
                                  
                         

令 和 ３ 年 ９ 月 １ ６ 日 

                                                        大 分 河 川 国 道 事 務 所 

記 者 発 表 資 料 

 

 

 

１） 開 催 日 時  令和３年９月２２日（水） 

第一部１３時３０分～１４時００分（１３時００分受付開始） 

第二部１４時３０分～１５時００分（１４時００分受付開始） 

第三部１５時３０分～１６時００分（１５時００分受付開始） 

                           

２）開 催 場 所  Ｊ：ＣＯＭ ホルトホール大分 ３階 大会議室 

         （大分県大分市金池南一丁目５番１号） 

 

３）表彰対象者  別紙参照 

 

４）表 彰 部 門   

  第一部    ①各種委員会における功労            ３名 

         ②水門等の操作における功労者          ９名 

         ③地域協働の河川管理の推進における功労者    １名 

         ④道路環境の保全美化功労団体          ３団体 

  第二部    ⑤優良施工業者（工事部門）           ５社 

         ⑥優良施工業者（業務部門）           ７社 

⑦優良施工業者（工事部門）における下請負者   ４社 

         ⑧優秀現場代理人・主任（監理）技術者      １名 

         ⑨優秀技術者（業務部門）            ６名 

         ⑩若手優秀技術者（業務部門）          １名 

第三部    ⑪⑫⑬災害復旧等功労者（工事・業務・支援協力）１９社       

        ⑭災害対応功労者感謝状             １団体及び１名 

 

『令和３年度 大分河川国道事務所国土交通行政功労表彰式』 

を実施します。 

 
延期していました国土交通行政功労者表彰式を、以下の日程で行います。 

本表彰式は、大分河川国道事務所管内における国土交通行政の円滑な推進等に功績のあった

企業、団体及び個人への表彰を行うものです。 

◇目的 

問い合わせ先  国土交通省九州地方整備局 

大分河川国道事務所 技術副所長（河川） 猪原 浩二 

          技術副所長（道路） 伊藤 康弘 

総務課長      栗林 均 

ＴＥＬ ０９７－５４４－４１６７ 

ＦＡＸ ０９７－５４６－１３２６ 

 



① 各種委員会における功労　　　　　　　　　　　　　　　３名

備考

1

2

3

② 水門等の操作における功労者　　　　 ９名
備考

4

5

6

7

8

9

10

11

12

③ 地域協働の河川管理の推進における功労者　　　１名
備考

13

④ 道路環境の保全美化功労団体　　　　　　　　　　　３団体
備考

14

15

16

令和３年度 大分河川国道事務所国土交通行政功労表彰

氏名

須股　博伸  大分川・大野川河道管
理環境検討委員会

日野　勝徳  大分川・大野川河道管
理環境検討委員会

三宅　武  大分川・大野川河道管
理環境検討委員会

氏名

安部　逸郎

安東　真英

池邉　晋平

植木　修一

岡　康秀

丹生　勝

泥谷　嘉徳

宮崎　田己生

幸　誠司　

氏名

松尾　典高

団体名等

西生石自治会

別府市上人ヶ浜町自治会

SMBC日興証券（株）大分支店



⑤ 優良施工業者（工事部門） ５社
表彰工事名

17

18

19

20

21

⑥ 優良施工業者（業務部門）　　　　　　　　　　　　　　　　　　７社
表彰業務名

22

23

24

25

26

27

28

⑦ ４社
表彰工事名

29

30

31

32

令和３年度 大分河川国道事務所国土交通行政功労表彰

会社名

（株）安部日鋼工業九州支店
大分212号三光本耶馬渓道路下屋形橋上部工工事

【土木部門】

小田開発工業（株）
宮谷樋門新設工事

【土木部門】

笹原建設（株）
横瀬地区掘削護岸（その６）工事

【土木部門】

（株）谷組
令和2年度広瀬交差点改良工事

【土木部門】

森田建設（株）
道の駅ゆふいん防災倉庫新築その他工事

【建築部門】

会社名

応用地質（株）九州事務所
令和２年７月豪雨に伴う国道２１０号応急対策地質調査業務

【地質部門】

九建設計（株） 令和元年度大分川・大野川河川維持補修設
計（その３）業務【土木（河川）部門】

協同エンジニアリング（株）
令和２年度大分維持管内維持管理事業測量設計業務

【土木（道路）部門】

（株）建設技術研究所九州支社
大津留地区河道安定化対策工詳細設計業務

【土木（河川）部門】

西日本コンサルタント（株）
令和２年度日田国道維持管内外維持管理事業測量設計業務

【土木（道路）部門】

日本工営（株）福岡支店
令和２年度三光本耶馬渓道路地質調査業務

【地質部門】

（株）ニュージェック九州支店
大分川ダム地すべり点検解析外業務

【土木（河川）部門】

（株）センコーロード
令和２年度大分川管内河川維持管理工事

ユナイト（株）
令和元年度山本地区防護柵設置外工事

優良施工業者（工事部門）における下請負者

会社名

（有）九建施設
令和元年度山本地区防護柵設置外工事

九州道路施設（株）
令和元年度山本地区防護柵設置外工事



⑧ 優秀現場代理人・主任（監理）技術者　１名

表彰工事名(会社名）

33 道の駅ゆふいん防災倉庫新築その他工事

【建築部門】 森田建設（株）

⑨ 優秀技術者（業務部門） ６名
表彰工事名(会社名）

34 令和２年７月豪雨に伴う国道２１０号応急対策地質調査業務

【地質部門】 応用地質（株）九州事務所
35 令和２年度大分都市圏道路調査検討業務

【土木（道路）部門】 パシフィックコンサルタンツ（株）　九州支社

36 令和元年度大分川・大野川河川維持補修設計（その３）業務

【土木（河川）部門】 九建設計（株）

37 令和２年度道の駅機能向上検討業務

【土木（道路）部門】 （株）建設技術研究所九州支社

38 大津留地区河道安定化対策工詳細設計業務

【土木（河川）部門】 （株）建設技術研究所九州支社
39 大分川ダム地すべり点検解析外業務

【土木（河川）部門】 （株）ニュージェック九州支店

⑩ 若手優秀技術者（業務部門） １名
表彰業務名(会社名）

40 令和２年度小野屋大橋耐震補強工事外事業損失事前調査等業務

【補償部門】 平和総合コンサルタント（株）

令和３年度 大分河川国道事務所国土交通行政功労表彰

氏名

小野　一郎

氏名

金井　哲男

工藤　浩一

久米　卓

清水　嘉一

氏名

渡邉　和彦

徳永　智宏

福田　徹也



⑪ 災害復旧等功労者（工事部門）　　　　　６社
表彰工事名

41

42

43

44

45

46

⑫ 災害復旧等功労者（業務部門） ４社
表彰業務名

47

48

49

50

⑬ 災害復旧等功労者（支援・協力部門） ９社
備考

51

52

53

54

55

56

57

58

59

⑭ 災害対応功労者感謝状　　　　　　　　　１団体及び1名
備考

60

鶴成　悦久

61

令和３年度 大分河川国道事務所国土交通行政功労表彰

会社名

河津建設（株） 令和２年７月豪雨に伴う国道２１０号赤岩地区
仮設対策（その１）作業【工事・土木部門】

（株）川浪組 令和２年７月豪雨に伴う国道２１０号赤岩地区
仮設対策（その２）作業【工事・土木部門】

建設サービス（株）大分営業所
令和２年度大分地区道路維持補修工事

【工事・土木部門】

西日本土木（株）
令和２年７月豪雨に伴う国道１０号応急対策作業

【工事・土木部門】

日本道路（株）大分営業所 令和２年７月豪雨に伴う国道２１０号応急対策
（その７)工事【工事・土木部門】

明大工業（株） 令和２年７月豪雨に伴う国道２１０号応急対策
（その１０)工事【工事・土木部門】

会社名

九州建設コンサルタント（株） 令和２年７月豪雨に伴う国道２１０号応急対策
（その２)調査設計業務【業務・土木（道路）部門】

協同エンジニアリング（株） 令和２年７月豪雨に伴う国道２１０号応急対策
（その４)調査設計業務【業務・土木（道路）部門】

東洋技術（株） 令和２年７月豪雨に伴う国道２１０号応急対策
（その１)調査設計業務【業務・土木（道路）部門】

西日本コンサルタント（株） 令和２年７月豪雨に伴う国道２１０号応急対策
（その３)調査設計業務【業務・土木（道路）部門】

会社名

朝日工業（株）

【支援・協力部門】

梅林建設（株）

【支援・協力部門】

（株）ケーネス　九州支店

【支援・協力部門】

建設サービス（株）大分営業所

【支援・協力部門】

（株）　佐伯建設

【支援・協力部門】

新成建設（株）

【支援・協力部門】

（株）タカセ・エンジニアリング

【支援・協力部門】

三浦国土建設（株）

【支援・協力部門】

（株）ミゾタ

【支援・協力部門】

団体名等

大分大学　減災・復興デザイン教育研究センター

九州防災エキスパート会

大分支部



令和３年度大分河川国道事務所

国土交通行政功労表彰式で取材される皆様へ

令和３年９月１６日

新型コロナウイルスの感染拡大予防に向けた対応について（お願い）

平素より国土交通行政に対するご理解とご協力に感謝申し上げます。

令和３年度の大分河川国道事務所国土交通行政功労表彰式につきましては、現下の情

勢に鑑み、以下の点にご留意いただきますよう、お願い致します。

また、表彰式の実施内容につきましても、以下の内容についてご了承ください。

【ご入場の留意点】

□会場の入場人数制限のため、会場内への入場は最少人数でお願いします。

□会場内では、マスクの着用を徹底し、会話はお控えください。飲み物の持ち込みは

ご遠慮ください。

□会場までの移動時において公共交通機関をご利用の際にはマスクの着用をお願いし

ます。

□次のいずれかに該当する場合は、出席を自粛いただきますようお願いします。

・当日に 37.5度以上の発熱がある、または平熱比１度超過の方
・息苦しさ(呼吸困難)･強いだるさや､軽度であっても咳･咽頭痛などの症状のある方

・前２週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等した方、ワクチン接種による副反

応等で、現在も体調がすぐれない方

・新型コロナウィルス感染症陽性者、濃厚接触者、濃厚接触者の疑いがある方

・政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域への渡航歴、

当該在住者との濃厚接触が 14日以内にある方
□手指の消毒にご協力ください。

□受付時に取材される方の検温を実施します。発熱のある方の入場はご遠慮いただき

ますのでご了承ください。

□感染防止対策のため、受付開始までは入場いただけませんので、お時間を確認のう

え、お越しいただきますようお願いします（会場には控室等お待ちいただく場所は

ございません。）。
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