
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長野県では、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、95 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。 

 

各部門の受賞者は別紙１のとおりです 

 〔受賞者数〕（人） 

部門 建設工事 委託業務 計 

一般 62 11 73 

若手 12 10 22 

計 74 21 95 

 

表 彰 式 

日 時 ： 令和４年 2 月 10 日（木） 

午後 1 時 30 分から午後２時 30 分まで 
次 第 ： 別紙２のとおり  
場 所 ： 長野県庁７階 企業局分室 

※新型コロナウイルス感染症対策として、本年度の表彰式は Web で開催します。 
取材等 ： Web での視聴のみ可能です。 

Web での視聴を希望する場合は技術管理室（gijukan@pref.nagano.lg.jp）へ➀報
道機関名、②取材者の氏名及び連絡先を事前に電子メールでお申し込みください。
【締切：令和４年２月８日（火）12 時】表彰式のアクセスＵＲＬを返信します。 

なお、表彰式終了後、技術管理室にて取材に応じます。 
 

 長野県（建設部）プレスリリース  令和４年（2022 年） ２月４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 

９５名の優良技術者を表彰します 

事務局：建設部 建設政策課 技術管理室 

（室長）栗林 一彦 （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 

一般部門 
・建設工事（監理技術者、主任技術者） 
・委託業務（管理技術者、主任技術者） 
若手部門（工事（業務）開始時期年齢４０歳未満 
・建設工事（現場代理人） 
・委託業務（管理技術者、主任技術者、担当技術者） 



別紙１

（62名）（50音順）

技術者氏名 所属企業 受賞対象

工事区分 施工場所

足立 進 株式会社 フクザワコーポレーション   河川 栄村

新井 光浩 木下建設 株式会社  道路 飯田市

アリヤル ニルマル 株式会社 創恒   急傾斜 上田市

池田  昌央 株式会社 新津組 建築 長野市

伊澤 浩一 浅川建設工業 株式会社   道路 伊那市

石塚 博敏 株式会社 宮下組   街路 上田市

伊藤 茂 株式会社 丸山組   砂防 小川村

伊藤 武 浅川建設工業 株式会社   砂防 辰野町

内川 善生 神稲建設 株式会社   橋梁 阿智村

内田 勝久 株式会社 守谷商会   砂防 長野市

大沼 悠一 株式会社 フクザワコーポレーション   道路 飯山市

大平 智幸 株式会社 本木建設   道路 飯山市

大和田 勝利 株式会社 小宮山土木   道路 長野市

小口 一成 丸登電業 株式会社  道路 大町市

押鐘 宏貴 中野土建 株式会社   橋梁 中野市

片倉 政享 株式会社 岡谷組   橋梁 伊那市

金井 聡史 株式会社 フクザワコーポレーション   道路 野沢温泉村

金木 和幸 北信土建 株式会社 下水道 長野市

河 承燁 株式会社 大河建設   道路 木曽町

岸田 勇二 日本綜合建設 株式会社 道路 小川村

北島 裕也 北信土建 株式会社  下水道 長野市

令和３年度 長野県優良技術者表彰 受賞者 【一般部門；建設工事】



（62名）（50音順）

技術者氏名 所属企業 受賞対象

工事区分 施工場所

令和３年度 長野県優良技術者表彰 受賞者 【一般部門；建設工事】

栗屋 剛 木曽土建工業 株式会社 砂防 塩尻市

黒岩 敬 日本綜合建設 株式会社 道路 長野市

黒岩 達也 高木建設 株式会社 道路 長野市

小林 勝彦 藤森土木建設 株式会社  河川 下諏訪町

小林 鉄弥 株式会社 ヤマウラ   ため池 飯島町

小林 洋 株式会社 永井本店   道路 中野市

小林 誠 株式会社 山本組   橋梁 安曇野市

小林 正和 中野土建 株式会社   道路 中野市

小林 将之 株式会社 フクザワコーポレーション   道路 栄村

小宮山 洋二 株式会社 新津組   道路 佐久穂町

小山 英希 株式会社 小山産業   道路 上田市

斎藤 伸一 株式会社 竹花組 河川 飯山市

三枝 佑輝 共和興業 株式会社  道路 安曇野市

酒井 晃 株式会社 尾畑組   砂防 松川町

菅沼 潤 宮下建設 株式会社   急傾斜 伊那市

杉山 武司 東和電設 株式会社  道路 長野市

関 健太郎 トライアン 株式会社  橋梁 松川町

関 浩 株式会社 藤巻建設   治山 栄村

千賀 信治 吉川建設 株式会社  道路 松川町

髙原 卓司 株式会社 北野   砂防 小谷村

篁 宏治 株式会社 フクザワコーポレーション   治山 栄村



（62名）（50音順）

技術者氏名 所属企業 受賞対象

工事区分 施工場所

令和３年度 長野県優良技術者表彰 受賞者 【一般部門；建設工事】

滝沢 豊 株式会社 北條組   街路 長野市

田子 雄一郎 株式会社 守谷商会   道路 長野市

徳竹 雅博 中野土建 株式会社   橋梁 飯山市

長崎 将康 村松建設 株式会社  道路 飯綱町

中林 闘志 飯島建設 株式会社 建築 長野市

野牧 慎治 株式会社 トライネット   砂防 松川町

初鹿野 章夫 株式会社 東城組   ため池 茅野市

原 崇史 山﨑建設 株式会社 道路 安曇野市

原山 訓 有限会社 原山木材   治山 大町市

本望 正史 北信土建 株式会社   街路 長野市

牧島 吉宣 株式会社 塩川組   街路 長野市

間嶺 厚志 北信土建 株式会社  道路 長野市

丸山 貞治 川浦土建 株式会社   道路 長野市

水村 真人 株式会社 ヤマウラ   道路 伊那市

宮坂 浩二 株式会社 東城組   治山 諏訪市

森崎 和哉 株式会社 山倉建設   道路 長野市

森下 優一 山一建設 株式会社  農地 上松町

山崎 義昭 千曲建設工業 株式会社   砂防 上田市

山本 洋 中野土建 株式会社  道路 坂城町

由井 進 株式会社 新津組   治山 川上村



（11名）（50音順）

技術者氏名 所属企業 受賞対象

業務区分 業務場所

北澤 昌典 日本綜合建設株式会社 調査設計 伊那市

小山 忠孝 株式会社嶺水 測量 松本市

桜井 俊文 株式会社みすず綜合コンサルタント 測量 佐久市

塩野 敏昭 株式会社北信ボーリング 調査 天龍村

高藤 亨仁 株式会社みすず綜合コンサルタント 測量 長野市

竹内 美晴 株式会社協同測量社 調査 小谷村

玉川 幹夫 株式会社アーキディアック 設計 木曽町

寺田 真之 技建開発株式会社 設計 長野市

増田 英司 株式会社協同測量社 設計 須坂市

森村 浩之 株式会社ゼンシン 測量 駒ヶ根市

山田 泰弘 国土防災技術株式会社長野支店 調査 安曇野市

令和３年度　長野県優良技術者表彰　受賞者　【一般部門；委託業務】



（12名）（50音順）

技術者氏名 所属企業 受賞対象

工事区分 施工場所

石塚 夕起 株式会社 宮下組   街路 上田市

伊藤 潤 株式会社 フクザワコーポレーション   治山 栄村

上原 瀬那 株式会社 塩川組   道路 長野市

熊井 大輝 丸登電業 株式会社  道路 大町市

西條 大地 株式会社 フクザワコーポレーション   道路 野沢温泉村

須藤 裕己 株式会社 藤巻建設   治山 栄村

西澤 玲輔 中野土建 株式会社   橋梁 中野市

藤巻 肇 株式会社 今井工務店   地すべり 小谷村

宮下 貴士 トライアン 株式会社  橋梁 松川町

森山 昴汰 株式会社 フクザワコーポレーション   道路 飯山市

矢澤 哲洋 中澤木材 株式会社   道路 駒ヶ根市

山口 優貴 株式会社 大河建設   道路 木曽町

令和３年度 長野県優良技術者表彰 受賞者 【若手部門；建設工事】



（10名）（50音順）
技術者氏名 所属企業 受賞対象

業務区分 業務場所

稲越 樹 株式会社アンドー 設計 大町市

小野塚 寧々 日本綜合建設株式会社 調査 諏訪市

小林 秀樹 株式会社みすず綜合コンサルタント 点検 上田管内

小林 裕典 北陽建設株式会社 調査 飯山市

小牧 亮 株式会社エース 設計 木曽町

佐々木 岳 株式会社中央工研 点検 木曽管内

高橋 悟 株式会社フジ技研 設計 大町市

月岡 修一 環境都市設計株式会社 設計 北信管内

中山 哲也 株式会社アンドー 設計 川上村

羽生 健志 株式会社ゼンシン 測量 茅野市

令和３年度　長野県優良技術者表彰　受賞者　【若手部門；委託業務】



1 開 式

2 審 査 経 過 報 告

3 評 価 概 要 報 告

4 受 賞 者 紹 介 （各部門代表）

5 祝 辞

6 謝 辞

7 閉 式

建 設 工 事 一 般 部 門

令和３年度 長野県優良技術者表彰式

日　時：令和４年２月10日（木）午後１時30分から午後２時30分

会　場：長野県庁　本館７階　企業局分室

表　彰　式　次　第

受 賞 者 技 術 発 表

  長    野    県

委 託 業 務 一 般 部 門

建 設 工 事 若 手 部 門

委 託 業 務 若 手 部 門

別紙２


