
土木学会
令和３年度
環境賞

貢献された技術者のお名前



環境賞（Ⅰグループ）

64

（１）研究名：
デハロコッコイデス属細菌UCH007株を用いる塩素化エチレン類で汚
染された地下水の浄化技術の開発

大成建設(株)，(独)製品評価技術基盤機構
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（１）研究名：デハロコッコイデス属細菌UCH007株を用いる
塩素化エチレン類で汚染された地下水の浄化技術の開発

貢献された技術者のお名前

高畑 陽 大成建設（株）技術センター

伊藤 雅子 大成建設（株）技術センター

近藤 俊介 大成建設（株）技術センター

渡邊 竜麻 大成建設（株）技術センター

内野 佳仁 (独）製品評価技術基盤機構
バイオテクノロジーセンター

三浦 隆匡 (独）製品評価技術基盤機構
バイオテクノロジーセンター

山副 敦司 (独）製品評価技術基盤機構
バイオテクノロジーセンター



環境賞（Ⅰグループ）
(2) 研究名：
現場打設型ジオポリマーコンクリートの開発

66

(株)大林組，ポゾリスソリューションズ(株)，日本製鉄(株)
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（2）研究名：現場打設型ジオポリマーコンクリートの開発
貢献された技術者のお名前

富井 孝喜 （株）大林組
青木 峻二 （株）大林組
木谷 憶人 （株）大林組
菅俣 匠 ポゾリスソリューションズ（株）
Siddharth Roy Chowdhury ポゾリスソリューションズ（株）
杉山 知巳 ポゾリスソリューションズ（株）
松本 利美 ポゾリスソリューションズ（株）
Jing Cui ポゾリスソリューションズ（株）
寺田 豊 日本製鉄（株）
菅野 浩樹 日本製鉄（株）
上村 竜介 日本製鉄（株）



環境賞（Ⅰグループ）
(3)研究名：
土壌・地下水汚染浄化の省CO2を達成する加温式原位置高速バイオ浄
化技術の開発

68

(株)竹中工務店，(株)竹中土木，
横浜国立大学，岡山大学，名古屋工業大学
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（3）研究名：土壌・地下水汚染浄化の省CO2を達成する
加温式原位置高速バイオ浄化技術の開発

貢献された技術者のお名前
山崎 祐二 （株）竹中工務店
清水 孝昭 （株）竹中工務店
奥田 信康 （株）竹中工務店
稲葉 薫 （株）竹中工務店
古川 靖英 （株）竹中工務店
中島 朋宏 （株）竹中工務店
舟川 将史 （株）竹中工務店
岩本 宏 （株）竹中工務店
向井 一洋 （株）竹中工務店
奈良 知幸 （株）竹中工務店
清塘 悠 （株）竹中工務店
北村 岳 （株）竹中工務店
樋原 達夫 （株）竹中工務店
北原 美樹 （株）竹中工務店
櫻井 陽平 （株）竹中工務店
清水 大和 （株）竹中工務店
前 康大 （株）竹中工務店
捻金 宏太 （株）竹中工務店
丸子 愛 元 （株）竹中工務店
小西 一生 （株）竹中土木
菅沼 優巳 （株）竹中土木
田邉 康太 （株）竹中土木
大坪 孝太郎 （株）竹中土木
川口 育久 （株）竹中土木
西垣 誠 岡山大学（統合物性モデル技術研究組合）
吉田 幸美 元 岡山大学
Sten-M. Mostek 元 岡山大学
小林 剛 横浜国立大学
鈴木 市郎 横浜国立大学
田 小維 元 横浜国立大学（現 バークシステムズジャパン）
吉田 奈央子 名古屋工業大学



環境賞（Ⅰグループ）
(4)研究名：
生分解性と耐候性を有する粉じん飛散・侵食防止材の開発

70
鹿島建設(株)



環境賞（Ⅰグループ）
(5)研究名：
粘性土から砂質土までの様々な土壌を連続的かつ瞬時に判別する技術
「土質判別システム」

71
(株)大林組
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（5）研究名：粘性土から砂質土までの様々な土壌を連続的かつ
瞬時に判別する技術「土質判別システム」

貢献された技術者のお名前

山田 祐樹 （株）大林組
八塩 晶子 （株）大林組
青山 裕作 （株）大林組
日笠山 徹巳 （株）大林組
大熊 史子 （株）大林組
高田 尚哉 （株）大林組
納多 勝 （株）大林組
吉本 和哲 （株）大林組
吉田 昌彦 （株）大林組
石井 芳明 （株）大林組
清板 直純 （株）大林組
今坂 剛大 （株）大林組
上條 宏明 （株）大林組
藤本 真理緒 （株）大林組
沼崎 孝義 （株）大林組



環境賞（Ⅱグループ）

土木技術・システムを開発・運用し、環
境の保全・改善・創造に貢献した画期的な
プロジェクト

受賞数 2件

73



環境賞（Ⅱグループ）

74

（１）プロジェクト名：
石炭灰造粒物による沿岸域の水底質環境改善プロジェクト

中国電力(株)，中国高圧コンクリート工業(株)，広島大学
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（１）プロジェクト名：
石炭灰造粒物による沿岸域の水底質環境改善プロジェクト

貢献された技術者のお名前
國西 達也 中国電力（株）
中本 健二 中国電力（株）
日比野 忠史 広島大学
山本 民次 広島大学
浅岡 聡 広島大学
中下 慎也 広島大学
Kim Kyunghoi 広島大学（プロジェクト実施時）
Narong Touch 広島大学（プロジェクト実施時）
Kim Kyeongmin 広島大学
川端 豊喜 広島大学 石炭灰利用共同研究講座
吉岡 一郎 中国高圧コンクリート工業（株）
中尾 宏治 中国高圧コンクリート工業（株）
黒岡 浩平 中国高圧コンクリート工業（株）
中下 明文 中国高圧コンクリート工業（株）
澄川 健 中国高圧コンクリート工業（株）
横田 真治 中国高圧コンクリート工業（株）
二岡 克己 中国高圧コンクリート工業（株）
中野 伸治 中国高圧コンクリート工業（株）
樫本 広司 中国高圧コンクリート工業（株）
藤沖 春美 中国高圧コンクリート工業（株）
吉部 敏樹 中国高圧コンクリート工業（株）

一宇 恵司 中国高圧コンクリート工業（株）
福原 将太 中国高圧コンクリート工業（株）
西川 祐樹 中国高圧コンクリート工業（株）
永見 章博 中国高圧コンクリート工業（株）
不動 澄枝 中国高圧コンクリート工業（株）
鶴川 稔 中国電力（株）（プロジェクト実施時）
平岡 順次 中国電力（株）（プロジェクト実施時）
松蔭 茂男 中国電力（株）（プロジェクト実施時）
末國 光彦 中国電力（株）（プロジェクト実施時）
山田 恭平 中国電力（株）（プロジェクト実施時）
河原 和文 中国電力（株）（プロジェクト実施時）
斉藤 直 中国電力（株）（プロジェクト実施時）
樋野 和俊 中国電力（株）
杉原 聡 中国電力（株）
小畑 大作 中国電力（株）
横田 英嗣 中国電力（株）
福間 晴美 中国電力（株）
玉井 孝謙 中国電力（株）
児玉 美佳 中国電力（株）
清重 直也 中国電力（株）
中村 芳弘 中国電力（株）
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（１）プロジェクト名：
石炭灰造粒物による沿岸域の水底質環境改善プロジェクト

貢献された技術者のお名前
池田 陵志 中国電力（株）
安野 孝生 中国電力（株）
南條 英夫 中国電力（株）
入江 功四郎 中国電力（株）
栗原 優一 中国電力（株）
香川 慶太 中国電力（株）
井上 智子 中国電力（株）
中原 浩平 中国電力（株）
立花 美咲 中国電力（株）
下田 英実 中国電力（株）
渡辺 勝 中国電力（株）
柳楽 俊之 中国電力（株）
宮國 幸介 中国電力（株）
河内 友一 中国電力（株）
及川 隆仁 中国電力（株）
福本 直 中国電力（株）
渡辺 健一 中国電力（株）
野原 秀彰 中国電力（株）
仁科 晴貴 中国電力（株）
松尾 暢 中国電力（株）
田中 慎也 中国電力（株）
宮本 将太 中国電力（株）



環境賞（Ⅱグループ）

77

(2)プロジェクト名：
公民連携による「豊かな海づくり」共同研究プロジェクト
～鉄鋼スラグ製品による海域環境改善の実証と環境教育に向けた取組み～

横浜市，ＪＦＥスチール(株)
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（2）プロジェクト名：
公民連携による「豊かな海づくり」共同研究プロジェクト

～鉄鋼スラグ製品による海域環境改善の実証と環境教育に向けた取組み～
貢献された技術者のお名前

百瀬 英雄 横浜市 環境創造局 政策調整部 環境科学研究所

蓮野 智久 元 横浜市 環境創造局 政策調整部 環境科学研究所

潮田 健太郎 横浜市 環境創造局 政策調整部 環境科学研究所

浦垣 直子 横浜市 環境創造局 政策調整部 環境科学研究所

市川 竜也 元 横浜市 環境創造局 政策調整部 環境科学研究所

堀 美智子 元 横浜市 環境創造局 政策調整部 環境科学研究所

丸山 隆 JFEスチール株式会社 スラグ事業推進センター

仮屋 和広 JFEスチール株式会社 スラグ事業推進センター スラグ企画部

森 玄 JFEスチール株式会社 スラグ事業推進センター スラグ企画部 市場開拓室

宮田 康人 JFEスチール株式会社 スラグ事業推進センター スラグ企画部 市場開拓室

道野 正嗣 JFEスチール株式会社 スラグ事業推進センター スラグ企画部 市場開拓室


