令和２年度
優秀工事等表彰
N
E XＮＥＸＣＯ東日本東北支社
CO
技術力発揮し、優れた成果を高く評価

ＮＥＸＣＯ東日本東北支社の優秀工事等表彰は、完成し
た工事等の施工や取り組みが特に優秀な受注者の功績を
表彰することにより、
さらなる品質や技術の向上を目的に
平成21年度から開催。同社が実施する総合評価落札方式
（工事成績評価型等）
に実績として反映され、
インセンティ
ブが与えられる。
本年度は、支社長表彰として優秀工事14件、安全管理優
秀工事５件、
コスト縮減優秀工事１件、工程管理優秀工事
１件および優秀業務１件を表彰。
また、事務所長表彰とし
て優良工事15件、優良業務６件を表彰した。

優秀工事（支社長表彰）

優秀工事（支社長表彰）

優秀工事（支社長表彰）
工事名 仙台東部道路

早股こ道橋（ＰＣ上部工）工事

優秀工事（支社長表彰）
工事名 東北中央自動車道

上山舗装工事

西岡

東北支店

巌

執行役員東北支店長

東北支店／宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1
TEL.022-225-7748㈹ FAX.022-225-7399
ホームページ https://www.taisei.co.jp/

大熊インターチェンジ工事

安全 で 快適 な環境づくりを

岡

郁智

三重県伊勢市佐八町1154-3
TEL.0596-39-1010 FAX.0596-39-1008
URL https://www.sjc-kotobuki.com/

優秀工事（支社長表彰）
工事名 常磐自動車道

南陽高畠〜山形上山間標識工事

代表取締役社長

下菊和則

〒980-0801 仙台市青葉区木町通１丁目5-1
TEL.022-262-1511 FAX.022-221-4168

優秀工事（支社長表彰）
工事名 常磐自動車道

優秀工事（支社長表彰）
工事名 東北中央自動車道

わたしたちは確かなものづくりを通して豊かな社会の実現に貢献します

常務執行役員東北支店長

安全管理優秀工事、
コスト縮減優秀工事、工程管理優秀工事、優秀業務（支社長表彰）

平窪工事

優秀工事（支社長表彰）
（ＰＣ上部工）工事
工事名 小名浜道路 ５号橋
人と人をつなぐ。
それはやがて、景色になる。

株式会社 富士ピー・エス
東北支店

清 水 康次郎

執行役員支店長

青野丈児

執行役員支店長

東北支店／仙台市青葉区木町通１丁目3-26
TEL.022-267-9111 FAX.022-225-0476
URL https://www.shimz.co.jp/

優秀工事（支社長表彰）
工事名 磐越自動車道

田村中央スマートインターチェンジ舗装工事

古賀順一

執行役員支店長

〒980-0803 仙台市青葉区国分町1丁目6-9
TEL.022-262-3411 FAX.022-262-3416

仙台市青葉区大町一丁目1-8
（第三青葉ビル）
TEL.022-713-8131 FAX.022-713-8132

優秀工事（支社長表彰）
工事名 磐越自動車道

いわき管内舗装補修工事

優秀工事（支社長表彰）
工事名 磐越自動車道

会津若松管内のり面補強工事

東北支店
代表取締役

須佐正厚

〒947-0013 新潟県小千谷市大字上片貝76-1
TEL.0258-82-2634㈹ FAX.0258-83-2802

〒980-0014 仙台市青葉区本町2丁目5-1
（オーク仙台ビル内）
TEL.022-225-4437 FAX.022-222-4162

安全管理優秀工事（支社長表彰）
工事名 東北中央自動車道

宮原道浩

執行役員支店長

蔵王川橋（鋼上部工）工事

安全管理優秀工事（支社長表彰）
工事名 東北自動車道

梨子野木橋床版取替工事

安全管理優秀工事（支社長表彰）
工事名 東北自動車道

北東北支店

田代貴義

仙台営業所長

仙台営業所／仙台市青葉区一番町1丁目1-31
TEL.022-261-2741 FAX.022-268-3979

コスト縮減優秀工事（支社長表彰）
工事名 東北自動車道

十和田管内のり面補強工事

支店長

大矢

東北支店

茂

常務執行役員支店長

〒020-0122 岩手県盛岡市みたけ６丁目４-３６
TEL.019-641-7335㈹ FAX.019-641-7339

工程管理優秀工事（支社長表彰）
工事名 秋田自動車道

秋田管内舗装補修工事

優良工事（事務所長表彰）
工事名 東北自動車道

佐藤雅昭

北上管内舗装補修工事

用 と 技

青森県十和田市東一番町2-50 TEL.0176-23-3521㈹
http://www.tanaka-net.co.jp/

優良工事（事務所長表彰）
工事名 八戸自動車道

術
株式
会社

田中大文

代表取締役社長

仙台市宮城野区榴岡四丁目2-3
（仙台MTビル14F）
TEL.022-352-9377 FAX.022-352-9388

優良工事（事務所長表彰）

小坂〜碇ヶ関間立入防止柵工事

田中建設

東北支店
執行役員支店長

阿部義宏

〒982-0036 仙台市太白区富沢南1丁目18-8
ＴＥＬ.022-243-4439 FAX.022-243-4438

信

工事名 東北自動車道

十和田管内橋梁補修工事

八戸管内橋梁補修工事

総合建設業

優良工事（事務所長表彰）
工事名 磐越自動車道

会津若松管内橋梁補修工事

私たちが求めるもの
それは豊かな未来を支える確かな技術です。

東北支店
支店長

朝比奈 和 德

東北営業所／〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡5丁目1-12
（仙萩ビルディング3Ｆ）
TEL.022-298-6027 FAX.022-298-6028

仙台市青葉区二日町１２-３０
（日本生命仙台勾当台西ビル）
ＴＥＬ.022-264-1577 ＦＡＸ.022-262-7845

優良工事（事務所長表彰）
工事名 八戸自動車道

補修工学－構造物の総合メンテナンス企業

塩浜都広

代表取締役社長

八戸西スマートＩＣ管理施設新築工事

所長

仙台営業所

塩野崎 楠 平

www.sho-bond.co.jp/

優良工事（事務所長表彰）
工事名 山形自動車道

山形北ＩＣ雪氷施設改修工事

優良工事（事務所長表彰）
工事名 東北自動車道

滝沢中央スマートＩＣ管理施設新築工事

「誠意」「創意」「熱意」
特 定 建 設 業

代表取締役社長
ＩＳＯ 9001
OHSAS 18001
認証取得

橘建設株式会社

田島一史

代表取締役社長

本社／〒034-0037 青森県十和田市穂並町2-62
TEL.0176-23-3511㈹ FAX.0176-23-3510
URL http://kamikita.co.jp/

優良工事（事務所長表彰）
工事名 常磐自動車道

橘

冨雄

〒028-3307 岩手県紫波郡紫波町桜町字大坪35の1
TEL.019-672-4411㈹ FAX.019-676-3973

大久地区地すべり対策工事

優良工事（事務所長表彰）
工事名 東北自動車道

滝沢中央スマートインターチェンジ舗装工事

優良工事（事務所長表彰）
工事名 常磐自動車道

仙台東管内標識更新工事

人 々の た め により良 い環 境を 創 造 する

執行役員東北支店長

東北支社

毛利祐二

執行役員支社長

仙台市青葉区国分町3丁目4-33
TEL.022-221-7681

株式会社アークノハラ
代表取締役社長

功

仙台市青葉区一番町3-1-1仙台ファーストタワー12F
TEL.022-222-6664

優良業務（事務所長表彰）
業務名 秋田自動車道

仲村

横手管内トンネル設計

力

優良業務（事務所長表彰）
業務名 磐越自動車道

道路，
トンネル設計（本体工，換気，照明，施工管理他）

岡本

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-1-11
TEL.03-3351-9301 FAX.03-3355-0639

猪苗代地区盛土のり面対策工設計

技術と創意で自然を活かし、地域の安全に取り組む

（社）建設コンサルタンツ協会 会員 ＩＳＯ９００１認証取得

受賞おめでとうございます

株式会社ロード・エンジニアリング
代表取締役

清水

洋

本社／〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5丁目24-7 TEL.03-3891-0711 FAX.03-3891-0701

代表取締役社長

池野正志

〒950-8565 新潟市中央区新光町６番地１ TEL.025-２８１-８８１1 FAX.025-281-8833

