令和 3 年度

国土交通省等優良表彰業務
技術者表彰

独立行政法人水資源機構 草木ダム管理所

独立行政法人水資源機構 関西・吉野川支社日吉ダム管理所

草木ダム管理フォローアップ関連資料
作成業務

日吉ダム河川水辺の国勢調査業務
（ダム湖環境基図作成調査）

テクリス番号：4039435699

管理技術者：岡田 昭八

テクリス番号：4041736270

管理技術者：三橋 寛太

支社長表彰

管理所長表彰

管理所長表彰

技術者表彰

業務表彰

西日本高速道路株式会社 関西支社 新名神京都事務所

平成３１年度 新名神高速道路 木津川
自然環境監視調査
テクリス番号：4037168268

管理技術者：中村 圭輔

支社長表彰

事務所長表彰

現地検討会

日吉ダム堤体

感謝状

事務所長表彰

業務表彰

業務表彰

西日本高速道路株式会社関西支社 新名神京都事務所

令和 3 年度

魚類調査の様子

西日本高速道路株式会社関西支社 福崎高速道路事務所

業務表彰

西日本高速道路株式会社関西支社 新名神大阪東事務所

平成３１年度 新名神高速道路 新名神
京都事務所管内自然環境調査

中国横断自動車道 播磨新宮ＩＣ〜
山崎ＪＣＴ間自然環境調査（その１１）

新名神高速道路 枚方〜高槻間自然
環境調査業務（その４）

テクリス番号：4036537076

テクリス番号：4036613906

テクリス番号：4036418467

管理技術者：中村 圭輔

管理技術者：木下 長則

国土交通省等優良表彰業務

管理技術者：山崎俊哉

表彰内訳
全建賞

機

表彰合計（業務＋技術者）

業務表彰

技術者表彰

北海道開発局

0

0

0

東北地方整備局

4

4

―

関東地方整備局

4

2

2

北陸地方整備局

0

0

0

中部地方整備局

7

4

3

近畿地方整備局

2

1

1

中国地方整備局

1

1

0

四国地方整備局

0

0

0

九州地方整備局

6

3

3

沖縄総合事務局開発建設部

1

1

0

独立行政法人 水資源機構

12

4

8

NEXCO

5

5

0

合計

42

25

17

国土交通省

保管表土の天地返し

自然環境調査

鵜殿のヨシ計測

感謝状

業務表彰

西日本高速道路株式会社 関西支社 新名神京都事務所

平成３１年度 新名神高速道路 木津川自然環境監視調査

テクリス番号：4037168268

管理技術者：中村圭輔

西日本高速道路株式会社関西支社 新名神京都事務所

平成３１年度 新名神高速道路 新名神京都事務所管内自然環境調査

テクリス番号：4036537076

管理技術者：中村圭輔

西日本高速道路株式会社関西支社 福崎高速道路事務所

中国横断自動車道 播磨新宮ＩＣ〜山崎ＪＣＴ間自然環境調査（その１１）

テクリス番号：4036613906

テクリス番号：4036418467

管理技術者：山崎俊哉

全建賞

業務表彰

東日本高速道路株式会社 関東支社 市原管理事務所

京葉道路（渋滞対策）市原管内標識修正設計
テクリス番号：4040141337

辰巳橋から千葉東JCT方面を望む

管理技術者：横田

貢

辰巳橋から貝塚IC方面を望む

賞状等

名

管理技術者：木下長則

西日本高速道路株式会社関西支社 新名神大阪東事務所

新名神高速道路 枚方〜高槻間自然環境調査業務（その４）

関

令和 3 年度

国土交通省等優良表彰業務

テクリス番号：4040862913

管理技術者：中山 尚
優秀技術者：中山 尚

国土交通省関東地方整備局 利根川下流河川事務所

国土交通省九州地方整備局 遠賀川河川事務所

Ｒ２利根川下流部水質底質調査業務

令和２年度 遠賀川流域生態系
ネットワーク検討業務

テクリス番号：4040885170

管理技術者：松井 祥夫
優秀技術者：松井 祥夫

テクリス番号：4040901955

管理技術者：竹本 進
優秀技術者：竹本 進

業務表彰

業務表彰

技術者表彰

国土交通省中部地方整備局 沼津河川国道事務所

国土交通省九州地方整備局 宮崎河川国道事務所

国土交通省九州地方整備局 大隅河川国道事務所

令和２年度 狩野川水辺空間利用
検討業務

令和２年度大淀川・小丸川水系水辺
整備計画検討業務

令和元年度姶良川吾平地区実施設計
及び検討業務

テクリス番号：4041678893

テクリス番号：4039302651

テクリス番号：4040921117

管理技術者：荒木

隆

管理技術者：中山

尚

優秀技術者：豊國 法文

局長・事務所長表彰

荒川流域エコネット地域づくり アクションプラン

業務表彰 / 技術者表彰

〜⾃然と治⽔が調和した地域づくりのための⾏動計画〜

事務所長表彰

荒川流域の空に
コウノトリを
⽻ばたかせよう︕
荒川流域エコネット地域づくり推進協議会（令和３年３月）

水質底質調査の様子

荒川流域エコネット-アクションプラン(表紙)
業務表彰

ドローンによる現地調査（金生地区）
業務表彰 / 技術者表彰

地域の合意形成（キックオフ会議）

堤防パース(アイレベル)
業務表彰

計画イメージ
業務表彰

業務表彰

若手技術者表彰

国土交通省中部地方整備局 浜松河川国道事務所

国土交通省東北地方整備局 北上川ダム統合管理事務所

国土交通省九州地方整備局 八代河川国道事務所

沖縄総合事務局開発建設部 国営沖縄記念公園事務所

国土交通省九州地方整備局 遠賀川河川事務所

旧北上川河口部景観設計等業務JV

令和２年度 静岡県西部地域環境
影響検討業務

田瀬ダム水質検討業務JV

令和元年度球磨川水系環境整備
検討業務

令和元年度 沖縄文化･センターゾーン
実施設計業務

令和２年度遠賀川管内水防災・環境
学習普及検討業務

テクリス番号：4040857058

テクリス番号：4040908556

テクリス番号：4040918656

テクリス番号：4038168082

テクリス番号：4037966111

テクリス番号：4040892439

管理技術者：多賀 大輔
優秀技術者：多賀 大輔

管理技術者：佐藤 隆善

管理技術者：中山

尚

管理技術者：綿貫

建

優秀技術者：村上 佐知

理事長表彰

国土交通省東北地方整備局 北上川下流河川事務所

管理技術者：松本 泰人

局長表彰

Ｒ２荒川上流管内多自然川づくり
検討業務

業務表彰 / 技術者表彰

事務所長表彰

国土交通省関東地方整備局 荒川上流河川事務所

事務所長表彰

局長表彰

業務表彰 / 技術者表彰

建設所長表彰

現地視察会

ドローン撮影したウミガメの足跡

旧北上川河口部景観設計（フェリー発着場）

令和２年度 櫛田川・宮川水辺現地
調査業務

テクリス番号：4043097710

テクリス番号：4040855192

管理技術者：武山 直史
優秀技術者：藤原 江里

現地調査の様子

事務所との合同現地踏査の様子
業務表彰 / 技術者表彰

由良川河川水辺の国勢調査
(鳥類)業務
テクリス番号：4040772767

コウノトリ

管理技術者：山﨑 俊哉
優秀技術者：山﨑 俊哉

早明浦ダム再生事業環境影響評価
業務
テクリス番号：4039878041

管理技術者：木下 長則
優秀技術者：木下 長則

早明浦ダム全景

国土交通省東北地方整備局 福島河川国道事務所

阿武隈川上流水辺現地調査
（底生動物）等業務
テクリス番号：4040908121

阿武隈川での調査の様子

管理技術者：沼沢 信一

青蓮寺・室生・比奈知ダム湖等
水質調査業務
テクリス番号：4039171367

業務表彰 / 技術者表彰

独立行政法人水資源機構 思川開発建設所

思川開発自然環境調査
テクリス番号：4039965754

自然環境調査の様子

管理技術者：市村 文昭
優秀技術者：藤澤 貴弘

技術者表彰

業務表彰 / 技術者表彰

独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社木津川ダム総合管理所

管理技術者：田仲 成男
優秀技術者：田仲 成男

水質調査の様子

業務表彰

建設所長表彰

局長・事務所長表彰

令和２年度 矢作川自然再生事業
検討業務

鳥瞰アングル案（下流より上流を望む）

管理技術者：町田 禎之

業務表彰 / 技術者表彰

国土交通省近畿地方整備局 福知山河川国道事務所

管理技術者：荒木 隆
優秀技術者：荒木 隆

テクリス番号：4040932832

管理技術者

国土交通省中部地方整備局 豊橋河川事務所

テクリス番号：4040905239

雄物川下流・子吉川水辺現地調査
（魚類）業務

独立行政法人水資源機構 関西・吉野川支社吉野川本部池田総合管理所

管理所長表彰

令和２年度八田原ダム水質保全対策
外計画業務JV

業務表彰 / 技術者表彰

業務表彰

国土交通省東北地方整備局 秋田河川国道事務所

理事長表彰

国土交通省中部地方整備局 三重河川国道事務所

学校教員へのヒアリング

旧水の階段リニューアル(上の庭竣工)

独立行政法人水資源機構 下久保ダム管理所

下久保ダム河川水辺の国勢調査業務
テクリス番号：4040782090

ダム湖岸での調査風景
業務表彰 / 技術者表彰

独立行政法人水資源機構筑後川局筑後川下流総合管理所

筑後川下流施設水質調査業務
テクリス番号：4040082506

水質調査の様子

優秀技術者：岡田 昭八

管理技術者：田仲 成男
優秀技術者：田仲 成男

技術者表彰

独立行政法人水資源機構 沼田総合管理所

矢木沢・奈良俣河川水辺の国勢調査
テクリス番号：4040921542

融雪出水中の利根川

優秀技術者：岡田 昭八

管理所長表彰

業務表彰 / 技術者表彰

業務表彰

国土交通省中国地方整備局 八田原ダム管理所

管理技術者：WEC

堤防管理用通路等整備イメージ(坂本地区かわまち整備)

