
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長野県では、平成 16 年度から、県発注の建設工事等において、その成績や取組が特に優
れている技術者を表彰する「優良技術者表彰」を実施しています。 
今年度は、109 名の技術者を表彰することとし、下記のとおり表彰式を開催します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

表彰の趣旨 

県が発注した建設工事及び建設工事にかかる委託業務において、その成績や取組が特に
優れている技術者を表彰するもので、公共工事の品質向上と担い手の確保・育成を図る
ことを目的としています。 

受賞者（各受賞者のお名前は別紙のとおりです） 

  〔受賞者数〕 

部門 建設工事 委託業務 計 

 一般 64 10 74 

若手 25 10 35 

計 89 20 109 

〔申請者数〕（参考）   

部門 建設工事 委託業務 計 

一般 378 121 499 

若手 22 68 90 

計 400 189 589 

表 彰 式 

日 時 ： 令和３年 2 月 16 日（火）10:30～正午(予定)  
場 所 ： 長野県庁 西庁舎 110 号会議室 

 

※新型コロナウイルス感染症対策として、本年度は 

表彰式の参加人数を減らして開催します。 

上記表彰式に加え、発注機関からの表彰状の授与を 

予定しています。 

長野県（建設部）プレスリリース  令和３年（2021 年） ２月９日 

 ～ 県民の安全安心を守り、社会資本の整備や維持管理に貢献 ～ 

長野県発注の建設工事等で優れた取組を行った 

109 名の優良技術者を表彰します 

過去の受賞者数 

年度 建設工事 委託業務 計 

16~26 580 126 706 

27 53 12 65 

28 60 11 71 

29 71 22 93 

30 71 20 91 

R1 71 20 91 

計 906 211 1117 

昨年度の表彰式 

事務局：建設部 建設政策課 技術管理室 

（室長）青木 謙通 （担当）胡桃 邦年 

電 話 026-235-7312（直通） 

026-232-0111（代表） 内線 3330 

F A X 026-235-7482 

E-mail gijukan@pref.nagano.lg.jp 

事務局：農政部 農地整備課  

（課長）飯島 好文 （担当）林 斉孝 

電 話 026-235-7241（直通） 

026-235-0111（代表） 内線 3158  

F A X 026-233-4069 

E-mail nochi@pref.nagano.lg.jp 



令和２年度　長野県優良技術者表彰　受賞者　【一般部門；建設工事】

（建設工事一般 64名）（50音順）

所属企業 技術者氏名

商号・名称 技術者氏名 工事区分 施工場所

吉川建設株式会社 赤羽 治喜 道路 中川村～大鹿村

株式会社 創恒 浅川 博幸 急傾斜 上田市

株式会社フクザワコーポレーション 足立 進 河川 飯山市

株式会社 武田組 新井 正実 道路 千曲市

浅川建設工業株式会社 伊澤 浩一 道路 箕輪町

浅川建設工業株式会社 伊藤 武 水路補修 辰野町

株式会社 本久 宇敷 道信 道路 中野市

北沢建設株式会社 牛山 茂則 砂防 高森町

株式会社フクザワコーポレーション 大沼 悠一 橋梁 飯山市

南重建設株式会社 緒方 祐介 道路 伊那市

浅川建設工業株式会社 小澤 八洲幸 砂防 箕輪町

有限会社 尾畑組 尾畑 吉洋 法面 飯田市～喬木村

株式会社 落田 勝野 幸男 河川 白馬村

株式会社創恒 金井 利亀 砂防 上田市

株式会社 堀内建設 金森 潤哉 道路 上田市

北信土建株式会社 金木 和幸 砂防 坂城町

株式会社フクザワコーポレーション 苅和 功 橋梁 中野市

受賞対象



令和２年度　長野県優良技術者表彰　受賞者　【一般部門；建設工事】

（建設工事一般 64名）（50音順）

所属企業 技術者氏名

商号・名称 技術者氏名 工事区分 施工場所

受賞対象

株式会社 大河建設 河 承燁 砂防 木曽町

株式会社 三六組 川尻 文丈 道路 阿智村

中野土建株式会社 岸田 伸也 建築耐震 中野市

藤森土木建設株式会社 久保 貴紫 道路 茅野市

松本土建株式会社 胡桃 明 橋梁 松本市

日本綜合建設株式会社 黒岩 敬 地すべり 長野市

高木建設株式会社 黒岩 達也 地すべり 小川村

株式会社 司建設 桒本 拓也 砂防 茅野市

株式会社ヤマウラ 小泉 隆幸 橋梁 駒ヶ根市～宮田村

株式会社 岡谷組 小泉 諒 ため池 原村

勝間田建設株式会社 小林 賢宏 砂防 天龍村

千曲建設工業株式会社 小林 廉 農地造成 上田市

株式会社 北條組 駒村 貴志 橋梁 飯山市

株式会社 小宮山土木 小宮山 弘子 道路 立科町

吉川建設株式会社 坂岩 英明 河川 王滝村

川中島建設株式会社 坂口 真木 急傾斜 長野市

吉川建設株式会社 菅沼 浩和 橋梁 茅野市



令和２年度　長野県優良技術者表彰　受賞者　【一般部門；建設工事】

（建設工事一般 64名）（50音順）

所属企業 技術者氏名

商号・名称 技術者氏名 工事区分 施工場所

受賞対象

株式会社喜久屋商会 関 貴一 管路 松本市

吉川建設株式会社 千賀 信治 道路 飯田市

株式会社 竹花組 高瀬 公人 橋梁 佐久市～小諸市

株式会社 新津組 高橋 博也 急傾斜 北相木村

株式会社フクザワコーポレーション 篁 宏治 治山 栄村

株式会社関口建設 髙栁 博 橋梁 千曲市

藤森土木建設株式会社 高山 徳也 急傾斜 諏訪市

株式会社 北條組 滝澤 栄三 道路 山ノ内町

株式会社 武田組 武田 敏光 道路 千曲市

北信土建株式会社 竹村 良一 法面 長野市

株式会社 北條組 田中 直人 道路 長野市

岩澤建設株式会社 長野支店 土屋 浩司 水路 信濃町

金森建設株式会社 中田 一博 橋梁 小谷村

北野建設株式会社 中野 慶久 橋梁 栄村～野沢温泉村

吉川建設株式会社 成瀬 正義 道路 阿南町

山﨑建設株式会社 西村 勝 砂防 安曇野市

川中島建設株式会社 古川 巧 橋梁 飯山市



令和２年度　長野県優良技術者表彰　受賞者　【一般部門；建設工事】

（建設工事一般 64名）（50音順）

所属企業 技術者氏名

商号・名称 技術者氏名 工事区分 施工場所

受賞対象

吉川建設株式会社 古田 誉 道路 上松町～大桑村

株式会社 サンタキザワ 松本 晃 河川 飯山市

株式会社フクザワコーポレーション 水野 武則 農地整備 栄村

大林工業株式会社 水野 洋 砂防 木曽町

松本土建株式会社 宮川 清充 橋梁 松本市

藤森土木建設株式会社 宮下 泰史 共同溝 茅野市

株式会社カリス 宮嶋 平 法面 阿智村

株式会社フクザワコーポレーション 宮本 友美 道路 栄村

株式会社 みずほ 村上 守伸 道路 辰野町

株式会社 今井工務店 村山 敦彦 地すべり 小谷村

山﨑建設株式会社 柳澤 正幸 橋梁補修 安曇野市

株式会社ヤマウラ 山本 耕 橋梁 飯島町

株式会社 竹花組 依田 淳 建築 佐久市



令和２年度　長野県優良技術者表彰　受賞者　【若手部門；建設工事】

（建設工事若手 25名）（50音順）

所属企業 技術者氏名

商号・名称 技術者氏名 工事区分 施工場所

株式会社ヤマウラ 阿部 慎平 電気設備 高遠町

株式会社マナテック 石田 哲也 排水設備 長野市

株式会社フクザワコーポレーション 井出 航路 橋梁補修 栄村

株式会社黒澤組 井出 靖 道路 立科町

北陽建設株式会社 内川 浩一 砂防 池田町

株式会社 武井組 小口 和徳 砂防 安曇野市

木下工業株式会社 梶間 幸博 法面 阿南町～根羽村

進興エンジニアリング株式会社 鈴木 健太 橋梁補修 岡谷市

株式会社 北條組 関 和彦 道路 長野市

株式会社 塩川組 曽我 卓利 道路 中野市

株式会社 高見土建 滝澤 秀樹 道路 茅野市

株式会社フクザワコーポレーション 中山 洋一 道路 飯山市

中野土建株式会社 西澤 玲輔 橋梁 中野市

株式会社フクザワコーポレーション 濵 利樹 道路 野沢温泉村

吉川建設株式会社 林 凌輔 法面 喬木村

木曽土建工業株式会社 原 享平 法面 木祖村

藤森土木建設株式会社 藤森 勇希 道路 諏訪市

受賞対象



令和２年度　長野県優良技術者表彰　受賞者　【若手部門；建設工事】

（建設工事若手 25名）（50音順）

所属企業 技術者氏名

商号・名称 技術者氏名 工事区分 施工場所

受賞対象

株式会社ヤマウラ 藤原 祐貴 排水設備 伊那市

北陽建設株式会社 升野 剛 急傾斜 伊那市

株式会社 今井工務店 松澤 大樹 地すべり 小谷村

株式会社フクザワコーポレーション 向島 愛 道路 野沢温泉村

株式会社望月組 望月 啓司 道路 松本市

株式会社フクザワコーポレーション 柳沢 直徳 治山 栄村

丸登電業株式会社 由池 輝行 電気設備 小谷村

木下建工株式会社 和田 翔太 道路 御代田町



令和２年度　長野県優良技術者表彰　受賞者　【一般部門；委託】

（委託一般 10名）（50音順）

所属企業 技術者氏名

商号・名称 技術者氏名 工事区分 施工場所

日本綜合建設株式会社 加藤 真彰 調査 安曇野市

日本綜合建設株式会社 北澤 昌典 調査 木曽町

株式会社中央工研 倉嶋 孝至 設計 白馬村

株式会社 北信ボーリング 小林 保男 調査 上田市

株式会社 長野技研 近藤 信介 設計 伊那市

日本綜合建設株式会社 土屋 好幸 調査 長野市

株式会社タイヨーエンジニヤ 永井 栄一 調査 中野市

株式会社 中央工研 布山 豊三 設計 茅野市

株式会社 伊藤測量設計 古越 聡 測量 長野市

株式会社協同測量社 柳沢 順 調査 松本市

受賞対象



令和２年度　長野県優良技術者表彰　受賞者　【若手部門；委託】

（委託若手 10名）（50音順）

所属企業 技術者氏名

商号・名称 技術者氏名 工事区分 施工場所

株式会社 長野技研 大村 駿介 設計 木曽町

北陽建設株式会社 岡崎 壮泰 調査 長野市

株式会社フジテック 下島 豪 設計 茅野市

株式会社アンドー 鈴木 祐也 測量 松本市

株式会社 フジ技研 高橋 悟 設計 長和町

株式会社ＡＢ．ｄｏ 辰間 祐介 設計 伊那市

株式会社ゼンシン 田畑 裕 調査 白馬村

環境都市設計株式会社 月岡 修一 設計 大桑村

株式会社アンドー 中山 哲也 設計 小谷村

国土監理 株式会社 森野 和幸 設計 喬木村

受賞対象



令和２年度優良技術者表彰 評価の概要

成 績 評 定 下請企業、現場代理人、担当技術者については補正

第１次評価 ＋

書 類 審 査 主な取組 ３項目 について評価

第２次評価 面 接 調 査
申請者からの「主な取組」の説明、質疑応答により

技術者の専門的知識、意欲、向上心、説明力などを評価

表彰者決定


