10. 表彰状・感謝状一覧
〈1〉表彰状（会社）

受賞年：平成4年6月22日
表彰者：建設省岩手工事事務所
表彰名：樋管ゲート改造その他工事

受賞年：平成14年8月10日
表彰者：社団法人日本道路協会
表彰名：道路事業発展協力

受賞年：平成16年7月20日
表彰者：日本道路公団 東北支社
表彰名：東北自動車道 東根跨道橋
（鋼上部工）
工事

受賞年：平成19年9月26日
表彰者：花巻市
表彰名：緑ヶ丘市営住宅Ｃ棟（建築）工事

受賞年：平成20年9月19日
表彰者：花巻市
表彰名：市営本館住宅Ｃ棟建設工事

受賞年：平成24年6月15日
表彰者：東日本旅客鉄道株式会社 盛岡支社
表彰名：工事管理者表彰
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受賞年：平成25年2月20日
表彰者：花巻市
表彰名：総合体育館増築工事

受賞年：平成25年1月25日
表彰者：岩手県知事
表彰名：新分野・新事業表彰「省工程厚塗り対応型金属溶射工法」

受賞年：平成26年7月28日
表彰者：東北地方整備局 岩手河川国道事務所
表彰名：北上川上流機械設備修繕工事 優良工事表彰

受賞年：平成25年12月25日
表彰者：岩手県知事
表彰名：一般国道107号向山スノーシェルター更新工事
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優良県営建設工事表彰

〈2〉感謝状（会社）

受賞年：昭和62年8月17日
表彰者：建設省東北地方建設局
表彰名：道路をまもる月間

受賞年：平成10年8月1日
表彰者：建設大臣
表彰名：道路をまもる月間

受賞年：平成15年7月25日
表彰者：東日本旅客鉄道株式会社
表彰名：三陸南地震 災害復旧作業

受賞年：平成21年4月1日
表彰者：住友金属工業株式会社
表彰名：橋梁・橋梁関連製品の製作

受賞年：平成23年3月2日
表彰者：東日本旅客鉄道株式会社 東京支社
表彰名：バックルプレート桁製作

受賞年：平成23年5月27日
表彰者：西日本旅客鉄道株式会社 大阪工事事務所
表彰名：エレメント製作
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受賞年：平成23年8月4日
表彰者：東北地方整備局 岩手河川国道事務所
表彰名：東日本大震災復旧工事

〈3〉表彰状（個人）

受賞年：平成19年5月30日
表彰者：国土交通大臣
表彰名：優秀建設施工者（西塚保）

受賞年：平成25年11月6日
表彰者：三陸国道事務所
表彰名：畳石跨道橋補強工事
現場代理人安全優秀工事表彰（瀬川幸樹）

受賞年：平成27年9月24日
表彰者：国土交通省 東北地方整備局長
表彰名：長谷川橋上部工製作架設工事
SAFETY2015優良企業現場代理人表彰
（高橋孝典）
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〈4〉感謝状（個人）

受賞年：平成13年5月17日
表彰者：岩手県鉄構工業協同組合
表彰名：組合事業の推進・育成強化に尽力し、業界の
発展に寄与

〈5〉
その他の表彰状・感謝状
表彰状
（会社）
№
受賞年
1 平成13年10月16日
2 平成16年2月25日
3 平成18年9月13日
4 平成20年9月19日
5 平成22年3月31日
6 平成25年11月9日
感謝状
（会社）
№
受賞年
1 平成21年2月25日
2 平成23年5月18日
3 平成24年4月5日
4 平成24年6月28日
5 平成24年8月24日
6 平成25年7月5日
表彰状・感謝状
（個人）
№
受賞年
1 平成6年5月25日

表彰者
花巻市
社団法人「小さな親切」運動本部
花巻市
花巻市
宮野目コミュニティ会議
花巻市交通安全対策協議会

道路ふれあい月間

株式会社 中央コーポレーション

献血の推進に積極的に協力

株式会社 中央コーポレーション

表彰者
社団法人 全国鐡構工業連合会

表彰内容
事業推進に貢献し鉄構工業の健全な発展に寄与

社団法人 岩手県建設業協会

4 平成9年9月22日

岩手県中小企業団体中央会

5 平成10年11月27日 社団法人 日本溶接協会

10 平成25年5月13日

大末建設株式会社
岩手県知事
東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社
北上新幹線保線技術センター
第53回岩手県溶接技術競技会
岩手県議会

11 平成25年7月1日
ユニオン建設株式会社
12 平成25年11月11日 清水建設株式会社
一般社団法人 岩手県建設業協会
13 平成26年2月14日
花巻支部

受賞者名
佐々木 郁夫
岩手県鉄構工業協同組合
事業推進と育成強化に尽力し、業界発展に寄与
理事 佐々木 郁夫
中央建設工業株式会社
地域社会の進展、建設業界並びに協会発展に貢献
取締役社長 佐々木 郁夫
組合制度の普及と育成強化に尽力
（中小企業団体岩手県大会） 佐々木 郁夫
岩手県支部の役員として支部の運営と育成、溶接技術の普及向
佐々木 郁夫
上に努め業界の発展に貢献
（岩手県支部40周年記念）
安全衛生管理責任者として貢献
石森 裕浩
優秀建設施工者
西塚 保
迅速な応急処置に努め新幹線の安全安定輸送に貢献（東北新
菅原 泰弘
幹線水沢江刺・北上間第二北上川橋梁修繕）
第53回岩手県溶接技術競技会選抜大会
半自動溶接の部 最優秀賞
第53回岩手県溶接技術競技会選抜大会
半自動溶接の部 最優秀賞
卓越した技術と豊富な知識経験をもって職務に精励し発展に貢献
太平洋セメント㈱大船渡工場震災復旧工事 優秀職長賞

菅原 泰弘
多田 重徳

優秀技術者

高橋 忍

20 平成27年7月2日

第54回岩手県溶接技術競技会選抜大会
第54回岩手県溶接技術競技会
半自動溶接の部 優秀賞
一般社団法人 岩手県建設業協会 優良県営建設工事担当技術者
安全標語 優秀作品
東北地方整備局
「うまくやるより確実に 早くやるより安全に
岩手河川国道事務所
ゆとりを持って安全作業」
土木工事施工に際し安全及び上質な施工品質の確保に取組み
仙建工業株式会社 盛岡支店
優秀な成果を収めた
第55回岩手県溶接技術競技会選抜大会
第55回岩手県溶接技術競技会
アーク溶接の部 最優秀賞
第55回岩手県溶接技術競技会選抜大会
岩手県知事
アーク溶接の部 最優秀賞
ユニオン建設株式会社
卓越した技術と豊富な知識経験をもって職務に精励し発展に貢献

21 平成27年8月1日

岩手県立花巻北高等学校

14 平成26年5月27日
15 平成26年6月20日
16 平成26年7月22日
17 平成27年5月26日
18 平成27年5月29日
19 平成27年5月29日

受賞者名
中央コーポレーション
中央コーポレーション
中央コーポレーション
中央コーポレーション

株式会社
株式会社
株式会社
株式会社

3 平成7年5月25日

9 平成25年5月13日

受賞者名
中央製作所
中央コーポレーション
中央コーポレーション
中央コーポレーション
中央コーポレーション
中央コーポレーション

表彰内容
鬼柳架道橋の橋桁応急補修工事
東日本大震災災害復旧工事
東日本大震災復旧工事
（八戸線種市・久慈間）
災害防止に努力

岩手県鉄構工業協同組合

8 平成24年9月26日

株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社
株式会社

表彰者
東日本旅客鉄道株式会社 盛岡支社
ユニオン建設株式会社
ユニオン建設株式会社 盛岡支店
ユニオン建設株式会社
国土交通省東北地方整備局
岩手河川国道事務所
厚生労働大臣

2 平成7年3月17日

6 平成16年6月7日
7 平成18年6月12日

表彰内容
第29回花巻市花いっぱいコンクール 事業所の部 優秀賞
「小さな親切」実行章
第1回花巻市花いっぱいコンクール 事業所の部 最優秀賞
第3回花巻市花いっぱいコンクール 一般の部 優良賞
地域環境美化に尽力
花巻市交通安全コンクール「チャレンジ100」

国際交流事業推進に寄与

菊池 淳哉
菊池 淳哉

藤原 裕城
高橋 忍
市村 健一
江刺 秀樹
佐々木 国彦
佐々木 国彦
照井 斉
株式会社 中央コーポレーション
代表取締役社長 佐々木 史昭
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