
工　　事　　名 路　線　名　等 工　事　箇　所 請　負　業　者　名 担　当　者　名

総合治水対策特定河川工事（交
付金・住宅） 一級河川　水場川 北名古屋市沖村地内始め 株式会社丸中組

（現）名倉　大揚
（監）秋田　寿浩

道路構造物撤去工事（その１）
３・４・６０　入鹿出新田小牧線
（桃花台線）

小牧市大字小牧原新田地内始
め 矢作建設工業株式会社

（現）田中　良祐
（監）田中　良祐

道路改良工事（交付金） 主要地方道　瀬戸設楽線 瀬戸市春雨町地内始め 株式会社加藤工務店
（現）金光　康行
（監）金光　康行

道路災害防除工事（交付金） 一般国道　３６３号 瀬戸市片草町地内 株式会社加藤工務店
（現）兼本　信彦
（主）兼本　信彦

床上浸水対策特別緊急工事（１４
号工） 一級河川　八田川 春日井市御幸町３丁目地内始め 株式会社松浦組

（現）鈴木　健司
（主）鈴木　健司

総合治水対策特定河川工事（防
災安全・緊急対策）（４号工）（誰も
が働きやすい現場環境整備工
事） 一級河川　新川

名古屋市港区南陽町大字福田
地内 水野建設株式会社 非公表

愛・地球博記念公園周辺道路対
策工事（その２） 主要地方道　力石名古屋線 長久手市茨ケ廻間地内 株式会社鈴木工務店 非公表

公園緑地整備交付金事業費園路
整備工事（その２）（余裕期間制
度） 牧野ケ池緑地

名古屋市名東区猪高町大字高
針地内 株式会社山本工務店

（現）勝野　博喜
（監）勝野　博喜

舗装道修繕工事（３-１）（週休２
日）

主要地方道　春日井各務原線
外 春日井市宮町　地内　始め 大幸建設工業株式会社

（現）波多野　貴彦
（主）波多野　貴彦

舗装道修繕工事（２-３） 主要地方道　名古屋多治見線 瀬戸市川平町地内 株式会社加藤工務店
（現）川合　健太
（主）川合　健太

道路改良工事（交付金）（その２） 主要地方道　瀬戸大府東海線 長久手市岩作中権代地内始め
株式会社日本ピーエス
中部支店

（現）杉山　哲也
（監）杉山　哲也

公園緑地整備事業費（単県）の内
公園北口周辺再整備工事（その
１） 愛・地球博記念公園 長久手市茨ケ廻間地内 鹿島建設グループ

（現）藤木　憲治
（監）寺岡　強志

総合治水対策特定河川工事（５か
年・緊急対策） 一級河川　水場川（白弓橋） 北名古屋市沖村地内始め 株式会社丸中組

（現）名倉　大揚
（主）名倉　大揚

公園緑地整備交付金事業費野球
場観覧座席更新工事（その３） 熱田神宮公園 名古屋市熱田区旗屋地内 中日建設株式会社 非公表

舗装道修繕工事（２-２） 主要地方道　名古屋瀬戸線 尾張旭市旭前町地内始め 中部建設株式会社
（現）新田　正洋
（主）新田　正洋

舗装道修繕工事（４-１） 一般県道　明知小牧線外 小牧市大字大山地内始め 中日建設株式会社 非公表

道路改良工事（交付金）緊急防災
対策河川工事　合併工事 一般国道　１５５号 小牧市小牧原４丁目地内始め 株式会社丸中組

（現）西田　圭佑
（監）安江　秀利

床上浸水対策特別緊急工事（吐
出水槽工事）（誰もが働きやすい
現場環境整備工事） 一級河川　地蔵川 春日井市御幸町３丁目地内 名工建設株式会社

（現）山田　裕紀
（監）佐藤　大輔

中小河川改良工事（５か年）（余裕
期間） 一級河川　内津川 春日井市明知町地内 株式会社松浦組

（現）増永　祐也
（主）増永　祐也

総合治水対策特定河川工事（５か
年・緊急対策）（６号工）（余裕期
間・環境整備） 一級河川　新川

名古屋市港区南陽町大字七島
新田地内始め 水野建設株式会社 非公表

急傾斜地崩壊対策工事（防災・安
全）（５か年対策） 落合町区域 瀬戸市落合町地内 中部建設株式会社

（現）國分　祐一
（主）國分　祐一

舗装道修繕工事（１－２） 主要地方道　瀬戸大府東海線 東郷町大字春木地内 中部土木株式会社
（現）正治　英剛
（監）正治　英剛

道路災害防除工事（２-１） 一般国道　３６３号 瀬戸市白岩町地内 株式会社加藤工務店
（現）安藤　憲男
（主）安藤　憲男

中小河川改良工事（５か年・緊急
対策）（環境整備） 二級河川　天白川 名古屋市南区鳴尾町地内 中部土木株式会社

（現）平野　孝広
（監）富永　圭一

中小河川改良工事（５か年）（２号
工）（ＩＣＴ指定） 二級河川　天白川 名古屋市天白区天白町地内 中日建設株式会社 非公表

街路改良工事（交付金）１号工
３・３・２５７瀬戸大府東海線
（菱野橋） 瀬戸市菱野町地内始め 株式会社加藤工務店

（現）服部　亮
（監）服部　亮

街路改良工事（交付金）２号工
（余裕期間制度）

３・３・２５７瀬戸大府東海線
（菱野橋） 瀬戸市菱野町地内始め 株式会社加藤工務店

（現）加治　裕造
（監）加治　裕造

橋梁補修工事（交付金）その７
主要地方道　春日井稲沢線
（美濃橋） 春日井市勝川新町地内始め 株式会社秋吉組 非公表

総合治水対策特定河川工事（５か
年・緊急対策）（ＩＣＴ希望）（２号
工） 一級河川　水場川 清須市春日新田地内始め 株式会社丸中組

（現）稲垣　宏和
（監）金子　幸助

総合治水対策特定河川工事（５か
年・緊急対策）（名鉄下流１号工） 一級河川　五条川 清須市清洲地内 株式会社丸中組

（現）名倉　大揚
（主）名倉　大揚

総合治水対策特定河川工事（５か
年・緊急対策）（ＩＣＴ希望） 一級河川　水場川 清須市春日新田地内始め 株式会社丸中組

（現）稲垣　宏和
（監）関口　福松
（現）：現場代理人
（主）：主任技術者
（監）：監理技術者

2021年度　　建設工事の評定結果公表　対象工事一覧表　（尾張建設事務所）　

※2021年度に完了した工事の内、成績評定点が８０点以上の工事は以下のとおりです。【竣工順】



工　　事　　名 路　線　名　等 工　事　箇　所 請　負　業　者　名 担　当　者　名

舗装道修繕工事（２０） 一般県道　小口岩倉線始め 江南市前野町地内始め 株式会社永井組
（現）中西　芳文
（主）中西　芳文

橋りょう整備事業　県道羽島稲沢
線　新濃尾大橋　下部工事（誰も
が働きやすい現場環境整備工
事） 一般県道　羽島稲沢線 一宮市東加賀野井地先

名工・イチテック・渡邊特定
建設工事共同企業体

（現）中島　優太
（主）小林　三津次
（主）西脇　正勝
（監）明ヶ谷　隆

道路改良工事・道路改築工事・地
盤沈下対策河川緊急整備工事合
併工事（１号工）

主要地方道　名古屋祖父江線
（正楽橋）
二級河川　三宅川 稲沢市儀長３丁目地内始め 山一建設株式会社

（現）野村　弘
（主）野村　弘

総合治水対策特定河川工事（防
災安全・緊急対策）（誰もが働きや
すい現場環境整備工事）

一級河川　青木川放水路
（大口工区シールド工事）

丹羽郡大口町竹田一丁目地内
始め

大興・丸周・永井特定建設
工事共同企業体

（現）花木　達哉
（主）菱川　芳人
（主）落合　通済
（監）丹羽　将貴

道路改良工事・道路改築工事・地
盤沈下対策河川緊急整備工事合
併工事（２号工）

主要地方道　名古屋祖父江線
（正楽橋）
二級河川　三宅川 稲沢市儀長３丁目地内始め

株式会社日本ピーエス　中
部支店

（現）小澤　啓司
（監）小澤　啓司

舗装道修繕工事（０２）（週休２日） 一般国道　１５５号 江南市五明町福森地内始め 株式会社永井組
（現）森　利明
（主）森　利明

舗装道修繕工事（０３）　（週休２
日） 主要地方道　大垣一宮線 一宮市起地内始め 大興建設株式会社

（現）内藤　達也
（主）内藤　達也

舗装道修繕工事（１２）（週休２日） 一般県道　犬山自然公園線 犬山市大字今井地内 勝建設株式会社
（現）山本　貴之
（主）山本　貴之

舗装道修繕工事（１３）（週休２日） 一般県道　草井羽黒線
丹羽郡大口町河北１丁目地内始
め 勝建設株式会社

（現）山本　貴之
（主）山本　貴之

橋梁補修工事・橋梁修繕工事　合
併工事

一般県道　犬山自然公園線
（奥平谷橋） 犬山市大字善師野地内 株式会社イチテック

（現）北里　天地
（主）坂東　達也

道路改良工事（Ｒ３ー給父稲沢線
１号工） 一般県道　給父稲沢線 稲沢市片原一色町地内 鵜飼建設株式会社

（現）小島　健輔
（主）小島　健輔

道路改良工事（Ｒ３‐１５５号３号
工） 一般国道　１５５号 江南市小郷町粟田木地内始め 尾関建設株式会社

（現）大西　直樹
（主）大西　直樹

舗装道修繕工事（２０） 主要地方道　春日井犬山線 犬山市大字今井地内始め 勝建設株式会社
（現）山本　貴之
（主）山本　貴之

五条川右岸流域下水道事業水処
理施設電気設備工事（２‐２系）
（完全週休２日制工事） 五条川右岸浄化センター 岩倉市北島町地内

メタウォーター株式会社　営
業本部中日本営業部

（現）豊田　武郎（製作）
（監）豊田　武郎（製作）
（現）小野田　徹也（現場）
（監）小野田　徹也（現場）

中小河川改良工事（３号工）
一級河川　木曽川水系新郷瀬
川 犬山市大字前原地内始め 勝建設株式会社

（現）林　佑樹
（主）安田　祐介

道路改良工事（Ｒ３ー岐阜稲沢
線）１号工 主要地方道　岐阜稲沢線 一宮市大和町苅安賀地内始め 株式会社吉田組

（現）後藤　誠也
（監）武山　義忠

道路改良工事・中小河川改良工
事合併工事（Ｒ３‐正楽橋）

主要地方道　名古屋祖父江線
（正楽橋）
二級河川　三宅川 稲沢市矢合町地内始め 山一建設株式会社

（現）大野　高志
（監）大野　高志

（現）：現場代理人
（主）：主任技術者
（監）：監理技術者

2021年度　　建設工事の評定結果公表　対象工事一覧表　（一宮建設事務所）　

※2021年度に完了した工事の内、成績評定点が８０点以上の工事は以下のとおりです。【竣工順】



工　　事　　名 路　線　名　等 工　事　箇　所 請　負　業　者　名 担　当　者　名

橋りょう補修事業
県道蟹江飛島線新日光川橋
　下部補強工事
（誰もが働きやすい現場環境整備
工事）

主要地方道　蟹江飛島線
（新日光川橋）

海部郡蟹江町
南一丁目地内始め 株式会社加藤建設

（現）中尾　健一
（監）中尾　健一

地盤沈下対策河川緊急整備工事
（６号工）（ＩＣＴ土工・希望１型） 二級河川日光川水系　福田川 海部郡大治町大字西條地内 ワシノ建設株式会社

（現）山中　謙一
（現）鷲野　直人
（監）山中　謙一

中小河川改良工事
（重要インフラ）
地盤沈下対策河川緊急整備工事
合併工事

二級河川日光川水系
日光川始め

海部郡蟹江町
大字蟹江新田地内始め 海部建設株式会社

（現）伊藤　瑞記
（主）伊藤　瑞記

街路改良工事（その１） ３・２・２６２　名古屋津島線 あま市七宝町下田地内 株式会社大篠建設
（現）森田　剛
（主）森田　剛

舗装道修繕工事（その３） 一般県道　境政成新田蟹江線 弥富市西末広地内始め 海部建設株式会社
（現）児玉　雄己
（主）児玉　雄己

舗装道修繕工事（その６）
（週休２日） 主要地方道　名古屋西港線 弥富市操出３丁目地内始め 海部建設株式会社

（現）浦田　鉄矢
（主）浦田　鉄矢

舗装道修繕工事（その１） 一般県道　給父清須線 あま市森地内始め 株式会社加藤建設
（現）馬場　健太
（主）馬場　健太

日光川下流流域下水道事業
管きょ布設工事（柚木工区）
（誰もが働きやすい現場環境整備
工事） 日光川下流８号幹線

津島市南本町
及び愛西市柚木町　地内 株式会社加藤建設

（現）平川　拓光
（監）本登　豊明

橋りょう補修事業
県道佐屋多度線
立田大橋上部補修工事
（環境整備）

一般県道　佐屋多度線
（立田大橋） 愛西市立田町地内 株式会社加藤建設

（現）服部　恵治
（監）服部　恵治

中小河川改良工事（防災安全）
（ＩＣＴ希望）（堤防補強５号工） 二級河川日光川水系　日光川 海部郡飛島村大字服岡地内 海部建設株式会社

（現）茶木　準一
（監）茶木　準一

地盤沈下対策河川緊急整備工事
（新西福橋）（ＩＣＴ土工・希望１型） 二級河川日光川水系　福田川 名古屋市港区六軒家地内始め 海部建設株式会社

（現）杉浦　俊生
（監）杉浦　俊生

中小河川改良工事
（防災安全）（ＩＣＴ希望） 二級河川日光川水系　福田川 あま市新居屋地内 株式会社河村産業所

（現）春日井　英仁
（監）春日井　英仁

中小河川改良工事（防災安全・緊
急対策）地震対策河川特別工事
合併工事 二級河川日光川水系日光川

海部郡蟹江町大字蟹江新田
地内始め 株式会社戸谷組

（現）下田　巧
（主）下田　巧

緊急河川浚渫推進工事
（ＩＣＴ指定・余裕期間・遠隔臨場） 二級河川日光川水系　福田川 名古屋市港区新茶屋地内始め 株式会社山田組

（現）森岡　武洋
（監）森岡　武洋

中小河川改良工事（防災安全）地
震対策河川特別工事合併工事（Ｉ
ＣＴ希望）（鹿伏兎工区） 二級河川日光川水系日光川 津島市鹿伏兎町地内 株式会社戸谷組

（現）日比　浩二
（監）日比　浩二

中小河川改良工事（防災安全）
（余裕期間・遠隔臨場）
（河床掘削工） 二級河川日光川水系　福田川 名古屋市港区福前地先始め 株式会社河村産業所

（現）平野　照幸
（監）平野　照幸

緊急河川浚渫推進工事（８工区）
（週休２日） 二級河川日光川水系　善太川 愛西市落合町地内 海部建設株式会社

（現）加藤　政美
（主）加藤　政美

道路改良工事
・道路橋りょう改築工事合併工事
（２号工）（完全週休２日制工事）

主要地方道　名古屋津島線
（七宝工区） あま市七宝町下田地内 海部建設株式会社

（現）長田　知康
（監）長田　知康

中小河川改良工事（防災安全）
一般県道　平和蟹江線
（防災道路） 津島市鹿伏兎町地内 株式会社加藤建設

（現）西浦　正典
（現）（変更）渡部　秀磨
（監）西浦　正典

道路改良工事
・道路橋りょう改築工事合併工事
（１号工）

主要地方道　名古屋津島線
（七宝工区） あま市七宝町下田地内 株式会社加藤建設

（現）島﨑　誠二
（監）島﨑　誠二

中小河川改良工事（防災安全）
（ＩＣＴ希望）（堤防補強４号工） 二級河川日光川水系　日光川

海部郡飛島村
大字三福地内始め 海部建設株式会社

（現）清水　宏論
（監）清水　宏論

中小河川改良工事（防災安全）
（堤防補強６号工） 二級河川日光川水系　日光川 海部郡飛島村大字三福地内 海部建設株式会社

（現）伊藤　瑞記
（監）伊藤　瑞記

区画線設置工事（単県）その２ 主要地方道　蟹江飛島線始め
海部郡蟹江町
蟹江新田道東地内始め 日道工業株式会社

（現）神谷　館正
（主）立岩　良之

中小河川改良工事（防災安全）
一般県道平和蟹江線
（防災道路） 津島市大字日光地内 海部建設株式会社

（現）大木　靖幸
（監）大木　靖幸

（現）：現場代理人
（主）：主任技術者
（監）：監理技術者

2021年度　　建設工事の評定結果公表　対象工事一覧表　（海部建設事務所）　

※2021年度に完了した工事の内、成績評定点が８０点以上の工事は以下のとおりです。【竣工順】



工　　事　　名 路　線　名　等 工　事　箇　所 請　負　業　者　名 担　当　者　名

現年災害復旧工事（２年災第３０
２号） 砂防河川　新江川 知多郡　美浜町大字北方地内 岩部建設株式会社

（現）　舩越　友則
（主）　舩越　友則

道路改良工事 一般国道　１５５号 東海市高横須賀町地内 株式会社花井組 非公表

区画線設置工事（２－２） 主要地方道半田常滑線始め 半田市旭町地内始め 株式会社前山
（現）　西川　成人
（主）　西川　成人

中小河川改良工事緊急防災対策
河川工事合併工事（神戸川水門８
号工）

二級河川　神戸川水系神戸川
（神戸川水門） 半田市新浜町地内 株式会社七番組

（現）　杉浦　剛
（監）　杉浦　剛

交通安全施設等整備事業の内横
断歩道橋補修工事（１号工）

一般国道２４７号
（住吉横断歩道橋） 半田市榎下町地内 株式会社舟橋塗装店

（現）　野田　翔太
（主）　廣岡　茂也

道路改良事業一般国道２４７号
（西知多道路）地盤改良工事（ＩＣＴ
活用工事）（誰もが働きやすい現
場環境整備工事

一般国道２４７号
（西知多道路） 常滑市金山地内 株式会社花井組 非公表

舗装道修繕工事（２－２） 一般国道　３６６号 知多郡　東浦町大字藤江地内 株式会社ヒューテック
（現）　小川　幹生
（主）　小川　幹生

交通安全施設等整備事業の内横
断歩道橋補修工事（２号工）

一般国道２４７号
（昭和横断歩道橋） 半田市昭和町地内 株式会社ハカマダ

（現）　伊藤　淳一
（主）　伊藤　淳一

交通安全施設等整備事業の内横
断歩道橋補修工事（３号工）

一般国道２４７号
（御殿横断歩道橋） 東海市高横須賀町地内 株式会社ハカマダ

（現）　足立　貴信
（主）　足立　貴信

舗装道修繕工事（２－1） 一般県道板山金山線 常滑市久米地内始め 株式会社加藤建設
（現）　三澤　稔
（主）　三澤　稔

道路改良工事（常ー１）（週休２
日）（余裕期間）（遠隔臨場）

一般国道２４７号
（西知多道路） 常滑市金山地内始め 株式会社花井組 非公表

舗装道修繕工事（２－３） 一般国道３６６号 知多郡　東浦町大字石浜地内 株式会社加藤建設
（現）　井手　浩俊
（監）　井手　浩俊

漁港修築工事（機能保全）（Ｔ－１号工） ３種漁港　豊浜漁港 知多郡南知多町大字豊浜地先 株式会社石黒組 非公表

海岸高潮対策工事（防災安全）（２
号工）（ＩＣＴ指定） 東浦海岸（石浜地区） 知多郡　東浦町大字石浜地内 髙木建設株式会社 非公表

舗装道修繕工事（１－1） 一般国道２４７号 東海市大田町地内始め 大有建設株式会社　本店
（現）　佐々木　悠人
（主）　佐々木　悠人

中小河川改良工事（防災安全・緊
急対策）（神戸川水門１０号工）

二級河川　神戸川水系神戸川
（神戸川水門） 半田市新浜町地内 株式会社七番組

（現）　山本　豊
（主）　山本　豊

橋梁補修工事（交付金）の内段差
対策工事

一般国３６６道号
（五ノ切ＢＯＸ始め） 知多郡　東浦町大字石浜地内 髙木建設株式会社 非公表

中小河川改良工事（防災安全）
（信Ｋ０２補ー２）（ＩＣＴ指定） 二級河川　信濃川水系信濃川 知多市八幡地内 株式会社村瀬組

（現）　下谷　重雄
（監）　下谷　重雄

道路改良工事（交付金） 一般国道　３６６号
知多郡　東浦町大字石浜地内
始め 株式会社ヒューテック

（現）　柿崎　健一
（主）　三浦　那智

舗装道修繕工事（１－２） 一般県道長草東海線 東海市荒尾町地内 大有建設株式会社　本店
（現）　芝田　哲善
（主）　芝田　哲善

舗装道修繕工事（４－１） 一般国道２４７号
知多郡南知多町大字豊浜地内
始め 大有建設株式会社　本店

（現）　丹羽　直樹
（主）　丹羽　直樹

道路改良工事（交付金）（ICT希
望）（奥福０３－１）

一般県道奥田内福寺南知多
線

知多郡　美浜町大字古布地内
始め 伊藤組建設株式会社

（現）　久綱　晃治
（監）　久綱　晃治

河川局部改修工事（その９）
二級河川日長川水系鍛冶屋
川 知多市新舞子地内 株式会社粕田組

（現）　碓井　嘉久次
（主）　碓井　嘉久次

自転車道設置工事（交付金）（週
休２日）（武豊大府０３）

一般県道武豊大府自転車道
線

知多郡阿久比町大字植大地内
始め 株式会社岡戸組 非公表

道路改良工事（交付金）（Ｒ366-
03） 一般国道　３６６号

知多郡　東浦町大字石浜地内
始め 株式会社ヒューテック

（現）　柿崎　健一
（主）　三浦　那智

衣浦西部流域下水道事業　汚泥
焼却施設機械設備工事（その３）
（誰もが働きやすい現場環境整備
工事） 衣浦西部浄化センター 半田市川崎町地内

メタウォーター株式会社
営業本部中日本営業部

（現）　井上　正將
（監）　落合　大輔
（現）　川久保　月良
（監）　辻　　均

橋りょう整備事業中小河川改良
工事（住宅）合併工事　一般国道
155号信濃橋上部工事（誰もが働
きやすい現場環境整備工事） 一般国道155号（信濃橋）二級河川信濃川 東海市養父町地内始め

日本車輌製造株式会社　輸
機・インフラ本部　営業第二
部　名古屋営業グループ

（現）　花井　正博
（現）　神野　勝樹
（主）　花井　正博
（監）　神野　勝樹

（現）：現場代理人
（主）：主任技術者
（監）：監理技術者

2021年度　　建設工事の評定結果公表　対象工事一覧表　（知多建設事務所）　

※2021年度に完了した工事の内、成績評定点が８０点以上の工事は以下のとおりです。【竣工順】



工　　事　　名 路　線　名　等 工　事　箇　所 請　負　業　者　名 担　当　者　名

緊急防災対策河川工事（ＩＣＴ活用
工事） 一級河川　乙川 岡崎市大平町地内 松尾建設株式会社 非公表

橋りょう整備事業　県道西尾幡豆
線　上横須賀橋上部工事（誰もが
働きやすい現場環境整備工事）

一般県道　西尾幡豆線
（上横須賀橋） 西尾市鵜ケ池町地内始め

日本車輌製造株式会社　輸
機・インフラ本部　営業第二
部　名古屋営業グループ

（現）滝澤　隆作（工場製作）
（主）澤田　美保（工場製作）
（現）島原　朋広（現場）
（監）神野　勝樹（現場）

現年災害復旧工事・緊急防災対
策河川工事合併工事（２年災第１
号） 一級河川　真福寺川 岡崎市東蔵前一丁目地内 株式会社加藤組 非公表

緊急防災対策砂防工事 毛呂川 岡崎市桜形町地内 株式会社アイテス 非公表

漁港修築工事（機能保全）舗装工 一色漁港 西尾市一色町小薮地内 愛三舗道建設株式会社
（現）山田　裕己
（主）山田　裕己

舗装道修繕工事（その１） 一般県道　生平幸田線 岡崎市羽栗町地内 株式会社岡崎工業
（現）福尾　勇佑
（主）福尾　勇佑

舗装道修繕工事（西尾その１）（ＩＣ
Ｔ希望・週休２日） 一般国道　２４７号 西尾市寺津町地内 愛三舗道建設株式会社

（現）三浦　正人
（主）三浦　正人

道路指定修繕工事（その３） 一般国道　４７３号始め 岡崎市夏山町地内始め 倉橋建設株式会社
（現）井澤　拓治
（主）三浦　政希

舗装道修繕工事（西尾その４）（ＩＣ
Ｔ希望・週休２日） 一般県道　幸田幡豆線 西尾市吉良町　宮迫地内始め 吉良建設株式会社

（現）山中　哲
（主）山中　哲

舗装道修繕工事（西尾その５）（ＩＣ
Ｔ希望・余裕期間・週休２日） 一般国道　２４７号 西尾市西小梛町地内 愛三舗道建設株式会社

（現）都築　昭
（主）都築　昭

舗装道修繕工事（その６）（週休２
日） 一般県道　蘭鍛埜線 岡崎市保久町地内 三河舗装建設株式会社

（現）小田島　範和
（主）小田島　範和

舗装道修繕工事（西尾その６）（ＩＣ
Ｔ希望・週休２日） 主要地方道　豊田一色線 西尾市菱池町地内 山旺建設株式会社

（現）杉本　敬
（主）杉本　敬

漁港修築工事（機能保全）物揚場
補修２号工 一色漁港 西尾市一色町坂田新田地内 株式会社高須組

（現）高須　裕一
（主）高須　裕一

中小河川改良工事（５か年）（ＩＣＴ
土工・希望１型） 一級河川　鹿乗川 岡崎市東牧内町地内 小原建設株式会社

（現）柴田　智広
（監）柴田　智広

舗装補修工事（交付金）（週休２
日） 主要地方道　岡崎環状線 岡崎市鴨田町地内始め 朝日工業株式会社 非公表

防護柵設置工事（単県）（西尾そ
の１） 一般県道蒲郡碧南線始め 西尾市駒場町地内始め スロープガード株式会社

（現）奥島　一輝（現責）
（主）奥島　一輝（現責）

緊急改築工事（急傾斜）（防災・安
全）（重点）　　（西郷中区域） 西郷中区域 岡崎市明大寺町地内 小原建設株式会社

（現）安藤　孝之
（主）安藤　孝之

道路改良工事（交付金）（１号工） 主要地方道　岡崎足助線 岡崎市岩津町地内 株式会社加藤組 非公表

舗装道修繕工事（西尾その８） 一般県道　西尾環状線 西尾市徳次町地内始め 愛三舗道建設株式会社
（現）山田　裕己
（主）山田　裕己

海岸保全施設整備連携工事（そ
の２） 一色漁港海岸 西尾市一色町藤江地内始め 三河建設株式会社

（現）比江島　篤
（主）鈴木　浩正
（監）比江島　篤

舗装道修繕工事（西尾その７） 主要地方道　西尾吉良線 西尾市吉良町寺嶋地内 長坂建設興業株式会社
（現）杉浦　公彦
（主）杉浦　公彦

中小河川改良工事（５か年）（２号
工）（ＩＣＴ希望） 一級河川　乙川 岡崎市大平町地内 松尾建設株式会社 非公表

舗装道修繕工事（その８） 一般県道　熊味岡崎線 岡崎市下三ツ木町地内 小原建設株式会社
（現）石川　俊成
（主）石川　俊成

舗装道修繕工事（その１１） 一般県道　美合幸田線 幸田町大字芦谷地内始め 三河舗装建設株式会社
（現）小田島　範和
（主）小田島　範和

道路指定修繕工事（西尾その２） 一般県道　西尾幡豆線 西尾市細池町地内始め 幡豆土建株式会社
（現）杉浦　直之
（主）杉浦　直之

中小河川改良工事（５か年）（ＩＣＴ
指定） 一級河川　乙川 岡崎市大平町地内 松尾建設株式会社 非公表

通常砂防工事（事業間連携）（５か
年対策）（ＩＣＴ土工・希望１型） 竜泉寺川第１支川 岡崎市桑谷町地内 株式会社岡崎工業

（現）天野　國男
（監）天野　國男

舗装道修繕工事（その１０） 一般国道　２４８号 岡崎市上里一丁目地内 朝日工業株式会社 非公表

（現）：現場代理人
（主）：主任技術者
（監）：監理技術者

2021年度　　建設工事の評定結果公表　対象工事一覧表　（西三河建設事務所）　

※2021年度に完了した工事の内、成績評定点が８０点以上の工事は以下のとおりです。【竣工順】



工　　事　　名 路　線　名　等 工　事　箇　所 請　負　業　者　名 担　当　者　名

橋梁補修工事（高浜橋）
Ｒ２‐１号工

主要地方道名古屋碧南線
（高浜橋） 高浜市二池町地内始め 株式会社佐野塗工店

（現）上野　玄貴
（監）横山　安夫

道路改良工事（交付金）
（ＩＣＴ活用工事） 一般県道小垣江安城線 安城市高棚町地内始め

株式会社
ナルセコーポレーション

（現）齋藤　順平
（監）釼持　幸男

橋りょう整備事業一般国道２４７
号衣浦大橋下部工事（誰もが働き
やすい現場環境整備工事） 一般国道２４７号 半田市州の崎町地先 株式会社花井組 非公表

道路改良工事（交付金）
（名古屋岡崎３号工） 主要地方道名古屋岡崎線 刈谷市井ケ谷町地内

株式会社篠田製作所
愛知営業所

（現）青木　勉
（主）青木　勉

公園緑地整備工事（交付金）
その４８・水遊び場整備工事 油ヶ淵水辺公園 安城市東端町地内

株式会社
ナルセコーポレーション

（現）水戸　慶市
（監）水戸　慶市

道路改築工事（浚渫工）
一般国道２４７号
（衣浦大橋上り線） 高浜市碧海町地先 石橋建設興業株式会社

（現）河合　清仁
（監）間瀬　篤志

道路改良工事（碧南拡幅）
（５号工） 一般国道２４７号 碧南市浜町地内 フジセキ建設株式会社

（現）谷口　哲也
（主）谷口　哲也

舗装道修繕工事（その５）
（余裕期間） 一般県道安城八ツ田知立線 安城市篠目町地内 株式会社クサカ

（現）鋤柄　国広
（主）鋤柄　国広

道路改良工事（交付金）（２号工）
（ＩＣＴ希望） 主要地方道豊田安城線 安城市新田町地内 株式会社増田組 非公表

橋梁補修工事・橋梁修繕工事
合併工事（高浜橋）
Ｒ３‐１号工（余裕期間）

主要地方道名古屋碧南線
（高浜橋）始め 高浜市二池町地内始め 株式会社日本道路システム

（現）木俣　哲宏
（主）木俣　哲宏

衣浦東部流域下水道事業
ポンプ棟機械設備更新工事
（除塵機）（その２） 衣浦東部浄化センター 碧南市港南町地内

株式会社
前澤エンジニアリングサー
ビス　名古屋営業所

（現）山本　浩利（製作期間）
（現）小島　道文（現場期間）
（主）山本　浩利（製作期間）
（主）小島　道文（現場期間）

道路改良工事（１号工）
一般国道４１９号
（蛇抜大橋高架橋） 高浜市芳川町地内 石橋建設興業株式会社

（現）神谷　孝富美
（監）神谷　孝富美

境川流域下水道事業
Ａ地区汚水ポンプ棟機械設備
更新工事（除塵機）（その２） 境川浄化センター 刈谷市衣崎町地内 藤吉工業株式会社

（現）敷島　哲也（製作期間）
（現）瀬古　茂幸（現場期間）
（主）敷島　哲也（製作期間）
（主）瀬古　茂幸（現場期間）

中小河川改良工事（５か年）
（鹿乗川２号工） 一級河川鹿乗川 安城市東町地内

株式会社
ナルセコーポレーション

（現）石原　昌浩
（監）石原　昌浩

道路改良工事（２号工）
一般国道４１９号
（蛇抜大橋高架橋） 高浜市呉竹町地内

株式会社安部日鋼工業
中部支店

（現）日比野　正博
（監）日比野　正博

舗装道修繕工事（その１１） 一般国道２４７号 碧南市港本町地内 石橋建設興業株式会社
（現）齋藤　蒼也
（主）高橋　宣仁

橋梁補修工事（今村跨線橋）
Ｒ３‐１号工

主要地方道豊田一色線
（今村跨線橋） 安城市今本町地内始め サン・シールド株式会社

（現）浅岡　浩二
（監）浅岡　浩二

舗装道修繕工事（その１０） 主要地方道安城碧南線 安城市東端町　地内 西三建設株式会社 非公表

舗装道修繕工事（その１２） 主要地方道岡崎西尾線 安城市藤井町地内 株式会社クサカ
（現）坂中　祐太
（主）坂中　祐太

舗装道修繕工事（その１３） 一般県道南中根小垣江線 安城市和泉町地内 西三建設株式会社 非公表

中小河川改良工事（５か年・緊急
対策）緊急防災対策河川工事合
併工事（高浜川水門２号工）

二級河川高浜川
（高浜川水門） 碧南市丸山町地内 木村建設株式会社

（現）平澤　克彦
（監）平澤　克彦

道路改良工事（１号工）
一般国道４１９号
（蛇抜大橋高架橋） 高浜市呉竹町地内

株式会社日本ピーエス
中部支店

（現）鈴木　智基
（主）鈴木　智基

中小河川改良工事（５か年）
緊急防災対策河川工事
合併工事（長田橋） 二級河川長田川 安城市東端町地内始め 石橋建設興業株式会社

（現）森田　朋弥
（監）森田　朋弥

道路改良工事（交付金）
（名古屋岡崎２号工） 主要地方道名古屋岡崎線 刈谷市井ケ谷町地内 関興業株式会社

（現）杉浦　康仁
（監）杉浦　康仁

中小河川改良工事（５か年・緊急
対策）地震対策河川特別工事
合併工事（蜆川１号工） 二級河川蜆川 碧南市入船町地内 石橋建設興業株式会社

（現）渡邉　陽
（監）鳥居　隆司

道路改良工事（碧南高浜拡幅）
（３号工） 一般国道２４７号（汐留橋） 高浜市碧海町地内 木村建設株式会社

（現）冨田　充司
（監）冨田　充司

総合治水対策特定河川工事（５か
年・緊急対策）（猿渡川４号工） 二級河川猿渡川 知立市牛田町地内始め 中一建設工業株式会社

（現） 原　真
（監） 原 真

（現）：現場代理人　 　　　　
（主）：主任技術者　　　　　　
（監）：監理技術者

2021年度　　建設工事の評定結果公表　対象工事一覧表　（知立建設事務所）　

※2021年度に完了した工事の内、成績評定点が８０点以上の工事は以下のとおりです。【竣工順】



工　　事　　名 路　線　名　等 工　事　箇　所 請　負　業　者　名 担　当　者　名

歩道設置工事（交付金） 主要地方道　瀬戸設楽線 豊田市御蔵町地内 瀧上工業株式会社

（現）：菊地  麻耶（工場製作）
（主）：菊地  麻耶（工場製作）
（現）：崎野  雄仁
（主）：崎野  雄仁

道路改築工事３号工
一般国道　３０１号
（松平バイパス） 豊田市大内町地内 太啓建設株式会社

（現）：　水嶋　敏夫　 　　　　　　
（主）：　水嶋　敏夫

道路改良工事３号工
一般国道　３０１号
（松平バイパス） 豊田市松平志賀町地内始め 太啓建設株式会社

（現）：　椛島　繁幸
（監）：　椛島　繁幸

道路改良工事（３号工） 主要地方道　名古屋岡崎線 豊田市吉原町地内 ヤハギ道路株式会社
（現）：　木村  英人　   　　　　
（主）：　木村  英人

道路改良工事（１号工）（完全週休
２日制工事）（ＩＣＴ土工・希望１型） 一般県道　宮上知立線 豊田市中田町地内 太啓建設株式会社

（現）：　滝川　直人
（監）：　滝川　直人

道路災害防除工事（交付金）・道
路災害防止工事合併工事 主要地方道　岡崎足助線 豊田市石楠町地内 株式会社市川土木

（現）：　水元　竜英　　　　　 　　
（監）：　水元　竜英

中小河川改良工事（事業間連携）
（３号工）（ＩＣＴ活用工事） 一級河川　矢作川 豊田市枝下町地内始め 太啓建設株式会社

（現）：　柴田　守康　　　　　
（現）：　柴田　利美
（監）：　柴田　利美

舗装補修工事（交付金）舗装道修
繕工事合併工事（Ｒ３‐４・週休２
日） 一般国道　２４８号 豊田市トヨタ町地内 太啓建設株式会社

（現）：　水嶋　敏夫　 　　　　　　
（主）：　水嶋　敏夫

舗装道修繕工事（Ｒ３‐３） 一般県道　宮上知立線 豊田市本田町地内 太啓建設株式会社
（現）：　水崎　一洋　 　　　　　　
（主）：　水崎　一洋

中小河川改良工事（事業間連携）
（５号工）（ＩＣＴ活用工事） 一級河川　矢作川 豊田市枝下町地内 太啓建設株式会社

（現）：　後藤　英之
（監）：　後藤　英之

舗装道修繕工事（Ｒ３‐５・週休２
日） 主要地方道　豊田安城線 豊田市上郷町地内 太啓建設株式会社

（現）：　飯田　祐治　 　　　　　　
（主）：　飯田　祐治

通常砂防工事（防災・安全）（重
点）（５か年対策）（合併） 白山川　第２支川 豊田市大蔵町地内 株式会社小松

（現）：　小澤三重子　　　　　　　
（主）：　小澤三重子

道路標識設置工事（単県）
主要地方道　名古屋岡崎線始
め 豊田市中田町地内始め 東京戸張株式会社

（現）：　小林　哲也　　　　　　 　
（主）：　天野　敦之

道路改良工事（１号工）（ＩＣＴ希
望） 主要地方道　名古屋岡崎線 豊田市大島町地内始め ヤハギ道路株式会社

（現）：　牧野  賢作　 　　　　　　
（監）：　牧野  賢作

橋梁修繕工事
一般県道　大沼足助線（川端
橋） 豊田市安実京町地内始め 株式会社佐野塗工店

（現）：　上野玄貴　　　 　　　　　
（主）：　上野玄貴

通常砂防工事（防災・安全）（５か
年対策）（合併）（週休２日） 巴川　第２８支川 豊田市足助町地内 安藤建設株式会社 　非公表

舗装道修繕工事（Ｒ３－８） 一般国道　２４８号 豊田市下市場町地内 太啓建設株式会社
（現）：　水嶋　敏夫　 　　　　　　
（主）：　水嶋　敏夫

通常砂防工事（防災・安全）（５か
年対策）（合併） 西口沢 豊田市大沼町地内 澤組株式会社

（現）：  澤田  佳樹　　　　　　 　
（主）：  澤田  佳樹

総合治水対策特定河川工事（交
付金）（ＩＣＴ指定） 二級河川　逢妻女川 豊田市堤町地内 須藤建設工業株式会社 　非公表

区画線設置工事（単県）
主要地方道　名古屋岡崎線始
め みよし市福田町地内始め 名阪興業株式会社

（現）：　桑島　良介
（主）：　粂　光雄

舗装道修繕工事（Ｒ３－６） 一般県道　宮上知立線 豊田市堤町地内始め 須藤建設工業株式会社 　非公表

総合治水対策特定河川工事（交
付金）（１号工） 二級河川　逢妻女川 豊田市広田町地内始め 須藤建設工業株式会社 　非公表

通常砂防工事（事業間連携）（５か
年対策）（ＩＣＴ希望） 小田木川　第６支川 豊田市小田木町地内 株式会社安藤組

（現）：　後藤　芳文　　　　　　　
（主）：　後藤　芳文

舗装道修繕工事（Ｒ３－支－５） 一般国道　３０１号 豊田市花沢町地内 太啓建設株式会社
（現）：　梅村　不二夫 　　　　　
（主）：　梅村　不二夫

道路改良工事１号工
一般国道　３０１号
（松平バイパス） 豊田市松平志賀町地内始め 太啓建設株式会社

（現）：　小林　喜文               
（現）：　寄下　健二
（監）：　小林　喜文

道路改良工事（２号工） 一般県道　宮上知立線 豊田市中田町地内 太啓建設株式会社

（現）：　宇野　彰太　　　　　
（現）：　濱田　昌博　　　　　　　
（監）：　宇野　彰太　　　　　　
（監）：　濱田　昌博

（現）：現場代理人　 　　　　
（主）：主任技術者　　　　　　
（監）：監理技術者

2021年度　　建設工事の評定結果公表　対象工事一覧表　（豊田加茂建設事務所）　

※2021年度に完了した工事の内、成績評定点が８０点以上の工事は以下のとおりです。【竣工順】



工　　事　　名 路　線　名　等 工　事　箇　所 請　負　業　者　名 担　当　者　名

道路改築工事（Ｄ１３） 一般国道　４７３号 東栄町大字月地内 亀山建設（株）
（現）金田敏康
（主）金田敏康

舗装道修繕工事 主要地方道　豊川新城線 新城市豊栄地内 太啓建設（株）
（現）成瀬能孝
（主）成瀬能孝

道路改築工事（山間道路）
（Ｒ２　００１）

主要地方道　飯田富山佐久間
線 豊根村富山地内 朝日土木興業（株）

（現）福田清明
（主）福田清明

舗装道修繕工事（週休２日） 一般県道　茶臼山高原設楽線 設楽町津具地内 （株）田中組
（現）伊藤栄一
（主）伊藤栄一

現年災害復旧工事２年災第５０２
号
（道路災） 一般県道　津具大嵐停車場線 設楽町津具地内 （株）佐々木建設

（現）佐々木佳央
（主）佐々木佳央

舗装道修繕工事（週休２日） 一般国道　１５１号 新城市井代地内 太啓建設（株）
（現）成瀬能孝
（主）成瀬能孝

道路改良工事（代行道路）３号工 市道　大島線 新城市七郷一色地内 小笠原建設（株）
（現）鈴木雅允
（監）鈴木雅允

舗装道修繕工事（週休２日）
主要地方道　飯田富山佐久間
線 豊根村富山地内 （株）田中組

（現）伊藤栄一
（主）伊藤栄一

舗装道修繕工事（週休２日） 一般国道　３０１号 新城市庭野地内 （株）ごんだ
（現）杉山浩和
（主）杉山浩和

舗装道修繕工事（週休２日） 一般県道　作手菅沼平瀬線 新城市作手菅沼地内 藤城建設（株）
（現）松林宏樹
（主）松林宏樹

（現）：現場代理人　 　　　　
（主）：主任技術者　　　　　　
（監）：監理技術者

2021年度　　建設工事の評定結果公表　対象工事一覧表　（新城設楽建設事務所）　

※2021年度に完了した工事の内、成績評定点が８０点以上の工事は以下のとおりです。【竣工順】



工　　事　　名 路　線　名　等 工　事　箇　所 請　負　業　者　名 担　当　者　名

中小河川改良工事（大規模特定
河川）（７号工） 二級河川　柳生川 豊橋市中郷町地内始め 三河土建株式会社

（現）　浅田　憲亮
（監）　浅田　憲亮

緊急防災対策砂防工事 山陰川支川　室川 豊川市萩町地内 深谷建設株式会社
（現）　塩野谷　勝己
（主）　塩野谷　勝己

道路改良工事（交付金）（大崎工
区・Ｒ２‐１） 主要地方道　東三河環状線 豊川市大崎町地内 株式会社林工務店

（現）　河野　通隆
（主）　河野　通隆

道路改良工事（宮下立体・Ｒ２‐２）
一般国道　１５１号始め
（宮下立体） 豊川市小坂井町地内始め 岡田建設株式会社

（現）　星浦　敬植
（監）　星浦　敬植

橋りょう補修事業国道２３号前芝
大橋下部工補強工事（誰もが働き
やすい現場環境整備工事） 一般国道　２３号（前芝大橋） 豊橋市清須町地内 株式会社オーテック

（現）　金澤　幹周
（監）　細井　幹仁

道路改良工事（宮下立体・Ｒ２‐３）
一般国道　１５１号始め
（宮下立体） 豊川市篠束町地内始め 岡田建設株式会社

（現）　市川　裕介
（監）　市川　裕介

橋梁補修工事（公共）（小坂井跨
線橋・Ｒ２）

一般国道　２４７号
（小坂井跨線橋） 豊川市平井町地内 中部化工建設株式会社

（現）　柘植　敬仁
（主）　柘植　敬仁

舗装道修繕工事（豊川‐３） 一般国道　１５１号 豊川市馬場町地内始め 豊橋建設工業株式会社
（現）　寺本　夏輝
（主）　寺本　夏輝

舗装道修繕工事（豊橋-１）（ＩＣＴ
希望） 主要地方道　豊橋渥美線 豊橋市明海町地内 青山建設株式会社

（現）　佐々木　進一
（主）　佐々木　進一

舗装道修繕工事（蒲郡‐２）（ＩＣＴ
希望） 一般国道　２３号始め 蒲郡市大塚町地内 株式会社蒲郡舗装

（現）　黒澤　義博
（主）　黒澤　義博

道路改良工事（住宅基盤関連）道
路橋りょう改築工事合併工事（三
蔵子工区・Ｒ２‐１）

主要地方道　東三河環状線始
め 豊川市三蔵子町地内始め 岡田建設株式会社

（現）　城所　大智
（主）　近藤　浩一

舗装道修繕工事（豊川‐１）（ＩＣＴ
希望） 一般国道　２３号

豊川市御津町下佐脇梅田地内
始め 鈴中工業株式会社

（現）　村上　一則
（主）　村上　一則

橋りょう補修事業主要地方道　豊
橋渥美線紙田川橋（下り）下部工
補強工事（誰もが働きやすい現場
環境整備工事）

主要地方道　豊橋渥美線
（紙田川橋（下り）） 豊橋市明海町地内始め 神野建設株式会社

（現）　前田　則好
（監）　山本　英人

橋梁補修工事（公共）（渡津橋始
め・Ｒ３）（週休２日）

一般国道　２３号（渡津橋）始
め 豊橋市高洲町地内始め 藤城建設株式会社

（現）　丹治　考詞
（主）　丹治　考詞

橋梁補修工事（公共）（長沢橋・Ｒ
２）

主要地方道　長沢蒲郡線
（長沢橋） 豊川市長沢町地内 岡田建設株式会社

（現）　今田　鉄治
（監）　今田　鉄治

中小河川改良工事（５か年）（１号
工） 二級河川　柳生川 豊橋市牟呂町地内始め 日下建設株式会社

（現）　杉浦　孝博
（監）　杉浦　孝博

中小河川改良工事（５か年）（３号
工） 二級河川　柳生川 豊橋市牟呂町地内始め 青山建設株式会社

（現）　飯島　克昌
（監）　飯島　克昌

道路改良工事（宮下立体・Ｒ２‐４）
一般国道　１５１号始め
（宮下立体） 豊川市小坂井町地内 岡田建設株式会社

（現）　白井　映貴
（監）　白井　映貴

道路改良工事（宮下立体・Ｒ２‐５）
一般国道　１５１号始め
（宮下立体） 豊川市小坂井町地内 岡田建設株式会社

（現）　牧之瀬　進
（監）　牧之瀬　進

中小河川改良工事（５か年） 二級河川柳生川 豊橋市神野新田町地内 藤城建設株式会社
（現）　菅沼　和寿
（監）　菅沼　和寿

橋梁補修事業一般国道２３号渡
津橋支承取替工事（誰もが働きや
すい現場環境整備工事） 一般国道２３号（渡津橋） 豊橋市清須町地内始め

日本車輌製造株式会社　輸
機・インフラ本部　営業第二
部　名古屋営業グループ

（現）　竹内　彰　
（主）　居永　明弘
（監）　伊藤　昌記

道路改良工事（交付金）（２５９号・
Ｒ３） 一般国道２５９号 豊橋市老津町地内 三河土建株式会社

（現）　松田　弘樹
（監）　竹田　正樹

道路災害防除工事（老朽化対策）
主要地方道豊橋大知波線
（多米トンネル） 豊橋市多米町地内始め マツイ電業株式会社

（現）　松井　宏樹
（主）　川尻　安則

中小河川改良工事（大規模特定
河川）（１２号工） 二級河川柳生川 豊橋市前田南町地内 朝日土木興業株式会社

（現）　鳥井　紀秀
（監）　鳥井　紀秀

舗装道修繕工事（田原ー２） 主要地方道豊橋渥美線 田原市緑が浜地内 東三建設株式会社
（現）　植田　政宏
（主）　植田　政宏

舗装道修繕工事（豊橋－５） 一般国道３６２号 豊橋市嵩山町地内始め 藤城建設株式会社
（現）　今泉　誠
（主）　今泉　誠

道路改良工事（住宅基盤関連）
（弘法橋・Ｒ２）

一般県道豊橋環状線
（弘法橋） 豊橋市牛川町地内 青山建設株式会社

（現）　水谷　泰之
（監）　水谷　泰之

（現）：現場代理人　 　　　　
（主）：主任技術者　　　　　　
（監）：監理技術者

2021年度　　建設工事の評定結果公表　対象工事一覧表　（東三河建設事務所）　

※2021年度に完了した工事の内、成績評定点が８０点以上の工事は以下のとおりです。【竣工順】



工　　事　　名 路　線　名　等 工　事　箇　所 請　負　業　者　名 担　当　者　名

衣浦港改修工事（統合補助）橋梁
塗装工（余裕期間）その１

重要港湾
衣浦港（中央ふ頭西地区） 半田市十一号地地先 第一塗工株式会社

（現）浅田　和貞
（主）浅田　和貞

衣浦港改修工事（統合補助）橋梁
塗装工（余裕期間）その２

重要港湾
衣浦港（中央ふ頭西地区） 半田市日東町地先始め

株式会社イヤマトータルブ
リッジサポート

（現）井上　繁樹
（主）井上　繁樹

港湾区域海岸改良工事（護岸補
強工）その１ 衣浦港海岸（半田地区） 半田市港町地内 髙木建設株式会社 非公表

港湾区域海岸改良工事（護岸補
強工）その２ 衣浦港海岸（半田地区） 半田市港町地内 株式会社清久建設

（現）竹内　勉
（監）竹内　勉

衣浦港改修工事（統合補助）
重要港湾
衣浦港（新川ふ頭地区） 碧南市明石町地内 石橋建設興業株式会社

（現）天木　将博
（監）天木　将博

（現）：現場代理人
（主）：主任技術者
（監）：監理技術者

2021年度　　建設工事の評定結果公表　対象工事一覧表　（衣浦港務所）　

※2021年度に完了した工事の内、成績評定点が８０点以上の工事は以下のとおりです。【竣工順】



工　　事　　名 路　線　名　等 工　事　箇　所 請　負　業　者　名 担　当　者　名

三河港改修工事（統合補助）泊地
（‐２．５ｍ）浚渫工 三河港（蒲郡地区） 蒲郡市浜町地先 株式会社酒伊組

（現）椙山　一也
（主）椙山　一也

三河港改修（統合補助）・港湾施
設緊急改修合併工事　交差点改
良工（ＩＣＴ土工・希望１型） 三河港（神野地区） 豊橋市神野ふ頭町地内 藤城建設株式会社

（現）田中　辰美
（監）田中　辰美

特定港湾施設整備工事　野積場
舗装工（その１）（ＩＣＴ活用工事）
（余裕期間制度） 三河港（神野地区） 豊橋市神野西町地内 東三建設株式会社

（現）松田　秀綱
（主）酒本　裕介

漁港修築工事（機能強化）防波堤
工（その３） 赤羽根漁港 田原市赤羽根町地内 株式会社河合組

（現）鈴木　敦之
（主）鈴木　敦之

三河港改修工事　橋梁再塗装工
三河港（神野地区）　港大橋
（山側） 豊橋市神野ふ頭町地先始め 株式会社佐野塗工店

（現）高橋　忠
（主）竹内　渡

特定港湾施設整備工事　野積場
舗装工（ＩＣＴ指定） 三河港（蒲郡地区） 蒲郡市浜町地先 鈴中工業株式会社

（現）尾崎　真二
（主）尾崎　真二

特定港湾施設整備工事　野積場
舗装工（その２）（ＩＣＴ活用工事）
（完全週休２日制工事）（余裕期間
制度） 三河港（神野地区） 豊橋市神野西町地内 朝日土木興業株式会社

（現）大羽　友典
（監）大羽　友典

三河港改修（統合補助）・三河港
改修合併工事　橋梁再塗装工

三河港（神野地区）　Ｃランプ・
港大橋（山側） 豊橋市神野ふ頭町地内始め 株式会社佐野塗工店

（現）高橋　忠
（主）竹内　渡

（現）：現場代理人　 　　　　
（主）：主任技術者　　　　　　
（監）：監理技術者

2021年度　　建設工事の評定結果公表　対象工事一覧表　（三河港務所）　

※2021年度に完了した工事の内、成績評定点が８０点以上の工事は以下のとおりです。【竣工順】


