佐伯区五月が丘五丁目３番１３号 東区馬木町 46,907,300 円

有限会社佐々木組 吉島地区下水道改築３１－３１号工事 土木一式

佐伯区五日市中央七丁目４番２５号 中区光南二丁目ほか６町 229,111,300 円

広成建設株式会社 温品二葉の里線中山高架橋（仮称）床版その他工事（２－１） 土木一式

東区上大須賀町１番１号 東区中山西二丁目ほか 497,814,900 円

株式会社共立 一級河川小河原川改修工事（２－１） 土木一式

中区大手町四丁目６番１６号 東区福田五丁目 164,439,000 円

株式会社田村建設 一般県道伴広島線道路改良工事（２－２） 土木一式　★

安佐南区中筋三丁目２７番２６号 西区己斐上三丁目 122,277,100 円
10 西本　護 ８６．４点

9 竹本　晃浩

８６．９点

8 藤川　浩司 ８６．６点

８６．５点

7 栗栖　孝一郎

８７．４点

6 山下　邦彦 ８７．３点

5 篠原　剛

８７．８点

4 川崎　謙治 ８７．７点

3 池田　英司

８８．１点

2 上中　英嗣 ８８．０点

1 田辺　和文

令和４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３年　４月　１日～令和４年　３月３１日）
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株式会社田村建設 横川地区下水道築造その他工事 土木一式　★

安佐南区中筋三丁目２７番２６号 西区横川新町ほか２町 329,111,200 円

株式会社田村建設 飯室地区特環下水道築造３１－１号工事 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飯室 295,567,800 円

株式会社網本工業 呉娑々宇線林道ほか１路線災害復旧工事（１－１） 土木一式

東区戸坂新町一丁目１２番２４号 東区馬木町ほか 132,023,100 円

大政建設工業株式会社 西風新都環状線（梶毛南工区）道路新設工事（３０－１） 土木一式

東区矢賀新町四丁目７番６号 佐伯区五日市町大字石内 369,819,800 円

河井建設工業株式会社 西３区１３０号線ほか１路線道路防災その他工事（２－２） 土木一式

西区福島町二丁目１４番１３号 西区己斐西町ほか 28,593,400 円

株式会社田村建設 安佐地区下水道築造２－２号工事 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後山ほか 217,044,300 円

有限会社金村建設 安佐北２区光掛亀崎線（寺迫歩道橋）橋りょう補修工事（２－１） 土木一式

西区南観音四丁目５番３３号 安佐北区落合五丁目ほか 70,492,400 円

株式会社清水土建工業 主要地方道広島豊平線（大下工区）道路改良工事（１－１） 土木一式

佐伯区五日市中央四丁目７番４２号 安佐南区伴北六丁目 250,520,600 円

株式会社山根組 一般県道宇津可部線（下柳瀬工区）道路改良工事（２－２） 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今井田 150,911,200 円

有限会社佐々木組 江波地区下水道改築３１－３３号工事 土木一式

佐伯区五日市中央七丁目４番２５号 中区江波二本松一丁目ほか４町 310,112,000 円
20 仁島　崇修 ８５．４点

19 中川　要 ８５．６点

11 小糸　稔 ８６．４点

12 齊藤　真二 ８６．３点

14 北條　崇文 ８６．３点

13 山根　修二 ８６．３点

16 小川　静 ８５．９点

15 河井　進 ８６．０点

18 勝冶　勇一 ８５．６点

17 岡野　尚昌 ８５．８点
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株式会社田村建設 安芸１区１４３号線（寺橋）橋りょう拡幅その他工事（２－２） 土木一式　★

安佐南区中筋三丁目２７番２６号 安芸区中野東七丁目 150,012,500 円

株式会社プランニング三誠 鳥声橋（上部工）災害復旧工事（２－１） 土木一式

西区西観音町１番１８号 安佐北区上深川町 149,659,400 円

ワールド建設株式会社 一般国道１９１号舗装補修工事（３－１） 舗装

安佐北区可部八丁目３番４３号 安佐北区可部町大字勝木 8,598,700 円

河井建設工業株式会社 西２区４９号線ほか１路線道路改良その他工事（２－１） 舗装

西区福島町二丁目１４番１３号 西区福島町二丁目 90,290,200 円

株式会社田村建設 恵下埋立地（仮称）南側斜面土砂流出防止工事（２－１） と・土・コ

安佐南区中筋三丁目２７番２６号 佐伯区湯来町大字和田 387,832,500 円

アース工業株式会社 一般国道４８８号（多田）道路防災工事（２－１） と・土・コ

佐伯区五月が丘五丁目３番１３号 佐伯区湯来町大字多田 117,282,000 円

株式会社サカタ 江波地区下水道築造３１－５号工事 土木一式

中区西白島町４番２０号 中区舟入本町ほか７町 236,571,500 円

※　工種の「★」は「特別表彰」の被表彰者

30

28

29

26 山下　邦彦 ８５．１点

27 丸井　徹雄 ８５．０点

24 山本　尚彦 ８５．２点

25 西本　栄二 ８５．１点

22 河手　良樹 ８５．４点

23 鈴木　淳 ８５．４点

21 干畠　立身 ８５．４点



８５．４点
安芸区船越南四丁目３番２５号 安芸区矢野東二丁目ほか 6,208,400 円

10

東区光町二丁目１１番３１号 安佐南区伴中央二丁目ほか 11,485,100 円

9
株式会社安芸建設コンサルタント 矢野東二丁目３地区ほか１地区急傾斜地測量及び実施設計業務（３－１）

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 西区福島町二丁目ほか 6,124,800 円

8
復建調査設計株式会社　広島支社 山根川原橋ほか１橋調査及び補修設計業務（３－１）

小方　義昭
鋼構造及びコンクリート

８５．６点

東区光町二丁目１１番３１号 安佐南区八木八丁目ほか 9,728,400 円

7
復建調査設計株式会社　広島支社 西２区比治山庚午線（新己斐橋）歩道拡幅検討業務（３－１）

大北　正治
鋼構造及びコンクリート

８６．９点
東区光町二丁目１１番３１号 中区基町ほか 30,597,600 円

6
復建調査設計株式会社　広島支社 安佐南１区４号線床版ほか１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

８６．６点

中区江波西一丁目２５番５号 南区松原町 7,186,300 円

5
復建調査設計株式会社　広島支社 空鞘橋調査及び補修設計業務（２－１）

元廣　貴喜
鋼構造及びコンクリート

８７．７点
東区光町二丁目１１番３１号 西区観音新町四丁目 44,830,500 円

4
株式会社荒谷建設コンサルタント 広島駅周辺の水辺のにぎわいづくりに向けた実施設計業務（３－１）

矢野　順也
都市計画及び地方計画

８７．２点

3
復建調査設計株式会社　広島支社 広島西飛行場跡地スポーツ施設実施設計その他業務

藤田　健一
都市計画及び地方計画

８９．６点
中区江波西一丁目２５番５号 南区的場町一丁目ほか 5,916,900 円

2
復建調査設計株式会社　広島支社 中央道路１号橋調査及び補修設計業務（２－１）

元廣　貴喜
鋼構造及びコンクリート

８８．１点

1
株式会社荒谷建設コンサルタント 南３区駅前吉島線道路空間整備検討その他業務（３－１）

田辺　博樹
道路

東区光町二丁目１１番３１号 広島市安佐南区伴南一丁目ほか 37,068,900 円

令和４年度　優良建設コンサルタント業務被表彰者一覧表

（市への引渡し期間：令和３年　４月　１日～令和４年　３月３１日）

番号

被 表 彰 者 表彰対象業務 担当技術者
業　種

評定点名　　　　称 業務名
氏　名

最終契約金額所　 在 　地 業務場所


