
表彰受賞者名簿 

■ 優秀施工者国土交通大臣顕彰受賞者 

授章年度 地方本部 氏名(年齢） 所属会社 

平成 31年 東海 野田 良三（62） 高見通信工業㈱  

平成 26年 東海 新谷 智樹（44） シーキューブ㈱ 

平成 25年 東海 都築 憲昭（42） シーキューブ㈱ 

 

■ 永年勤続従業員表彰受賞者 

令和３年５月２７日(定時総会)   

氏   名 ふりがな 所    属  

林川 典幸 はやしかわ のりゆき 三友電子株式会社 

北野 治彦 きたの はるひこ 三友電子株式会社 

大前 晃 おおまえ あきら 三友電子株式会社 

今枝 浩之 いまえだ ひろゆき 三友電子株式会社 

川井 俊明 かわい としあき 朝日電気工業株式会社 

有田 ひとみ  ありた ひとみ 朝日電気工業株式会社 

近藤 貴彦 こんどう たかひこ 株式会社 TTK 

水上 優治 みずかみ ゆうじ 株式会社 TTK 

近久 寛史 ちかひさ ひろし 株式会社 TTK 

岩田 高幸 いわた たかゆき 総合電気通信株式会社 

加藤 久尚 かとう ひさなお 総合電気通信株式会社 

杉原 昇 すぎはら のぼる 東洋通信工業株式会社 

仁科 正巳 にしな まさみ 東洋通信工業株式会社 

 

令和２年 月  日(定時総会)   

氏   名 ふりがな 所    属  

庄司 智 しょうじ さとし 朝日電気工業株式会社 

髙橋 秀紀 たかはし ひでのり 高見通信工業株式会社 

則竹 洋一 のりたけ よういち 株式会社 TTK 

笠松 治幸 かさまつ はるゆき 株式会社 TTK 

三谷 英希 みたに えいき 東洋通信工業株式会社 

清水 重順 しみず しげのぶ 東洋通信工業株式会社 

桑原 満 くわばら みつる 三友電子株式会社 

今井 美貴 いまい よしたか 三友電子株式会社 

黒川 喜博 くろかわ よしひろ 三友電子株式会社 

 

平成３１年５月２１日(定時総会)   

氏   名 ふりがな 所    属  

横地 岳留 よこち たける 朝日電気工業株式会社 

山田 隆宏 やまだ たかひろ 朝日電気工業株式会社 

田内 篤子 たうち あつこ 朝日電気工業株式会社 

原田 哲男 はらだ てつお 第一電話設備株式会社 



住田 朋子 すみだ ともこ 株式会社 TTK 

笹尾 俊史 ささお としふみ 株式会社 TTK 

長谷川 宣尊 はせがわ のぶたか 株式会社 TTK 

堀 健二 ほり けんじ 株式会社 TTK 

佐藤 克昭 さとう かつあき 三友電子株式会社 

木村 紀之 きむら のりゆき 東洋通信工業株式会社 

茨木 太郎 いばらき たろう 株式会社宇式通信システム 

望月 真史 もちづき まさふみ 株式会社宇式通信システム 

鈴木 大輔 すずき だいすけ 株式会社宇式通信システム 

石島 信義 いしじま のぶよし 千代田電子システム株式会社 

宮田 彰洋 みやた あきひろ 千代田電子システム株式会社 

向井仲 英生 むかいなか ひでお 千代田電子システム株式会社 

林 一俊 はやし かずとし 千代田電子システム株式会社 

 

平成３０年５月１５日(定時総会)   

氏   名 ふりがな 所    属  

山本 聡 やまもと さとし 三友電子株式会社 

淺川 正規 あさかわ まさのり 朝日電気工業株式会社 

岩田 光男 いわた みつお 朝日電気工業株式会社 

奥村 誠幸 おくむら たかゆき 朝日電気工業株式会社 

小田 奈保子 おだ なおこ 朝日電気工業株式会社 

吉田 直史 よしだ なおふみ 高見通信工業株式会社 

勝 宣博 かつ のぶひろ 株式会社 TTK 

八幡 大五郎 やわた だいごろう 株式会社 TTK 

梅本 征志 うめもと まさし 第一電話設備株式会社 

高橋 宏幸 たかはし ひろゆき 東洋通信工業株式会社 

北村 浩利 きたむら ひろとし 株式会社宇式通信システム 

木原 和己 きはら かずみ 株式会社宇式通信システム 

織田 尚弘 おだ なおひろ 千代田電子システム株式会社 

 

平成２９年５月１８日(定時総会)   

氏   名 ふりがな 所    属  

藤井 尚 ふじい たかし 扶桑電通㈱ 中部支店 

中村 保彦 なかむら やすひこ ㈱ＴＴＫ 

横井 健次 よこい けんじ 朝日電気工業㈱ 

佐藤 邦雄 さとう くにお 千代田電子システム㈱ 

高木 達弥 たかぎ たつや 総合電気通信㈱ 

浦冨 博 うらとみ ひろし 総合電気通信㈱ 

小澤 幸司 おざわ こうじ 総合電気通信㈱ 

石川 武寿 いしかわ たけひさ 朝日電気工業㈱ 

中村 政明 なかむら まさあき ㈱宇式通信システム 

 

 



平成２８年５月２６日(定時総会)   

氏   名 ふりがな 所    属  

嶺 雅士 みね まさし 朝日電気工業㈱ 

長村 光洋 おさむら みつひろ 朝日電気工業㈱ 

樹神 利行 こたま としゆき 第一電話設備㈱ 

小椋 逸司 おぐら いつじ 東洋通信工業㈱ 

田中 亨 たなか とおる 東洋通信工業㈱ 

林 博樹 はやし ひろき ㈱ＴＴＫ 

小島 理 こじま おさむ ㈱ＴＴＫ 

 

平成 27 年 5 月 21 日(定時総会)   

氏   名 ふりがな 所    属  

後藤 優次 ごとう ゆうじ 朝日電気工業㈱ 

小川原 昌樹 おがわら まさき 朝日電気工業㈱ 

山本 宣恵 やまもと のぶえ 朝日電気工業㈱ 

林 大輔 はやし だいすけ 一宮電話工業㈱ 

宮澤 武志 みやざわ たけし ㈱宇式通信システム 

浅井 宏司 あさい ひろし 総合電気通信㈱ 

山中 隆光 やまなか たかみつ 総合電気通信㈱ 

伊藤 元保 いとう もとやす 高見通信工業㈱ 

梶谷 寿一 かじたに としかず 高見通信工業㈱ 

坂 辰美 ばん たつみ 東海通信工業㈱ 

長谷川 友彦 はせがわ ともひこ 東海通信工業㈱ 

谷川 稔 たにがわ みのる ㈱メイエレック 

伊藤 浩之 いとう ひろゆき ㈱メイエレック 

伊藤 謙一 いとう けんいち ㈱メイエレック 

 

平成 26 年 5 月 29 日（定時総会） 

氏   名 ふりがな 所    属  

山藤 武雄 さんとう たけお 朝日電気工業㈱ 

林 磨 はやし おさむ 朝日電気工業㈱ 

本杉 悟 もとすぎ さとる ㈱宇式通信システム 

鈴木 孝宏 すずき たかひろ ㈱宇式通信システム 

関 康伸 せき やすのぶ 第一電話設備㈱ 

竹内 俊宏 たけうち としひろ 第一電話設備㈱ 

稲葉 裕司 いなば ゆうじ 高見通信工業㈱ 

日比野 学 ひびの まなぶ 高見通信工業㈱ 

下村 賢二 しもむら けんじ 高見通信工業㈱ 

岡田 達哉 おかだ たつや 千代田電子システム㈱ 

佐藤 卓巳 さとう たくみ 千代田電子システム㈱ 

村上 哲也 むらかみ てつや 千代田電子システム㈱ 

小森 健 こもり たけし 千代田電子システム㈱ 

森田 晋司 もりた しんじ ㈱メイエレック 



河村 利行 かわむら としゆき ㈱メイエレック 

田中 朝一 たなか ともかず ㈱メイエレック 

和田 道美 わだ みちよし ㈱メイエレック 

 

平成 25 年 5 月 23 日（定時総会） 

氏   名 ふりがな 所    属  

山本 剛弘 やまもと たけひろ 株式会社宇式通信システム 

品川 泰治 しながわ やすはる  株式会社宇式通信システム 

進藤 佳代子 しんどう かよこ 株式会社宇式通信システム 

木村 弘孝 きむら ひろたか 総合電気通信株式会社 

鈴木 量 すずき りょう 第一電話設備株式会社 

新美 純 にいみ じゅん 東洋通信工業株式会社 

遠山 智道 とおやま ともみち 千代田電子システム株式会社 

菱田 滋 ひしだ しげる 株式会社メイエレック 

夏目 武英 なつめ たけひで 株式会社メイエレック 

向笠 浩之 むかさ ひろゆき 日興通信株式会社 静岡第一支社 

田中 均 たなか ひとし  日興通信株式会社 静岡第一支社 

冨永 直人 とみなが なおと 日興通信株式会社 静岡第一支社 

 

 

 

 


