
平成２６年度 優秀工事施工業者表彰者リスト

１．施工業者・技術者表彰 

１）港区十一屋二丁目地内ほか１か所３００粍配水管布設工事

    株式会社服部組                 現場代理人  臼井 久視

２）南区弥次ヱ町１丁目地内配水管布設工事に伴う舗装復旧工事

    大矢建設株式会社                現場代理人  浜野 寛太

３）中村区京田町２丁目地内ほか１か所１５０粍配水管布設工事

    株式会社タケコシ                現場代理人  石神 博司

４）緑区鳴子町３丁目地内２００粍配水管布設工事

    大島建設株式会社                現場代理人  高瀬 貴

５）中区伊勢山一丁目地内御器所幹線リフレッシュ工事

    株式会社山越                  現場代理人  西岡 俊和

６）昭和区折戸町３丁目地内２００粍配水管布設工事

    足立建設株式会社                現場代理人  前田 幸紀

７）中村区名駅南四丁目地内中央幹線改良工事

    足立建設株式会社                現場代理人  宮部 信嘉

８）港区港北町４丁目地内１００粍配水管布設工事

    球磨建設株式会社                現場代理人  野末 一路

９）中川区愛知町地内中央幹線改良工事

    村上建設工業株式会社              現場代理人  竹内 俊一

１０）第２次南区菊住二丁目付近下水道築造工事

    株式会社真栄土建                現場代理人  宮島 英雄

１１）正保雨水幹線下水道築造工事

    不動テトラ・徳倉・二友特別共同企業体      現場代理人  植手 照博



１２）山崎右岸集水管改築工事

    株式会社服部組                 現場代理人  臼井 久視

１３）港区神宮寺二丁目付近汚泥輸送管布設工事

    株式会社服部組                 現場代理人  戸谷 芳夫

１４）昭和区御器所町木市付近下水道築造工事

    株式会社ノゼキ                 現場代理人  土下 晃

１５）第５次古川幹線改築工事

    大有建設株式会社本店              現場代理人  江川 直樹

１６）打出水処理センター簡易処理高度化施設築造工事

    ＴＳＵＣＨＩＹＡ・光建特別共同企業体      現場代理人  小島 崇広

１７）北区元志賀町２丁目地内下水道築造工事

    株式会社大港                  現場代理人  大山 拓広

１８）天池幹線改築工事

    村本建設株式会社 名古屋支店          現場代理人  宇野 明洋

１９）第３次油石汚水幹線下水道築造工事

    株式会社森組 大阪本店             現場代理人  吉田 洋

２０）第２次小川町幹線改築工事

    西濃建設株式会社 名古屋支店          現場代理人  後藤 智之

２１）有松汚水幹線改築工事

    株式会社山田組                 現場代理人  毛利 尚弘

２２）中道町支線改築工事

    株式会社イチテック 名古屋支店         現場代理人  越野 哲

２３）西部管路センター管内ほか下水本管（中大口径管）部分補修工事

    株式会社山越                  現場代理人 波名城 勝也

２４）春日井浄水場排水処理棟建物補修工事

    株式会社稲垣工務店               現場代理人  稲垣 昇



２５）植田水処理センター始め２箇所建物補修工事

    株式会社稲垣工務店               現場代理人  稲垣 昇

２６）土市ポンプ所ポンプ棟建物整備工事

    あらた建設株式会社               現場代理人 宇佐美 幸三

２７）熱田水処理センターガスタービン機関分解補修工事

    三愛物産株式会社                現場代理人  市橋 恒雄

２８）大治浄水場第５汚水ポンプ所ポンプ設備工事

    株式会社鶴見製作所 中部支店          現場代理人  澤田 宗宏

２９）熱田水処理センター水処理設備改修工事

    株式会社服部組                 現場代理人  関 勝行

３０）春日井浄水場高速凝集沈澱池設備整備工事

    水ｉｎｇ株式会社 中部支店           現場代理人  佐藤 信

３１）水里ポンプ所監視制御設備整備工事

    日新電機株式会社 中部支社           現場代理人  古東 勇一

３２）中村ポンプ所遠方監視制御設備整備工事

    株式会社日立製作所 中部支社          現場代理人 竹之下 忠英

３３）中島ポンプ所始め３箇所電気設備補修工事

    株式会社日立製作所 中部支社          現場代理人  吉川 大造

３４）山崎水処理センター電気設備工事（その７）

    株式会社日立製作所 中部支社          現場代理人  大坪 裕幸

３５）城北ポンプ所電気設備整備工事（その４）

    荏原商事株式会社 中部支社           現場代理人  中野 哲志

３６）惟信雨水調整池電気設備工事

    藤田電機工業株式会社              現場代理人  神山 和博

３７）千年水処理センター電気設備補修工事（その２）

    東芝電機サービス株式会社 中部支店       現場代理人  下村 浩一



２．技術者表彰のみ 

１）北区元志賀町２丁目地内庄内幹線新設工事       現場代理人  米澤 智成

２）港区名港一丁目地内１００粍配水管布設工事      現場代理人  堀田 恭平

３）港区小賀須四丁目地内１００粍配水管布設工事     現場代理人  堀田 恭平

４）中川区打出町字江西地内１００粍配水管布設工事    現場代理人  二村 英勝

５）緑区有松愛宕地内１００粍配水管布設工事       現場代理人  木渕 隆宏

６）緑区神沢一丁目地内１００粍配水管布設工事      現場代理人  土下 晃

７）南区明治一丁目地内ほか１か所工業用水道４００粍配水管布設工事

                            現場代理人  杉浦 義一

８）港区十一屋二丁目地内４００粍配水管布設工事     現場代理人  林 泰孝

９）緑区鳴海町字明願地内１００粍配水管布設工事（第２次工事）

                            現場代理人  藤井 幸二

１０）名東区高針原一丁目地内３００粍配水管布設工事   現場代理人  柴田 英貴

１１）中川区吉津一丁目地内１００粍配水管布設工事（第２工区）

                            現場代理人  杉山 昌永

１２）植田水処理センター主ポンプ設備工事        現場代理人  田沢 敏康

１３）伝馬町水処理センターディーゼル機関改修工事    現場代理人  土井 雄一

１４）中村ポンプ所計装設備補修工事           現場代理人  大威 寛治

３．施工業者表彰のみ 

１）前浜通雨水幹線下水道築造工事       西松・昭建・シンキ特別共同企業体
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平成２７年度 優秀工事施工業者表彰者リスト

１．施工業者・技術者表彰 

１）熱田区千年二丁目地内紀左ヱ門幹線改良工事

    大豊・森本・中日特別共同企業体 

大豊建設株式会社 名古屋支店             現場代理人  廣瀬 耕一

２）清須市助七２丁目地内ほか１か所１００粍配水管布設工事（第１次工事）

    木下工業株式会社                   現場代理人  林田 隆弘

３）清須市助七２丁目地内１５０粍配水管布設工事

    木下工業株式会社                   現場代理人  中上 明

４）港区中之島通４丁目地内名四幹線改良工事

    東海建設株式会社                   現場代理人  村上 謙司

５）北区垣戸町２丁目地内ほか５か所舗装復旧工事

    株式会社竹常                     現場代理人 竹田 弘太郎

６）名東区豊が丘地内１５０粍配水管布設工事

    株式会社大島組                    現場代理人  後藤 馨

７）守山区村合町地内１００粍配水管布設工事

    株式会社タケコシ                   現場代理人  石神 博司

８）中川区供米田二丁目地内１００粍配水管布設工事

    株式会社ノゼキ                    現場代理人  牧田 茂和

９）大日町支線改築工事

    株式会社古賀クリーナー 名古屋支店          現場代理人  植村 忠司

１０）昭和区永金町付近下水道築造工事

    株式会社ノゼキ                    現場代理人  土下 晃

１１）正保雨水幹線下水道築造工事に伴う舗装復旧工事

    株式会社二友組                    現場代理人  伊藤 友晴
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１２）新栄支線ほか改築工事

    吉川建設株式会社 名古屋支店             現場代理人  吉沢 紘司

１３）昭和区鶴舞四丁目地内下水道築造工事

    愛知産業株式会社                   現場代理人  瀬上 広宣

１４）中区正木三丁目地内下水道改築工事

    株式会社大島組                    現場代理人  原瀬 英明

１５）南区滝春町付近汚泥輸送管布設工事

    大豊建設株式会社 名古屋支店             現場代理人  西川 圭

１６）天白区高坂町地内ほか下水道築造工事

    栄和産業株式会社                   現場代理人  川田 武寿

１７）港区神宮寺二丁目付近汚泥輸送管布設工事

    株式会社ノゼキ                    現場代理人  土下 晃

１８）第８次港区茶屋新田地内下水道築造工事及び取付管工事

    有限会社オワリ                    現場代理人  石原 宗祐

１９）第２４次中川区富田町千音寺付近下水道築造工事及び取付管工事

    加藤建設株式会社                   現場代理人  松本 博之

２０）伝馬町準幹線ほか改築工事

    株式会社アースメンテナンス 名古屋支店        現場代理人  片山 達也

２１）南区内田橋一丁目付近下水道改築工事

    株式会社アースメンテナンス 名古屋支店        現場代理人  山本 尚弘

２２）旗屋町準幹線ほか改築工事

    地建興業株式会社 名古屋営業所            現場代理人  水谷 康夫

２３）第２次車道幹線改築工事

    徳倉建設株式会社                   現場代理人  糟谷 髙芳

２４）港区南陽町西福田西野地内下水道築造工事及び取付管工事

    株式会社竹居組                    現場代理人  横地 秀忠
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２５）岩塚水処理センター倉庫新築工事

    株式会社大竹組                    現場代理人  本田 精一

２６）空見スラッジリサイクルセンター汚泥焼却設備補修工事

    月島機械株式会社 名古屋支店             現場代理人  竹内 弘季

２７）工業用水道辰巳浄水場配水ポンプ設備工事

    株式会社石垣 名古屋支店               現場代理人  三角 貴裕

２８）名港ポンプ所沈砂池設備工事

    吉田工機株式会社                   現場代理人  牛島 浩二

２９）柴田汚泥処理場汚泥焼却設備補修工事（その３）

    メタウォーター株式会社 営業本部 中日本営業部    現場代理人  北村 孝信

３０）大治浄水場着水井設備工事

    株式会社フソウ 名古屋支店              現場代理人 香川 慎一郎

３１）瑞穂配水場機械設備工事

    藤吉工業株式会社                   現場代理人  森 和幸

３２）岩塚水処理センター始め２箇所監視制御設備補修工事

    株式会社明電舎 中部支社               現場代理人  岩田 和夫

３３）柴田水処理センター電気設備工事（その２）

    三菱電機株式会社 中部支社              現場代理人  荒谷 直

３４）堀留分室建築電気設備整備工事

    株式会社シモデン                   現場代理人  石田 達也

３５）岩塚水処理センター電動機改修工事

    株式会社明電舎 中部支社               現場代理人  岩田 和夫

３６）宝神水処理センター電気設備整備工事

    株式会社日立製作所 中部支社             現場代理人  長山 秀明

３７）千年水処理センター電気設備工事

    株式会社東芝 中部支社                現場代理人 佐久間 勝彦
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３８）打出水処理センター電気設備改修工事

    株式会社明電舎 中部支社               現場代理人  大威 寛治

３９）工業用水道大治浄水場電気設備整備工事

    株式会社明電舎 中部支社               現場代理人  川邊 昌義

４０）鍋屋上野浄水場緩速ろ過池電気設備工事（その２）

    三菱電機株式会社 中部支社              現場代理人  仲村 崇

２．技術者表彰のみ 

１）中区千代田四丁目地内御器所幹線リフレッシュ工事    

    株式会社二友組                    現場代理人  比嘉 啓智

２）池下町支線改築工事

中日コプロ株式会社                  現場代理人  松本 丈詞

３）第７次港区茶屋新田地内下水道築造工事及び取付管工事

株式会社大港                     現場代理人  原 幸輔

４）西区児玉三丁目付近下水道築造工事

株式会社セイホウ                   現場代理人  齋藤 一

５）北区大曽根三丁目地内下水道築造工事

    木下工業株式会社                   現場代理人  前田 晃一

６）中川区的場町１丁目付近下水道築造工事

    株式会社大港                     現場代理人  原 幸輔

７）城北ポンプ所主ポンプ設備工事

株式会社日立製作所 中部支社             現場代理人  瀬戸 伸二

８）中川西配水場配水ポンプ設備改修工事 

    株式会社日立製作所 中部支社             現場代理人  本田 良次

９）熱田ポンプ所主ポンプ設備整備工事

クボタ機工株式会社 中部営業所            現場代理人  中西 信之
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１０）福徳ポンプ所計装設備補修工事

   三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 中部本部   現場代理人  梛野 俊朗

３．施工業者表彰のみ 

１）熱田区千年二丁目地内紀左ヱ門幹線改良工事

大豊・森本・中日特別共同企業体

株式会社森本組 名古屋支店

２）熱田区千年二丁目地内紀左ヱ門幹線改良工事

大豊・森本・中日特別共同企業体

中日建設株式会社

３）あま市方領屋敷地内２００粍配水管布設工事（第１工区） 

  ジェイテクノ株式会社

４）中川区万町地内１００粍配水管布設工事

                株式会社ノゼキ

５）千種区吹上二丁目地内中央幹線改良工事（第１工区）

日本国土開発株式会社 名古屋支店

６）瑞穂区膳棚町付近下水道築造工事

有限会社オワリ

７）北営業所建物整備工事

佐々木建設工業株式会社

８）福田ポンプ所主ポンプ設備工事

株式会社電業社 機械製作所 名古屋支店



平成２８年度 優秀工事施工業者表彰者リスト

１．施工業者・技術者表彰 

《水道》 

１）千種区吹上二丁目地内中央幹線改良工事（第２工区）

    足立建設株式会社                    現場代理人  西都 雄次

２）中村区高道町１丁目地内４００粍配水管布設工事

    足立建設株式会社                    現場代理人  宮部 信嘉

３）港区金城ふ頭二丁目地内ほか２か所３００粍配水管布設工事

    足立建設株式会社                    現場代理人  河戸 祐樹

４）瑞穂区洲山町２丁目地内塩付送水幹線改良工事

    村上建設工業株式会社                  現場代理人  宍戸 宏輔

５）昭和区鶴舞四丁目地内ほか１か所４００粍配水管布設工事

    村上建設工業株式会社                  現場代理人  竹内 俊一

６）春日井市松河戸町地内１８００粍春日井送水幹線改良工事

    日本国土開発株式会社 名古屋支店            現場代理人   岡田 啓

７）海部郡大治町大字西條字坂牧島地内ほか５か所１００粍配水管布設工事

    株式会社大島組                     現場代理人  正村 智孝

８）中区三の丸四丁目地内丸の内幹線改良工事

    山城土木株式会社                    現場代理人  松山 茂浩

９）中村区稲葉地町２丁目地内２００粍配水管布設工事

    株式会社ヒメノ                     現場代理人  竹内 謙策

１０）天白区土原一丁目地内１５０粍配水管布設工事

    株式会社石田組                     現場代理人  松岡 覚志

１１）中村区太閤一丁目地内椿町幹線新設工事

    安井建設株式会社                    現場代理人  松山 和裕

１２）名東区勢子坊一丁目地内１００粍配水管布設工事

    株式会社ミズホエンジニアリング             現場代理人 長谷川 尚守
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１３）守山区小幡二丁目地内ほか４か所１００粍配水管内クリーニング工事

    株式会社二友組                     現場代理人  船戸 宣和

１４）緑区鳴丘二丁目地内ほか１か所１５０粍配水管布設工事

    株式会社山田商会                    現場代理人  田中 由明

《下水道》 

１）前浜通雨水幹線下水道築造工事（その２）

    矢作建設工業株式会社                  現場代理人  後藤 洋信

２）西区新道一丁目地内下水道築造工事

    株式会社真栄土建                    現場代理人  宮島 英雄

３）昭和区川名本町３丁目付近下水道築造工事

    株式会社真栄土建                    現場代理人  江原 敬鎬

４）名東区香坂地内ほか下水道築造工事

    株式会社大港                      現場代理人   原 幸輔

５）港区西茶屋三丁目地内ほか下水道築造工事及び取付管工事

    株式会社大港                      現場代理人   原 幸輔

６）中村区松原町１丁目付近下水道築造工事

    株式会社大港                      現場代理人  徳井 秀俊

７）第４次天池幹線改築工事

    青木あすなろ建設株式会社 名古屋支店          現場代理人  三谷 幸一

８）日置町支線ほか改築工事

    株式会社イチテック 名古屋支店             現場代理人  安田 貞幸

９）中村区太閤一丁目地内下水道築造工事

    山田組・日本技建特別共同企業体             現場代理人  小関 浩平

１０）第２次笠寺幹線改築工事

(旧)大和小田急建設株式会社 名古屋支店         現場代理人  河原 照雅
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１１）港区本宮町２丁目付近下水道築造工事

    株式会社山田組                     現場代理人   末田 勝

１２）第４次赤萩町幹線改築工事

    株式会社山田組                     現場代理人  髙岸 栄治

１３）第２次中川区富永二丁目付近下水道築造工事及び取付管工事

    山田・宮本特別共同企業体                現場代理人  安達 英勝

１４）中村区深川町２丁目付近下水道築造工事

    株式会社柴田組                     現場代理人  柴田 邦春

１５）瑞穂区萩山町３丁目付近ほか下水道築造工事   

    有限会社オワリ                     現場代理人  石原 宗祐

１６）島退支線改築工事

    地建興業株式会社 名古屋営業所             現場代理人  水谷 康夫

１７）西日置幹線改築工事

    大興建設株式会社 名古屋支店              現場代理人  内藤 達也

１８）大西汚水幹線下水道築造工事

    株式会社ノバック 名古屋支店              現場代理人  酒上 泰暢

１９）第１０次港区茶屋新田地内下水道築造工事及び取付管工事

    東海建設株式会社                    現場代理人   秋元 祥

２０）高木雨水幹線下水道築造工事

    岐建株式会社 名古屋支店                現場代理人  清水口 靖

２１）植田水処理センター施設整備工事

    長谷川体育施設株式会社 中部支店            現場代理人   南 翔平

２２）城北ポンプ所始め２箇所構内整備工事

    小田鐵網株式会社                    現場代理人  荻野 哲浩

２３）千種区今池五丁目付近下水道改築工事

    株式会社アースメンテナンス 名古屋支店         現場代理人  片山 達也



4 

２４）配水管布設工事に伴う東区泉一丁目地内下水道改築工事

    株式会社アースメンテナンス 名古屋支店         現場代理人  片山 達也

２５）第４次車道幹線改築工事

    みらい建設工業株式会社中部支店             現場代理人  平林 敬治

２６）浄心雨水調整池流入管下水道築造工事

    ＴＳＵＣＨＩＹＡ株式会社 名古屋支社          現場代理人 植田 賢太郎

２７）東陽町幹線ほか改築工事

    大日本土木株式会社 名古屋支店             現場代理人  安田 晃

《建築》

１）八剣ポンプ所沈砂池上屋建物整備工事

    株式会社二友組                     現場代理人  簗瀬 慶祐

２）白鳥橋ポンプ所ポンプ棟建物整備工事

    村武建築株式会社                    現場代理人  前田 祐太

《機械》

１）中村ポンプ所沈砂池設備工事

   吉田工機株式会社                     現場代理人  前田 竜也

《電気》

１）鳴海配水場計装設備整備工事（その３）

    名三工業株式会社                    現場代理人  高瀬 甲子

２）岩塚水処理センター計装設備補修工事（その２）

    名三工業株式会社                    現場代理人  水野 達郎

３）植田水処理センター電気設備整備工事       

株式会社日立製作所 中部支社              現場代理人  吉川 大造

４）内浜ポンプ所電気設備工事

    株式会社明電舎 中部支社                現場代理人   森 達夫

５）守西ポンプ所建築電気設備工事

    名古屋平和電工株式会社                 現場代理人 佐々木 雄一
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６）大治浄水場計装設備工事

    アズビル株式会社ビルシステムカンパニー中部支社     現場代理人  佐藤 敦人

７）川北ポンプ所電気設備工事（その３）

    三菱電機株式会社 中部支社               現場代理人  栗山 輝久

８）大治浄水場本館建築電気設備工事

    藤田電機工業株式会社                  現場代理人  増田 憲治

２．技術者表彰のみ 

《下水道》

１）第１１次港区茶屋新田地内下水道築造工事及び取付管工事    現場代理人  杉浦 敬治

《機械》

２）打出水処理センター水処理設備補修工事（その２）       現場代理人   伊藤 力

《電気》

３）大治浄水場本館電気設備工事                 現場代理人  久留 正直



平成２９年度 優秀工事施工業者表彰者リスト

１．施工業者・技術者表彰 

《水道》 

１）港区汐止町地内３００粍配水管布設工事

    東海建設株式会社                    現場代理人   林 泰孝

２）港区善北町地内ほか１か所２００粍配水管布設工事

    株式会社山田商会                    現場代理人  大橋 信二

３）名東区社口二丁目地内１００粍配水管布設工事

    株式会社タケコシ                    現場代理人  石神 博司

４）配水管移設工事等（単価契約）第６工区

    株式会社二友組                     現場代理人  足立 勝彦

５）天白区高坂町地内ほか１か所３００粍配水管布設工事

    ジェイテクノ株式会社                  現場代理人  横澤 博之

６）西区枇杷島五丁目地内１００粍配水管布設工事

    株式会社川口組                     現場代理人  山田 直克

７）名東区藤森二丁目地内１００粍配水管布設工事

    株式会社石田組                     現場代理人 馬路 孝一郎

８）鍋屋上野浄水場構内整備工事

    上野土木株式会社                    現場代理人  水野 敏明

９）昭和区滝子町地内ほか３か所２００粍配水管布設工事

    株式会社服部組                     現場代理人  森山 賢一

１０）港区野跡四丁目地内金城幹線改良工事に伴う舗装復旧工事

    株式会社服部組                     現場代理人  安井 勝明

１１）千種区汁谷町地内２００粍配水管布設工事

    株式会社服部組                     現場代理人  臼井 久視
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《下水道》 

１）熱田区切戸町３丁目地内ほか下水道築造工事

    足立建設株式会社                    現場代理人  久野 晃生

２）報徳町幹線改築工事

    株式会社イチテック 名古屋支店             現場代理人  太田 克弘

３）熱田区伝馬二丁目地内雨水集水施設下水道築造工事

    山城土木株式会社                    現場代理人  井上 健二

４）中区錦三丁目地内下水道改築工事

    山城土木株式会社                    現場代理人  竹本 充宏

５）熱田区大宝三丁目地内ほか下水道築造工事

    株式会社大港                      現場代理人   原 幸輔

６）港区港栄一丁目付近下水道築造工事

    株式会社大港                      現場代理人  佐藤 信男

７）港区港北町２丁目付近汚泥輸送管布設工事

    東海建設株式会社                    現場代理人   神谷 卓

８）緑区浦里五丁目付近汚泥輸送管布設工事

    東海建設株式会社                    現場代理人  森田 和昌

９）船付幹線改築工事

    吉川建設株式会社 名古屋支店              現場代理人  山浦 幹人

１０）中区三の丸三丁目付近下水道築造工事

    株式会社服部組                     現場代理人  石川 正人

１１）筒井町幹線改築工事

    大和建設株式会社                    現場代理人  加藤 欽也

１２）矢田町幹線ほか改築工事

    株式会社山越                      現場代理人   沼倉 学
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１３）千年北部幹線改築工事

    村本建設株式会社 名古屋支店              現場代理人   藤田 保

１４）西区城西五丁目地内下水道築造工事

    株式会社山田組                     現場代理人  小関 浩平

１５）第５次天池幹線改築工事

    大日本土木株式会社 名古屋支店             現場代理人  若山 英博

１６）第２７次守山区中志段味地内下水道築造工事

    有限会社松本カッター                  現場代理人  西原 和博

１７）露橋雨水幹線下水道築造工事（その２）

    株式会社ピーエス三菱 名古屋支店            現場代理人  西村 敏英
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《建築》

１）八剣ポンプ所建物整備工事

    有限会社藤澤建設                    現場代理人  竹内 秀樹

《機械》

１）露橋水処理センター水処理設備工事（その４）

   日立造船株式会社 中部支社                現場代理人  河﨑 修逸

２）城北ポンプ所主ポンプ設備工事（その２）

   株式会社クボタ 中部支社                 現場代理人  平良 政幸

３）高蔵ポンプ所ディーゼル機関分解補修工事

   ダイハツディーゼル株式会社 名古屋支店          現場代理人  土井 雄一

４）露橋水処理センター水処理設備工事（その５）

   三機工業株式会社 中部支社                現場代理人  木谷 隆幸

《電気》

１）城北ポンプ所電気設備整備工事

    株式会社明電舎 中部支社                現場代理人 渡辺 明比古

２）打出水処理センター計装設備補修工事（その３） 

株式会社明電エンジニアリング 名古屋営業所       現場代理人  小林 康典

３）伝馬町水処理センター電気設備補修工事

    株式会社明電エンジニアリング 名古屋営業所       現場代理人  市橋 博道

４）中村ポンプ所電動機改修工事

    株式会社明電エンジニアリング 名古屋営業所       現場代理人  土方 保浩
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２．技術者表彰のみ 

《水道》

１）港区野跡三丁目地内金城幹線改良工事             現場代理人  宮部 信嘉

２）春日野配水場構内整備工事                  現場代理人  木全 健夫

３）中川区島井町地内１００粍配水管布設工事          現場代理人   井浦 進

４）港区空見町地内３００粍配水管布設工事（第２工区）     現場代理人   田中 亮

《下水道》

１）昭和区鶴羽町付近下水道築造工事               現場代理人  吉田 典弘

２）北区辻町６丁目付近下水道築造工事及び汚泥輸送管布設工事   現場代理人  細野 隆則

《機械》

１）福田ポンプ所主ポンプ設備工事（その３）           現場代理人 伊勢谷 真史

２）中川西配水場配水ポンプ設備改修工事             現場代理人  栗原 一法

《電気》

１）雨水排水遠方監視設備改修工事（その３）           現場代理人   孫 志昌

２）宝神水処理センター電気設備整備工事             現場代理人  初川 剛史

３）篠原ポンプ所計装設備整備工事                現場代理人  藤原 弘也

３．施工業者表彰のみ 

《電気》

１）露橋水処理センター電気設備工事（その２）            川北電気工業株式会社



平成３０年度 優秀工事施工業者表彰者リスト

１．施工業者・技術者表彰 

《水道》 

１）東山配水場３号配水池築造工事

    戸田建設株式会社                    現場代理人  三宅 悟志

２）春日井浄水場濃縮槽改修工事

    大協建設株式会社                   現場代理人  瀧本 和史

３）海部郡大治町大字北間島字宮西地内富田幹線撤去工事

    株式会社ヒメノ                     現場代理人  河村 崇

４）熱田区千代田町地内１００粍配水管布設工事

    株式会社ノゼキ                     現場代理人  田中 克哉

５）緑区桃山一丁目地内２００粍配水管布設工事

    株式会社新井組                     現場代理人  飯谷 浩司

６）北区辻本通２丁目地内ほか１か所２００粍配水管布設工事

    株式会社山田商会                    現場代理人  大橋 信二

７）千種区徳川山町４丁目地内３００粍配水管布設工事

    村上建設工業株式会社                  現場代理人  片桐 良太
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《下水道》 

１）中村区太閤二丁目地内下水道築造工事

    有限会社松本カッター                  現場代理人  西原 和博

２）瑞穂区須田町地内護岸築造工事

    安井建設株式会社                    現場代理人  東原 光男

３）高見町幹線ほか改築工事

    大日本土木株式会社 名古屋支店             現場代理人  小島 典男

４）電線共同溝設置工事に伴う守山区瀬古東三丁目付近下水道築造工事

    足立建設株式会社                    現場代理人  河戸 祐樹

５）宝神水処理センター水処理施設改造工事

    岐建株式会社 名古屋支店                現場代理人  清水口 靖

６）名古屋中央雨水幹線下水道築造工事

    株式会社森組                      現場代理人  住友 吉治

７）道徳ポンプ所放流渠補強工事

    ＮＤＳ株式会社                    現場代理人  萬好 一樹

８）正木町幹線改築工事

    地建興業株式会社 名古屋営業所            現場代理人  水谷 康夫

９）第５次名城幹線ほか改築工事

    株式会社ハマダ 名古屋営業所              現場代理人  小國 智裕

１０）中区新栄三丁目地内下水道築造工事

    有限会社オワリ                     現場代理人  吉田 典弘

１１）第２次宝田町幹線改築工事

    株式会社イチテック 名古屋支店             現場代理人  太田 克弘

１２）昭和区広路本町４丁目付近下水道築造工事

    有限会社北斗土木                    現場代理人  穐岡 渉
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１３）南山幹線改築工事

    株式会社熊谷組 名古屋支店               現場代理人  石川 哲

１４）昭和区川原通８丁目地内下水道改築工事

    株式会社アースメンテナンス 名古屋支店         現場代理人  片山 達也

１５）小川町幹線改築工事

    東亜グラウト工業株式会社 中部支店           現場代理人  水野 大作

１６）中区丸の内一丁目地内下水道改築工事

    ＴＳＵＣＨＩＹＡ株式会社 名古屋支社          現場代理人  中垣 憲昭

１７）中村区大門町付近下水道築造工事

    株式会社大港                      現場代理人  原 幸輔
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《建築》

１）空見スラッジリサイクルセンター施設整備工事

    株式会社大竹組                     現場代理人  本田 精一

２）西区桜木公園内便所等新築工事

    後藤建設有限会社                    現場代理人  大嶋 勝昇

《機械》

１）山崎水処理センター施設改修工事

   株式会社アイワ設備                    現場代理人  岡田 幸子

２）平田水処理センター内ポンプ所始め２箇所ディーゼル機関分解補修工事

   ダイハツディーゼル株式会社 名古屋支店          現場代理人  高田 浩和

３）千年水処理センター主ポンプ設備整備工事

   株式会社荏原製作所 中部支社               現場代理人  田畑 俊哉

《電気》

１）植田水処理センター電動機補修工事

    株式会社明電エンジニアリング 名古屋営業所       現場代理人  土方 保浩

２）大治浄水場建築電気設備改修工事 

藤代電業株式会社                   現場代理人  西川 英郎

３）山崎水処理センター始め４箇所計装設備補修工事

    名三工業株式会社                    現場代理人  浅井 清和

４）堀留水処理センター電気設備補修工事

    三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 中部本部   現場代理人  稲吉 隆之
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２．技術者表彰のみ 

《下水道》

１）電線共同溝設置工事に伴う守山区瀬古東一丁目付近下水道築造工事 現場代理人  松原 敏行

２）北区鳩岡町１丁目付近下水道築造工事              現場代理人  牧田 茂和

３）第２次千代田支線ほか下水道築造工事              現場代理人  土下 晃

《機械》

１）植田水処理センター機械設備改修工事              現場代理人  早川 政志

《電気》

１）大治浄水場監視制御設備工事                  現場代理人  上浦 明

２）守山水処理センター電気設備整備工事              現場代理人  川邊 昌義

３）岩塚水処理センター電気設備工事（その５）           現場代理人  森 達夫
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３．施工業者表彰のみ 

《水道》

１）緑区大高町字東森前地内ほか１か所２００粍配水管布設工事   山城土木株式会社

２）緑区鳴丘一丁目地内ほか１か所１００粍配水管布設工事       株式会社ノゼキ

３）中川区烏森町字蓮池地内１００粍配水管布設工事         株式会社ノゼキ

４）中川区八神町５丁目地内ほか１か所１５０粍配水管布設工事     株式会社ノゼキ

《下水道》

１）名古屋中央雨水幹線下水道築造工事                株式会社吉田組

２）名古屋中央雨水幹線下水道築造工事                株式会社トーエネック

３）昭和区滝子町付近下水道築造工事                有限会社オワリ

４）中区新栄一丁目地内下水道築造工事                有限会社オワリ

５）中村区大正町１丁目地内下水道築造工事              木下工業株式会社

６）北区上飯田通１丁目付近下水道築造工事              木下工業株式会社

《電気》

１） 打出水処理センター電動機補修工事        株式会社明電エンジニアリング 名古屋営業所



令和元年度 優秀工事施工業者被表彰者リスト

1 

１．施工業者・技術者表彰 

《水道》 

１）千種区若水三丁目地内１００粍配水管布設工事

    株式会社ノゼキ                     現場代理人  斧洞 和規

２）天白区八事山地内１５０粍配水管布設工事

    株式会社ノゼキ                    現場代理人  安藤 千貴

３）昭和区広路本町６丁目地内ほか１か所２００粍配水管布設工事

    株式会社ノゼキ                     現場代理人  水野 清司

４）天白区野並二丁目地内ほか１か所野並幹線改良工事

    村上建設工業株式会社                 現場代理人  宍戸 宏輔

５）あま市坂牧北浦地内新川幹線改良工事

    村上建設工業株式会社                 現場代理人  広田 高士

６）海部郡大治町大字堀之内字深田地内ほか１か所富田幹線改良工事

    日本コムシス株式会社 東海支店             現場代理人  小川 将輝

７）犬山系導水路Ａ管扶桑町大字高雄字北郷から大口町仲沖二丁目地内間２０００粍整備工事

    日本国土開発株式会社 名古屋支店            現場代理人  橘 寛行

８）清須市西市場一丁目地内３００粍配水管布設工事

    ジェイテクノ株式会社                  現場代理人  伊藤 敦司

９）守山区大字上志段味字羽根前地内１００粍配水管布設工事（第１３７次工事）

    株式会社ミズホエンジニアリング             現場代理人  松原 敏行

１０）名東区猪子石二丁目地内本山幹線連絡管整備工事

    株式会社服部組                     現場代理人  本田 泰一

１１）守山区川西二丁目地内１００粍配水管布設工事

    株式会社服部組                     現場代理人  臼井 久視

１２）名東区本郷二丁目地内１００粍配水管布設工事

    株式会社川口組                     現場代理人  纐纈 公宏
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１３）春日井浄水場天日乾燥床築造工事

    株式会社松浦組 名古屋営業所              現場代理人  浅井 英光

１４）守山区永森町地内１５０粍配水管布設工事

    株式会社タケコシ                    現場代理人  犬飼 秀聡

１５）名東区高針四丁目地内１００粍配水管布設工事

    株式会社ヒメノ                     現場代理人  飯田 健志
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《下水道》 

１）第６次天池幹線改築工事

    大日本土木株式会社 名古屋支店             現場代理人  一柳 満

２）港区港明一丁目付近下水道築造工事

    株式会社服部組                     現場代理人  北村 拓也

３）日置町支線改築工事

    株式会社服部組                     現場代理人  川井 健路

４）ほのか雨水幹線下水道築造工事

    株式会社不動テトラ 中部支店              現場代理人  植手 照博

５）当知南部幹線改築工事

    徳倉建設株式会社                    現場代理人  織田 守夫

６）港区川間町付近汚泥輸送管布設工事

    東海建設株式会社                    現場代理人  秋元 祥

７）昭和区吹上町
ふきあげちょう

１丁目付近下水道改築工事

    東邦
とうほう

ガステクノ株式会社               現場代理人  末岡
すえおか

 卓也
たく や

８）北区長喜町２丁目付近下水道築造工事

    株式会社宮本建設                    現場代理人  中村 篤

９）第２次小山町支線改築工事

    地建興業株式会社 名古屋営業所            現場代理人  加藤 友康

１０）第３次中区錦三丁目地内下水道改築工事

    山城土木株式会社                    現場代理人  竹本 充宏

１１）西部管路センター管内下水本管（中大口径管）部分補修工事

    株式会社山越                      現場代理人  岡野 地活
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《機械》

１）宝神水処理センター沈砂池設備補修工事

    三機工業株式会社 中部支社               現場代理人  尾久 秀明

２）鳴海水処理センター送風機設備工事

    株式会社電業社機械製作所 名古屋支店         現場代理人  郷司 吉孝

３）大江ポンプ所始め２箇所主ポンプ設備補修工事

   新明和アクアテクサービス株式会社 中部センター      現場代理人  井上 善富

４）八剣ポンプ所主ポンプ設備工事（その３）

   株式会社鶴見製作所 中部支店               現場代理人  岩本 郷

《電気》

１）堀留水処理センター計装設備改修工事

    アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー中部支社    現場代理人  加藤 諒

２）空見スラッジリサイクルセンター受変電設備補修工事

    三菱電機株式会社 中部支社               現場代理人  荒谷 直

３）喜惣治ポンプ所始め２箇所計装設備補修工事

    東芝インフラシステムズ株式会社 中部支社        現場代理人  田中 裕也

４）柴田汚泥処理場監視制御設備補修工事

    三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 中部本部   現場代理人  椎名 晴生

５）植田水処理センター監視制御設備補修工事

    三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 中部本部   現場代理人  根塚 翔太

６）柴田汚泥処理場電気設備補修工事

    三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 中部本部   現場代理人  椎名 晴生
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２．技術者表彰のみ 

《水道》

１）西区花の木三丁目地内名城幹線改良工事             現場代理人  冨田 圭一

（株式会社山田組）

《下水道》

１）東区徳川二丁目地内始め３箇所下水道改築工事          現場代理人  猪飼 竜一

（木下工業株式会社）

《機械》

１）春日井浄水場第１ポンプ所送水ポンプ設備工事          現場代理人  吉田 栄太

（旧：株式会社日立製作所 中部支社 新：株式会社日立インダストリアルプロダクツ 中部支店）

２）春日井浄水場排水処理設備整備工事               現場代理人  清水 幹夫

（メタウォーター株式会社 営業本部 中日本営業部）

《電気》

１）平和公園配水場監視制御設備工事                現場代理人  増田 光貴

（株式会社日立製作所 中部支社）
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３．施工業者表彰のみ 

《水道》

１）瑞穂区軍水町１丁目地内５０粍配水管布設工事         株式会社ノゼキ

２）北区上飯田西町３丁目地内１００粍配水管布設工事        株式会社ノゼキ

３）犬山系導水路Ａ管扶桑町大字高雄字北郷から大口町仲沖二丁目地内間２０００粍整備工事

日本コムシス株式会社 東海支店

４）犬山系導水路Ａ管扶桑町大字高雄字北郷から大口町仲沖二丁目地内間２０００粍整備工事

株式会社桑原組

《下水道》

１）ほのか雨水幹線下水道築造工事                 徳倉建設株式会社

２）ほのか雨水幹線下水道築造工事                 東海建設株式会社

３）守山区高島町付近始め２箇所下水道築造工事          株式会社安井組

４）正保雨水調整池流入管下水道築造工事              岐建株式会社 名古屋支店



令和 2年度 優秀工事施工業者被表彰者リスト

1 

１．施工業者・技術者表彰 

《水道》 

１）中川区富永三丁目地内４００粍配水管布設工事

    大矢建設株式会社                    現場代理人  明石 直哉

２）南区鶴里町２丁目地内野並幹線改良工事

    株式会社服部組                    現場代理人  服部 和弘

３）天白区古川町地内１００粍配水管布設工事

    山城土木株式会社                    現場代理人  佐伯 淳

４）名東区八前二丁目地内１００粍配水管布設工事

    山城土木株式会社                  現場代理人  澤崎 公一

５）清須市桃栄二丁目地内新川幹線改良工事

    山城土木株式会社                  現場代理人  新井 賢一

６）熱田区伝馬二丁目地内ほか４か所１００粍配水管内クリーニング工事

    山城土木株式会社                    現場代理人  小嶋 寿哉

７）港区稲永五丁目地内１００粍配水管布設工事

    球磨建設株式会社                    現場代理人  野末 一路

８）中川区下之一色町松陰６丁目地内ほか５か所１００粍配水管内クリーニング工事

    株式会社イースタン                   現場代理人  金丸 倫之

９）中川区清船町２丁目地内ほか６か所２００粍配水管内クリーニング工事

    株式会社イースタン                   現場代理人  金丸 倫之

１０）緑区砂田二丁目地内１００粍配水管布設工事

    株式会社ノゼキ                     現場代理人  二村 政則

１１）中川区富田町大字千音寺字三反田地内２００粍配水管布設工事（第２次工事）

    株式会社山田組                     現場代理人  久高 将和

１２）名東区豊が丘地内１００粍配水管布設工事

    株式会社山田組                     現場代理人  冨田 圭一
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１３）中川区服部四丁目地内ほか１か所２００粍配水管布設工事

    株式会社山田組                     現場代理人  濱島 有孝

１４）中川区富田町大字千音寺字猪ノ木地内１００粍配水管布設工事（第１次工事）

    東海建設株式会社                    現場代理人  土井 康正

１５）天白区島田一丁目地内２００粍配水管布設工事

    足立建設株式会社                    現場代理人  河戸 祐樹

１６）中川区荒子町字大門西地内２００粍配水管布設工事

    東海通建株式会社                    現場代理人  木村 勝己

１７）港区福田二丁目地内１００粍配水管布設工事

    東海通建株式会社                    現場代理人  加藤 雄二

１８）西区清里町地内３００粍配水管布設工事

    ジェイテクノ株式会社                  現場代理人  伊藤 敦司
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《下水道》 

１）ささしまライブ２４土地区画整理事業に伴う第３次中川区運河町地内下水道築造工事

    株式会社セイホウ                    現場代理人  細野 隆則

２）千音寺土地区画整理に伴う第３次中川区富田町千音寺地内下水道築造工事

    株式会社山田組                     現場代理人  末田 勝

３）第４次中村中部雨水調整池流入管下水道築造工事

    大日本土木株式会社 名古屋支店             現場代理人  若山 英博

４）空見スラッジリサイクルセンター濃縮汚泥貯留槽築造工事

    岐建株式会社 名古屋支店                現場代理人  横幕 泰人

５）港区十一屋二丁目地内始め４箇所下水道築造工事

    株式会社宮本建設                    現場代理人  宮本 大資

６）堀留水処理センター旧施設撤去工事

    株式会社福田組 名古屋支店               現場代理人  小野 優一

７）千音寺土地区画整理に伴う第２次中川区富田町千音寺地内下水道築造工事

    株式会社森本組 名古屋支店               現場代理人  林 泰弘

８）港区入船一丁目地内下水道築造工事

    村上建設工業株式会社                 現場代理人  田中 茂

９）昭和区御器所二丁目付近下水道築造工事

    株式会社服部組        現場代理人  川井 健路

１０）西部管路センター管内下水本管（中大口径管）部分補修工事

    株式会社都市整備                    現場代理人  小川 政志

１１）第３次千代田支線ほか下水道築造工事

    株式会社ノゼキ                     現場代理人  土下 晃

１２）中区新栄二丁目地内下水道築造工事

    中京建設工業株式会社                現場代理人  田中 憲吾
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１３）千音寺土地区画整理に伴う第５次中川区富田町千音寺地内下水道築造工事

    株式会社川口組                     現場代理人  木野 哲志

１４）小川町支線ほか改築工事

    株式会社イチテック 名古屋支店             現場代理人  太田 克弘

１５）姫池通幹線改築工事

    みらい建設工業株式会社 中部支店           現場代理人  平林 敬冶

《建築》

１）柴田汚泥処理場汚泥管理棟建物補修工事

    株式会社稲垣工務店                   現場代理人  稲垣 昇

《機械》

１）伝馬町水処理センター水処理設備補修工事（その２）

    三機工業株式会社 中部支社               現場代理人  相田 俊吾



5 

《電気》

１）柴田水処理センター建築電気設備補修工事

    昭和電気工事株式会社                  現場代理人  中島 良

２）柴田水処理センター始め２箇所計装設備補修工事

    名三工業株式会社                   現場代理人  澤田 高志

３）空見スラッジリサイクルセンター汚泥焼却計装設備補修工事

    名三工業株式会社                   現場代理人  小林 一志

４）柴田水処理センター電気設備補修工事

    三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 中部本部   現場代理人  井上 義啓

５）柴田汚泥処理場監視制御設備補修工事

    三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 中部本部   現場代理人  井上 義啓

６）柴田汚泥処理場始め２箇所電気設備補修工事

    三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 中部本部   現場代理人  井上 義啓

７）柴田水処理センター建築電気設備補修工事（その２）

    株式会社サユミ                     現場代理人  近藤 敏之

８）弥富ポンプ所電気設備工事（その３）

    株式会社明電舎 中部支社                現場代理人  木股 賢一

９）柴田汚泥処理場特殊電源設備補修工事

    株式会社ＧＳユアサ 中部支社              現場代理人  北村 孝博

１０）戸田ポンプ所特殊電源設備改修工事

株式会社ジーエス・ユアサフィールディングス 中部支店 現場代理人  井上 研人

１１）千年水処理センター電気設備整備工事

    東芝プラントシステム株式会社 中部支社         現場代理人  小林 勇樹
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２．技術者表彰のみ 

《下水道》

１）名港ポンプ所ポンプ井補修工事                現場代理人  加藤 直樹

（加藤建設株式会社）

《機械》

１）中島ポンプ所主ポンプ設備工事                現場代理人  西川 博幸

（荏原商事株式会社 中部支社）

《電気》

１）富田ポンプ所遠方監視制御設備補修工事            現場代理人  大威 寛治

（株式会社明電エンジニアリング 名古屋営業所）

２）打出水処理センター電動機補修工事              現場代理人  土方 保浩

（株式会社明電エンジニアリング 名古屋営業所）

３）打出水処理センター計装設備補修工事             現場代理人  仙田 浩志

（株式会社明電エンジニアリング 名古屋営業所）

４）西山水処理センター計装設備補修工事             現場代理人  金森 勝徳

（株式会社明電エンジニアリング 名古屋営業所）

５）打出水処理センター監視制御設備補修工事           現場代理人  仙田 浩志

（株式会社明電エンジニアリング 名古屋営業所）

６）中村ポンプ所２号雨水ポンプ用電動機改修工事         現場代理人  土方 保浩

（株式会社明電エンジニアリング 名古屋営業所）
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３．施工業者表彰のみ 

《水道》

１）春日井市鷹来町地内東名送水幹線１５００粍連絡工事      株式会社ノバック 名古屋支店

２）天白区表山二丁目地内１５０粍配水管布設工事         株式会社ノゼキ

３）港区辰巳町地内１５０粍配水管布設工事            株式会社ノゼキ

４）南区元桜田町２丁目地内２００粍配水管布設工事        株式会社大島組 

《下水道》

１）第４次中村中部雨水調整池流入管下水道築造工事       岐建株式会社 名古屋支店

２）第４次中村中部雨水調整池流入管下水道築造工事       鈴中工業株式会社

３）港区千鳥二丁目地内始め４箇所下水道築造工事          株式会社ノゼキ


