事

務

連
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令和 4 年 4 月 7 日

各都道府県建設業協会 事務局

御中

一般社団法人全国建設業協会
事

業

部

総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する
加点措置に係る問い合わせ先一覧の送付について

平素は、本会の活動につき格段のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、令和 4 年 2 月 25 日付の事務連絡にて、国土交通省より標記措置に係る
各地方整備局等の問い合わせ先一覧を提供しましたが、4 月 1 日付の国土交通省
の人事異動により更新されたので、再度提供いたします。
ご多忙の折誠に恐縮ですが、貴会会員企業の皆様へご提供いただきたく、よろ
しくお願い申し上げます。

以

【担当】事業部 山中
TEL：03-3551-9396
FAX：03-3555-3218
E-mail：jigyo@zenken-net.or.jp

上

2022年4月1日時点

総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置
問い合わせ先一覧
窓口部局名

全般・工事・業務

問い合わせ先

一覧

国土交通省 大臣官房 技術調査課
工事・全般

本省

業務

課長補佐 三國谷 基準調整係長 吉田
電話 :03-5253-8111 （内線22334,22337）
メール：mikuniya-t244@mlit.go.jp
yoshida-h8312@mlit.go.jp
課長補佐 中野 情報企画係長 三留
電話 :03-5253-8111 （内線22357,22358）
メール：nakano-t87gc@mlit.go.jp
mitome-h8310@mlit.go.jp
直通 :03-5253-8220

北海道開発局 事業振興部 工事管理課
北海道開発局

工事評価管理官 長谷
課長補佐 中本
電話 011-709-2311 （内線5484,5482）
全般・工事・業務
メール：hkd-ky-hinkaku02@gxb.mlit.go.jp
東北地方整備局 企画部 技術管理課
工事・全般

東北地方整備局
業務

工事・全般

業務

関東地方整備局
役務

課長補佐 間山 技術審査係長 齊藤
電話 :022-225-2171 （内線3313,3346）
メール：mayama-t82ac@mlit.go.jp
saitou-t82ar@mlit.go.jp
建設専門官 佐々木 工事品質確保係長 石岡
（内線3312,3323）
メール：sasaki-h82aq@mlit.go.jp
ishioka-y82ac@mlit.go.jp
企画部 技術調査課
課長補佐 甲田
電話 :048-600-1332 （内線3257）
メール：kouda-t8310@mlit.go.jp
企画部 技術管理課
課長補佐 春山
電話 :048-600-1331 （内線3313）
メール：haruyama-d8311@mlit.go.jp
総務部 契約課
課長補佐 寺門
電話 :048-600-1327 （内線2514）
メール：terakado-m8310@mlit.go.jp

総務部 契約課
工事・業務・役務に 建設専門官 関根
おける賃上げ実績 電話 :048-600-1327 （内線2512）
の確認全般
メール：sekine-m8311@mlit.go.jp

北陸地方整備局

全般

北陸地方整備局

工事

業務

企画部

技術管理課

課長 猿子
電話:025-280-8880 （内線3311）
メール：mashiko-m84ye@mlit.go.jp
技術検査官 辻本 技術審査係長 須田
電話:025-280-8880 （内線3124,3346）
メール：tsujimoto-a84gq@mlit.go.jp
suda-s84nx@mlit.go.jp
課長補佐 木伏
電話:025-280-8880 （内線3313）
メール：kibushi-s84av@mlit.go.jp
直通：025-370-6702
中部地方整備局

企画部

技術管理課

工事

課長補佐 辻、技術審査係長 稲葉
電話：052-953-8131（技術管理課直通）
メール：tsuji-h85ac@mlit.go.jp
inaba-r85aa@mlit.go.jp

業務

建設専門官 吉村、工事品質確保係長 中岡
電話：052-953-8131（技術管理課直通）
メール：yoshimura-k82ad@mlit.go.jp
nakaoka-y85aa@mlit.go.jp

中部地方整備局

工事
近畿地方整備局
業務

工事
中国地方整備局

業務

近畿地方整備局企画部技術管理課
建設専門官 河部 技術審査係長 新地
電話：06-6942-1141（代）
メール：kkr-cs-sinsa@mlit.go.jp
課長補佐 安井 基準第二係長 藤野
電話：06-6942-1141（代）
メール：kkr-kinki-gikan2@mlit.go.jp
中国地方整備局
電話：082-221-9231(代)
企画部 技術管理課
課長補佐 川本
工事品質確保係長 小倉
内 線：3316,3286
メール：kawamoto-a87fa@mlit.go.jp
ogura-k87nk@mlit.go.jp
課長補佐 村岡
基準第二係長 荒木
内 線：3317,3341
メール：muraoka-k87km@mlit.go.jp
araki-t87hz@mlit.go.jp

全般

企画部 技術管理課 問合せ窓口
sougouhyouka-g8810@mlit.go.jp

工事

課長補佐 山本 技術審査係長 吉岡
電話：087-811-8311（直通）
（内線3314、3346）
メール：yamamoto-k88wy@mlit.go.jp
yoshioka-t8810@mlit.go.jp

業務

課長補佐 仙波 検査係長 髙須賀
電話：087-811-8311（直通）
（内線3313、3287）
メール：senba-h8810@mlit.go.jp
takasuka-d8810@mlit.go.jp

四国地方整備局

国土交通省 九州地方整備局 企画部 技術管理課

全般

九州地方整備局

課長 千年
電話 :092-471-6331 （内線3311）
メール：chitose-y8910@mlit.go.jp

工事

課長補佐 鍬 技術審査係長 行武
電話 :092-471-6331 （内線3313,3346）
メール：kuwa-j8910@mlit.go.jp
ikutake-t8910@mlit.go.jp

業務

課長補佐 中島 幹線道路調査係長 大坪
電話 ::092-471-6331 （内線3314,3171）
メール：nakashima-f898i@mlit.go.jp
ootsubo-s8910@mlit.go.jp
直通 :092-476-3546
内閣府沖縄総合事務局 開発建設部 技術管理課

沖縄総合事務局

課長 眞栄里 技術調整専門官 米須
電話 :098-866-0031 （内線3311,3313）
全般・工事・業務
メール：kazuya.maezato.m9y@ogb.cao.go.jp
toshihiko.komesu.e5p@ogb.cao.go.jp
直通 :098-866-1904

