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令和３年７月２０日

大隅河川国道事務所 

記 者 発 表 資 料

件名：令和３年度国土交通行政功労事務所長表彰式を行います 

大隅河川国道事務所では、令和２年度において国土交通行政の推進に功績の 

あった団体及び個人に対し、下記のとおり事務所長表彰を行います。 

記 

 １．日 時  令和３年８月６日（金）１０：００～１５：３０（予定）     

 ２．場 所  大隅河川国道事務所 別館３階大会議室 

        住 所：鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１ 

 ３．表彰者  （名簿は別紙のとおり） 

  １０：００～ 工事部門 

①  優良施工業者（工事部門）     ・・・・・・・６社 

②  災害復旧等功労業者（工事部門）  ・・・・・・・７社 

③  優秀現場代理人・主任（監理）技術者 

           ・・・・・・・２名 

④  優良施工業者における下請負者   ・・・・・・・３社 

  １３：３０～ 業務部門 

⑤  優良施工業者（業務部門）     ・・・・・・・３社 

⑥  優秀技術者（業務部門）      ・・・・・・・４名 

⑦  若手優秀技術者（業務部門）    ・・・・・・・１名 

  １４：３０～ 行政部門 

⑧  水門等の操作における功労者     ・・・・・１０名 

⑨  水門等の操作における功労団体    ・・・・・３団体 

⑩  道路環境の保全美化功労       ・・・・・１団体 

問い合わせ先

国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所

鹿児島県肝属郡肝付町新富１０１３－１

事業対策官    久野 晴生（内線２０８）

電話（０９９４）６５－２５４１（代表）

令和３年７月２０日解禁 



別紙　１／２
１０：００～【工事部門】
優良施工業者（工事部門）表彰（６社）

災害復旧等功労業者（工事部門）表彰（７社）

優秀現場代理人・主任（監理）技術者表彰（２名）

会社名 表彰工事名

こうかき建設株式会社 令和元年度権現橋耐震補強工事

国基建設株式会社 東九州道（志布志～大崎）春日堀地区（第１工区）改良工事

優良施工業者（工事部門）における下請負者表彰（３社）

肝付土建株式会社

令和２年度鹿屋管内応急復旧（その５）工事

荒河　真一郎

寺田　修一

令和２年度鹿屋管内応急復旧（その１）工事

株式会社斉野建設 令和２年度鹿屋管内応急復旧（その４）工事

豊明建設株式会社

田中産業株式会社 令和２年度肝属川水系上流河川維持工事

氏　名

株式会社上津建設 令和２年度垂水管内応急復旧（その２）工事

株式会社森組 令和２年度垂水管内応急復旧（その４）工事

株式会社カーネギー産業 令和２年度垂水管内応急復旧（その５）工事

山下建設株式会社

優良施工業者

丸福建設株式会社

株式会社三共建設

株式会社森組

優良施工業者

表彰工事名

東九州道（志布志～大崎）木森地区外改良工事

株式会社吉留組 下之門地区堤防浸透対策工事

山佐産業株式会社

株式会社ナンワ工業

優良施工業者

仲林建設株式会社

株式会社岩永建設

持木川砂防設備改築外工事

東九州道（大崎～鹿屋）内山地区（第３工区）改良工事

東九州道（大崎～鹿屋）第一串良川橋上部工工事

表彰工事名

令和２年度鹿屋管内応急復旧（その２）工事

東九州道（大崎～鹿屋）田原迫ノ上地区改良工事

表彰工事名

益丸地区自歩道整備外工事

松崎橋補修外工事



別紙　２／２
１３：３０～【業務部門】
優良施工業者（業務部門）表彰（３社）

優秀技術者（業務部門）表彰（４名）

氏　名 表彰業務名

豊國　法文 令和元年度姶良川吾平地区実施設計及び検討業務

濵田　浩二 令和元年度東九州道（志布志～鹿屋）改築測量設計業務

村上　央 令和元年度日南・志布志道路（志布志地区）構造物詳細設計業務

伊東　麗子 平成３１年度肝属川水系水辺現地調査（植物）業務

若手優秀技術者（業務部門）表彰（１名）

氏　名 表彰業務名

韋　江俊 令和２年肝属川流量観測業務

１４：３０～【行政部門】
水門等の操作における功労者表彰（１０名）

水門等の操作における功労団体表彰（３団体）

道路環境の保全美化功労表彰（１団体）

肝付町消防団　下之門分団 長年にわたる水閘門操作業務に精勤

団体名 功績概要

柊原地区振興会 国道220号の保全及び美化に協力

肝付町消防団　下住分団 長年にわたる水閘門操作業務に精勤

宮元　和浩 長年にわたる水閘門操作業務に精勤

団体名 功績概要

東串良町林田土地改良区 長年にわたる水閘門操作業務に精勤

田島　実 長年にわたる水閘門操作業務に精勤

豊重　和男 長年にわたる水閘門操作業務に精勤

酒井　幸光 長年にわたる水閘門操作業務に精勤

新村　春男 長年にわたる水閘門操作業務に精勤

末吉　隆幸 長年にわたる水閘門操作業務に精勤

会社名

大福コンサルタント株式会社

株式会社大進

三井共同建設コンサルタント株式会社　九州支社

小牧　敏美

氏　名

株式会社建設環境研究所　九州支社

会社名

令和２年度桜島土砂変動量調査解析業務

令和２年度肝属川水系シラス堤対策設計業務

長年にわたる水閘門操作業務に精勤

功績概要

株式会社九州開発エンジニヤリング

中電技術コンサルタント株式会社　九州事務所

令和元年度東九州道（志布志～鹿屋）改築測量設計業務

優良施工業者

株式会社大進

大福コンサルタント株式会社

表彰業務名

平良　元司 長年にわたる水閘門操作業務に精勤

野尻　辰也 長年にわたる水閘門操作業務に精勤

七夕　正博 長年にわたる水閘門操作業務に精勤



【参考　１／２】

地域協働の河川管理の推進における功労者表彰【３名】

氏　名

松元　勝昭

町元　憲蔵

富永　洋一

優良施工業者（工事部門）表彰【３社】

優良施工業者

株式会社森建設

三井住友建設株式会社九州支店

株式会社瀬戸山組

ICT工事優秀施工業者表彰【１社】

優良施工業者

株式会社吉留組

安全施工業者表彰【１社】

優良施工業者

株式会社三竹工業

働き方改革促進優秀施工業者表彰【１社】

優良施工業者

山下建設株式会社

災害復旧等功労業者（工事部門）表彰【５社】

優良施工業者

佐藤建設株式会社

株式会社フクケン

株式会社渡辺組

株式会社池田建設

株式会社野添土木

令和３年度　九州地方整備局国土交通行政功労表彰〔九州地方整備局長表彰〕

東九州道（志布志～大崎）上苑上地区（第２工区）外改良工事

表彰工事名

東九州道（志布志～大崎）次五地区外改良工事

東九州道（大崎～鹿屋）内山地区（第３工区）改良工事

表彰工事名

表彰工事名

功績概要

肝属川水系における地域協働の河川管理の推進への功労

肝属川水系における地域協働の河川管理の推進への功労

肝属川水系における地域協働の河川管理の推進への功労

表彰工事名

令和２年度垂水管内応急復旧（その３）工事

表彰工事名

令和元年度東桜島地区災害復旧工事

令和２年度鹿屋管内応急復旧（その３）工事

東九州道（大崎～鹿屋）第一串良川橋上部工工事

松崎橋補修外工事

令和２年度鹿屋管内応急復旧（その６）工事

令和２年度鹿屋管内応急復旧（その７）工事

令和２年度垂水管内応急復旧（その１）工事



【参考　２／２】

災害復旧等功労業者(支援・協力部門)表彰【６社】

会社名

株式会社吉留組

国基建設株式会社

山佐産業株式会社

肝付土建株式会社

株式会社倉岡建設

有限会社山之口建設

優秀現場代理人・主任（監理）技術者表彰【２名】

氏　名 会社名 表彰工事名

國料　義和 徳澤建設株式会社 令和２年度鹿屋管内維持修繕工事

茅野　孝一郎 株式会社植村組 長谷川下流渓流保全工その他工事

若手優秀技術者表彰【３名】

氏　名 会社名 表彰工事名

妹尾　祐樹 山佐産業株式会社 東九州道（志布志～大崎）志布志ＩＣ（第２工区）改良工事

鷲東　洋一 有限会社山之口建設 中福良橋架替取付道路工事

鶴添　裕哉 株式会社三共建設 東九州道（大崎～鹿屋）荒園地区（第１工区）改良工事

優良施工業者（業務部門）表彰【３社】

優良施工業者

令和元年度肝属川水系河川整備
計画検討業務東京建設コンサルタ
ント・応用地質設計共同体

株式会社長大福岡支社

株式会社旭総合コンサルタント

災害復旧等功労業者（業務部門）表彰【１社】

優良施工業者

朝日開発コンサルタンツ株式会社

氏　名 会社名 表彰業務名

奥津　奉斉 株式会社長大福岡支社 令和元年度牛根地区防災対策予備設計業務

鶴田　芳昭
令和元年度肝属川水系河川整備計
画検討業務東京建設コンサルタント・
応用地質設計共同体

令和元年度肝属川水系河川整備計画検討業務

優秀技術者（業務部門）表彰【２名】

令和２年７月豪雨により国道２１０号に災害が発生した大分河川国道事務所へ照明車を運搬、及び浸水被害対応とし
て大隅河川国道事務所管内での排水ポンプ車による排水作業

令和３年度　九州地方整備局国土交通行政功労表彰〔九州地方整備局長表彰〕

令和２年７月豪雨による浸水被害対応として大隅河川国道事務所管内での排水ポンプ車による排水作業

大隅管内構造物補修設計外業務

表彰業務名

令和２年７月豪雨により国道２１０号に災害が発生した大分河川国道事務所へ照明車を運搬、及び浸水被害対応とし
て大隅河川国道事務所管内での排水ポンプ車による排水作業

令和２年７月豪雨により国道２１０号に災害が発生した大分河川国道事務所へ照明車を運搬、及び浸水被害対応とし
て大隅河川国道事務所管内での排水ポンプ車による排水作業

令和２年７月豪雨による浸水被害対応として大隅河川国道事務所管内での排水ポンプ車による排水作業

令和元年度肝属川水系河川整備計画検討業務

表彰業務名

令和２年７月豪雨による浸水被害対応として大隅河川国道事務所管内での排水ポンプ車による排水作業

令和元年度牛根地区防災対策予備設計業務

令和２年度国道220号境川地区外物件調査等業務

主な災害復旧等の活動内容
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