
年 月 日

○令和元年度 宮崎河川国道事務所 国土交通行政功労表彰　概要等

・地域協働の河川管理の推進における功労

・道路環境の保全美化功労

・優良施工業者等

■日　　時 ：　令和元年８月２３日（金）　１４：００～１５：００

■場　　所 ：　国土交通省宮崎河川国道事務所　１階 大会議室

宮崎市大工２丁目３９番地

■内 容 等 ：　別紙１，３，４，５

■日　　時 ：　令和元年８月２３日（金）　上記表彰式終了後

■場　　所 ：　国土交通省宮崎河川国道事務所　１階 大会議室

宮崎市大工２丁目３９番地

■内 容 等 ：　別紙２，３，６

総務課専門官　白濱　幸徳　（内線２９１）

宮崎県政記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省　九州地方整備局　宮崎河川国道事務所
TEL  ０９８５－２４－８２２１　(代表)　

報道機関の皆様へ
　表彰式の傍聴、取材は可能です。
　取材をされる場合は、前日、８月２２日（木）１７時までに、下記の問い合わせ先へ連絡願います。

発表記者クラブ

 令和元年度 宮崎河川国道事務所 国土交通行政功労表彰に併せ、
 「道路ふれあい月間」表彰伝達式、令和元年度九州地方整備局国土交
通行政功労表彰伝達式を実施します

平成３０年度に国土交通行政の円滑な推進に功績のあった以下の方々に対して、宮崎
河川国道事務所長から表彰を行います。

○「道路ふれあい月間」表彰伝達式
○令和元年度九州地方整備局国土交通行政功労表彰伝達式　　概要等

総務課長　　　栃原　淳也　（内線２１１）

「道路ふれあい月間」表彰及び、8月6日に福岡市で実施予定（台風の影響により中
止）であった令和元年度九州地方整備局国土交通行政功労表彰の伝達式を実施しま
す。

記 者 発 表 資 料　

　国土交通省

九州地方整備局　宮崎河川国道事務所

令和 元 ８ １６

ＮＥＷ！



河川の環境保全や利用推進、道路の環境美化などに功労があった

団体（個人）の方及び優良施工業者等の方々を表彰します！

今回受賞される方々は、地域の方々との

清掃活動、水生生物や水質の調査などを

通じ、安全で親しみやすい川づくりに取

り組んでおられます。

また、子供たちと河川とのふれあいを通

し、身近な存在である河川に対する啓発

活動も行っておられます。

今回受賞される方々は、国道の除草や清

掃、花の植樹などの活動を通じて、安全

で地域の方に愛される道づくりに取り組

んでおられます。

美しい道づくりへの活動等に対しまして、

今回、表彰をさせて頂きます。



　「道路ふれあい月間」(国土交通省主催、民間団体協賛)は、８月１日から８月３１日まで

の１か月間、道路の愛護活動や道路の正しい利用の啓発等の各種活動を特に推進することに

より、道路を利用する国民の方々に、道路とふれあい、道路の役割や重要性を改めて認識い

ただき、道路を常に広く、美しく、安全に利用していただくことを目的として、昭和３３年

より毎年実施しています。

　国土交通省としては、この月間にあたり、道路交通の安全と道路の正しい利用の促進、路

面の清掃、路肩の除草、花壇の整備等、多年にわたり功績のあった民間の団体または個人に

対して、感謝状を贈り、表彰しております。

宮崎河川国道事務所からは２団体

令和元年度における国土交通大臣表彰の受賞者全体（８８団体、個人７名）

■鵜戸山をかっとしやる協議会

（うどさんをかっとしやるきょうぎかい）

国道２２０号日南市宮浦の歩道清掃（左側約３００ｍ）、及び花苗の植栽及び手入れ等を実施

■都城市市役所１０号線通り会②
（みやこのじょうししやくしょじゅうごうせんとおりかい②）

国道１０号都城市八幡町の歩道清掃（両側約９０ｍ）、及び花苗の植栽及び手入れ等を実施

「道路ふれあい月間」における道路愛護団体等の国土交通大臣表彰 受賞者の決定



別紙１

令和元年度 宮崎河川国道事務所国土交通行政功労表彰式

日 時：令和元年8月23日（金）14：00 ～ 15：00

場 所：国土交通省宮崎河川国道事務所 １階大会議室

次 第

１．開会

２．事務所長表彰

○地域協働の河川管理者の推進における功労 2団体、2名

○道路環境の保全美化功労 3団体、１名

○優良施工業者 （１１社）
・工事部門 ９社
・業務部門 ２社

○優秀現場代理人及び
主任（監理）技術者 ４名

○優秀技術者（業務部門） ２名

○優良工事における
下請負者 ２社

３．事務所長あいさつ

４．受賞者代表あいさつ

５．閉会



別紙２

「道路ふれあい月間」表彰 伝達式
令和元年度九州地方整備局国土交通行政功労表彰 伝達式

日 時：令和元年8月23日（金） 別紙１表彰式終了後

場 所：国土交通省宮崎河川国道事務所 １階大会議室

次 第

１．開会

２．「道路ふれあい月間」表彰 伝達式

３．令和元年度九州地方整備局国土交通行政功労表彰伝達式

・地域協働の河川管理者の推進における功労 2団体、１名

・道路環境の保全美化功労 3団体

・優良施工業者 （６社）
工事部門 １社
業務部門 ５社

・安全施工業者 １社

・優秀技術者（業務部門） １名

・優秀建設現場従事者 １名

・若手優秀技術者 ２名

４．閉会



別紙３

平成３０年度に国土交通行政の円滑な推進に功績のあった国土交通行政功労者及び
団体の事務所長表彰式に併せ、「道路ふれあい月間」表彰伝達式及び、令和元年度九州
地方整備局国土交通行政功労表彰伝達式を実施します。

（概要）

平成３０年度に国土交通行政の円滑な推進に功績のあった国土交通行政功労者
及び団体の事務所長表彰式を８月２３日（金）１４時００分から宮崎河川国道事
務所１階大会議室で行います。

また、上記表彰式終了後に、「道路ふれあい月間」表彰伝達式及び、令和元年度
九州地方整備局国土交通行政功労表彰伝達式を実施します。

今回の表彰者の内訳は、下記のとおりです。

記

○国土交通行政功労者表彰 関係
事務所長表彰 局長表彰(参考)

部門（名簿は別紙） (宮崎河川国道事務所関係分)

①地域協働の河川管理者の推進における功労 （２団体、２名） （２団体、１名）

②道路環境の保全美化功労 （３団体、１名） ３団体

③優良施工業者（工事部門） ９社 １社

④優良施工業者（業務部門） ２社 ５社

⑤安全施工業者 － １社

⑥優秀現場代理人・主任（監理）技術者 ４名 －

⑦優秀技術者 （業務部門） ２名 １名

⑧優秀建設現場従事者 － １名

⑨若手優秀技術者 － ２名

⑩優良工事における下請負者 ２社 －

○「道路ふれあい月間」表彰 関係 ２団体



別紙４

 令和元年度　宮崎河川国道事務所　国土交通行政功労表彰 

部門別

イケベ　ヨシノリ 宮崎県

池辺　美紀 三股町

サカタ　サイチロウ 宮崎県

坂田　佐一郎 高鍋町

みずがめフォーラム 宮崎県

　 ヨシカワ　タツミ 小林市

水辺の環境をとりもどす会 宮崎県

　 ホリウチ　マサオ 高鍋町

宮崎県

　 ホソダ　マサル 日南市

宮崎県

　 トリヤマ　ヒロシ 宮崎市

宮崎県

　 キッカワ　ヒロユキ 都農町

ナガトモ　ムツオ 宮崎県

長友　睦郎 宮崎市

福岡県

福岡市

宮崎県

都農町

宮崎県

宮崎市

宮崎県

国富町

宮崎県

高鍋町

宮崎県

宮崎市

（部門毎　五十音順、敬称略）

③優良施工業者     
 (工事部門)

平成３０年度日南地区橋梁補修工
事

①地域協働の河川管
理の推進における功
労

株式会社　増田工務店

株式会社　志多組

株式会社　藤元建設

東九州道（清武～北郷）芳ノ元ト
ンネル南新設工事

平成３０年度本庄地区河川維持管
理工事

平成３０年度赤江西地区堤防基礎
外工事

松本建設　株式会社

工 事 名 又 は

平江地区附属施設設置工事

東九州道（清武～北郷）寺山地区
法面保護（２工区）外工事

株式会社　河北

道路環境の保全美化功労

会社等所在地
氏名　所属会社 業  務  名

地域協働の河川管理の推進におけ
る功労

（代表　細田　勝）

地域協働の河川管理の推進におけ
る功労

道路環境の保全美化功労

会 社 名 又 は

（代表取締役　吉川　廣幸）

道路環境の保全美化功労

地域協働の河川管理の推進におけ
る功労

（代表　吉川　辰美）

地域協働の河川管理の推進におけ
る功労

（代表　堀内　正夫）

道路環境の保全美化功労

株式会社　都農まちおこし屋

カブシキガイシャ　ツノマチオコシヤ

②道路環境の保全美
化功労

（代表　鳥山　浩）

株式会社　大林組　九州支店

ミズガメフォーラム

ミズベノカンキョウヲトリモドスカイ

油津地域協議会
アブラツチイキキョウギカイ

タチバナドオリ４・５チョウメクカイ

橘通４・５丁目区会



部門別

宮崎県

宮崎市

宮崎県

都城市

宮崎県

宮崎市

宮崎県

宮崎市

宮崎県

小林市

宮崎県

高原町

宮崎県

宮崎市

宮崎県

都城市

宮崎県

都城市

宮崎県

宮崎市

福岡県

福岡市

島根県

益田市

福岡県

福岡市

平成３０年度赤江南地区堤防基礎
（その１）外工事

会社等所在地
業  務  名

③優良施工業者     
 (工事部門)

宮崎１０号金田地区橋（その１）
下部工外工事

歌舞伎橋下部工（Ａ１，Ａ２）受
託工事

株式会社　千代田コンサルタント
宮崎営業所

株式会社　ダイヤコンサルタント
九州支社

永吉　竜二【管理技術者】

龍南建設　株式会社

大和開発　株式会社

𠮷原建設　株式会社

ナガヨシ　リュウジ

青木　賢【監理技術者】

ヒガシ　ユキヒロ

龍南建設　株式会社

芳ノ元トンネル北新設（三期）工
事

半田　義人【担当技術者】 平成３０年度国道２２０号道路防
災点検・測量設計外業務

芳ノ元トンネル北新設（三期）工
事

山﨑建設　株式会社
中国九州支店

宮崎１０号都城道路２工区横市地
区改良工事

𠮷原建設　株式会社

工 事 名 又 は

東　幸浩【現場代理人】

平成３０年度宮崎管内道路管理測
量設計業務

株式会社　西部技建コンサルタント
平成３０年度都城道路太郎坊地区
橋梁予備設計業務

アオキ　マサル

平成３０年度広渡川橋梁予備設計
業務

株式会社　晃和コンサルタント

平成３０年度金崎地区堤防浸透対
策工事

甲斐　傑【監理技術者】

サカモト　マサカズ

宮崎１０号南横市地区改良外工事
坂元　正和【監理技術者】

カイ　スグル

中山谷３遊砂地中流外工事

株式会社　山本組

④優良施工業者    
(業務部門)

⑥優秀現場代理人・
主任（監理）技術者

⑦優秀技術者       
 （業務部門）

⑩優良工事における
下請負者

西行建設　株式会社

ハンダ　ヨシト

大淀開発　株式会社



別紙５

部門別

イキイキカッパノカイ
生き活き河童の会 宮崎県

オオニシ　マサクニ 国富町

マツシタ　ノブヨシ 宮崎県
枩下　信芳 都城市

ヤマサキガワヲキレイニスルカイ
山崎川をきれいにする会 宮崎県

トビマツ　クニテル 宮崎市

内海地区自治会・公民館 宮崎県

ハラダ　キヨシ 宮崎市

島山花いっぱい地域づくりの会 宮崎県
イワキリ　ヒデユキ 宮崎市

宮崎日南生活ロード女性の会 宮崎県
ヤマグチ　カツコ 日南市

福岡県

福岡市

福岡県

福岡市

福岡県

福岡市

福岡県

福岡市

福岡県

久留米市

福岡県

福岡市

宮崎県

日南市

地域協働の河川管理の推進におけ
る功労

④優良施工業者
（業務部門）

いであ　株式会社　九州支店
平成３０年度大淀川水系砂防自然
環境調査業務

株式会社　建設環境研究所
九州支社

平成２９年度大淀川水系水辺整備
計画検討業務

西日本技術開発　株式会社
平成３０年度宮崎海岸モニタリン
グ環境調査業務

平成３０年度宮崎管内設計外業務

（会長　岩切　秀幸）

道路環境の保全美化功労

（代表者　原田　清）

（会長　山口　勝子）

ミヤザキニチナンイキイキロードジョセイノカイ

平成２９年度宮崎管内防災事業外
用地調査等業務

道路環境の保全美化功労

道路環境の保全美化功労

　（会長　大西　正國）

永野建設　株式会社

①地域協働の河川
管理の推進におけ
る功労

大浦地区道路防災工事⑤安全施工業者

地域協働の河川管理の推進におけ
る功労

会 社 名 又 は

東九州道（清武～北郷）芳ノ元ト
ンネル北新設（三期）工事

五洋建設　株式会社　九州支店

地域協働の河川管理の推進におけ
る功労

ウチウミチクジチカイ・コウミンカン

シマヤマハナイッパイチイキヅクリノカイ

工 事 名 又 は

局長表彰受賞者

会社等所
在地氏名　所属会社 業  務  名

（部門毎　五十音順、敬称略）

（会長　飛松　國輝）

②道路環境の保全
美化功労

③優良施工業者
(工事部門)

八千代エンジニヤリング　株式会社
九州支店

平和総合コンサルタント　株式会社



部門別

マツウラ　トモヤ

松浦　元哉 福岡県

福岡市

イノウエ　トミオ

井上　富夫 宮崎県

日南市

クロギ　タケヨシ

黒木　建芳 宮崎県

宮崎市

ノグチ　ケン

野口　健 宮崎県

都城市

⑦優秀技術者（業
務部門）

大淀川・小丸川水系減災対策等検
討業務

管理技術者

平成３０年度都城下流地区河川維
持管理工事

現場代理人及び監理技術者

⑨若手優秀技術者

会 社 名 又 は 工 事 名 又 は 会社等所
在地氏名　所属会社 業  務  名

成２９年度宮崎海岸保全施設整備
（その２）工事

現場代理人

⑧優秀建設現場従
事者

職長 －

株式会社　東京建設コンサルタント
九州支社

三興建設　有限会社

九州建設工業　株式会社

丸宮建設　株式会社



別紙６

「道路ふれあい月間」における
道路愛護団体等の国土交通大臣表彰 受賞者

受賞対象 団体名 所在地

道路の美化団体 鵜戸山さんをかっとしやる協議会 日南市

道路の美化団体 都城市市役所１０号線通り会② 都城市


