
令和３年７月２１日 
九 州 地 方 整 備 局 
延岡河川国道事務所 

記 者 発 表 資 料 

令和３年度国土交通行政功労者及び団体の表彰を行いますので、お知
らせします。 

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 延岡河川国道事務所      
ＴＥＬ０９８２－３１－１１５５ 

副所長（事務）              只松  晃 （内線２０２） 

副所長（技術・河川）        杉田  聡 （内線２０４） 

副所長（技術・道路）        村田 茂男 （内線２０５） 



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に対
する表彰式を令和３年８月４日（水）当事務所３階会議室で行います。 

     今回の内訳は、下記のとおりです。 

記 

  ＜九州地方整備局長表彰伝達＞   １０：００～ 

① 非常勤職員（医員）               １名 

② 水門等操作員                  １名 

  ＜事務所長表彰＞（団体関係） 

   ① 地域協働の河川管理の推進における功労（団体）  １団体 

＜事務所長表彰＞（工事・業務関係）１０：３０～ 

② 優秀技術者（業務部門）             3 名 

③ 若手優秀技術者                 2 名 

④ 優良施工業者（工事部門）            5 社 

⑤ 優良施工業者（業務部門）            ５社 

      ※ 名簿は別紙－１のとおり 
        （局長表彰分は、参考資料－１のとおり） 

    新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクの着用、 
手指の消毒にご協力ください。 



（別紙－１） 

■事務所長表彰 

①地域協働の河川管理の推進における功労（団体） 
団体名 功績概要 所在地

特定非営利活動法人 
コノハナロード延岡市民応援隊 

五ヶ瀬川水系における 
地域協働の河川管理の推進への功労 延岡市 

②優秀技術者 
氏 名 会社名 表彰業務名 会社等所在地

門司 雅道 株式会社福山コンサ
ルタント 

令和元年度 
五ヶ瀬高千穂道路予備設計（Ｂ）業務 福岡市 

佐久間 資和 
株式会社オリエンタ
ルコンサルタンツ 
九州支社

令和元年度 
九州中央道計画資料作成外業務 福岡市 

高森 憲一郎 株式会社宮崎産業開発 
令和２年度 
延岡管内道路管理測量設計業務 宮崎市 

③若手優秀技術者 
氏 名 会社名 表彰業務名 会社等所在地

安達 浩平 日本工営株式会社  
福岡支店 

令和元年度 五ヶ瀬高千穂道路押方第１ト
ンネル地質調査業務 福岡市 

後根 裕樹 株式会社エイト日本
技術開発 九州支社 

令和元年度 五ヶ瀬高千穂道路押方第 2ト
ンネル地質調査業務 福岡市 

④優良施工業者（工事部門） 
施工業者 表彰工事名 会社等所在地 

有限会社木村建設 
令和２年度 
五ヶ瀬川水系河道環境整備外工事 

延岡市 

合名会社双葉建設 
令和２年度 
五ヶ瀬川水系河道環境整備外工事 

延岡市 

アイエム技建 
令和２年度 
五ヶ瀬川水系河道環境整備外工事 

延岡市 

株式会社松浦興業 令和元年度 門川地区橋梁耐震補強工事 門川町 

有限会社森産業 令和２年度 延岡管内安全施設設置工事 延岡市 

⑤優良施工業者（業務部門） 
施工業者 表彰業務名 会社等所在地 

株式会社福山コンサルタント 令和元年度 
五ヶ瀬高千穂道路予備設計（Ｂ）業務 福岡市 

株式会社オリエンタルコンサルタン
ツ 九州支社 

令和元年度 
九州中央道計画資料作成外業務 

福岡市 

株式会社宮崎産業開発 
令和２年度 
延岡管内道路管理測量設計業務 

宮崎市 

株式会社国土開発コンサルタント 令和２年度 延岡管内施設点検業務 宮崎市 

株式会社西部技建コンサルタント 
令和２年度 
五ヶ瀬高千穂道路１０号橋外地質調査業務 

小林市 



参考資料-1 

 令和３年８月１０日 
 ■九州地方整備局長表彰（延岡河川国道事務所関係分） 

①非常勤職員（医員） 
氏 名 功績概要 所在地

葉 高文 永年にわたり嘱託医として職員の 
健康管理業務に精励 門川町 

②水門等操作員 
氏 名 功績概要 所在地

橋本 雄 永年にわたる水門操作業務に精励 延岡市 

③優秀現場代理人・主任（監理）技術者  
氏 名 会社名 表彰工事名 会社等所在地

石川 芳樹 株式会社盛武組 
令和２年度 
 五ヶ瀬川水系河道環境整備外工事 

延岡市 

④優秀建設現場従事者  
氏 名 会社名 表彰工事名 会社等所在地

岡田 正夫 有限会社木村建設 ― 延岡市 

⑤若手優秀技術者  
氏 名 会社名 表彰工事名 会社等所在地

川越 修司 株式会社盛武組 
令和２年度 
五ヶ瀬川水系河道環境整備外工事 

延岡市 

黒木 裕 八作建設株式会社 令和２年度 天下地区地盤改良外工事 延岡市 

⑥優秀技術者（業務部門） 
氏 名 会社名 表彰工事名 会社等所在地

西原 剛 
太陽技術コンサルタン
ト株式会社 

令和２年度 
 五ヶ瀬川水系河道管理測量設計業務 

延岡市 

園田 昭二 
株式会社西部技建コン
サルタント 

令和２年度 五ヶ瀬高千穂道路１０号
橋外地質調査業務 

小林市 



⑦優良施工業者（工事部門） 
施工業者 表彰工事名 会社等所在地

株式会社盛武組 令和２年度 
五ヶ瀬川水系河道環境整備外工事 延岡市 

株式会社竹尾組 令和元年度 門川地区橋梁耐震補強工事 高千穂町 

八作建設株式会社 令和２年度 延岡管内安全施設設置工事 延岡市 

⑧優良施工業者（業務部門） 
施工業者 表彰業務名 会社等所在地

太陽技術コンサルタント株式会社 
令和２年度 
五ヶ瀬川水系河道管理測量設計業務 延岡市 

⑨ＩＣＴ工事優秀施工業者 
施工業者 表彰工事名 会社等所在地

株式会社五幸建設 宮崎２１８号 高野北地区改良工事 日向市 

⑩働き方改革促進優秀施工業者 
施工業者 表彰工事名 会社等所在地

上田工業株式会社 令和２年度 松山地区堤防整備外工事 延岡市 

⑪安全施工業者 
施工業者 表彰工事名 会社等所在地

株式会社伊東建設 
令和元年度 
延岡管内災害復旧（その２）工事 

延岡市 

⑫災害復旧等功労業者 
会社名 功績概要 会社等所在地

東栄建設株式会社 － 延岡市 

清本鉄工株式会社 － 延岡市 

矢野建設株式会社 － 延岡市 

湯川建設株式会社 － 延岡市 


