
令 和 ２ 年 ８ 月 ５ 日 

九 州 地 方 整 備 局 

佐 賀 国 道 事 務 所 

令和２年度 佐賀国道事務所国土交通行政功労表彰について 

国土交通省九州地方整備局佐賀国道事務所は、国土交通行政の円滑な

推進に功績のあった下記の国土交通行政功労者に対し、国土交通行政功

労表彰を行いますので、お知らせします。 

                    記 

表彰者（名簿は別資料のとおり） 

① 道路環境の保全美化功労           １団体 

② 優秀技術者（工事部門）           １名 

③ 優秀技術者（業務部門）           １名 

④ 優良施工業者（工事部門）          ２社 

⑤ 優良施工業者（業務部門）          ４社 

⑥ 下請負者表彰                ２社 

⑦ 災害復旧等功労者 支援・協力部門（役務） ２６社 

※例年であれば、表彰式を行うところですが、新型コロナウイルス感染防止の観点から、 

受賞される皆様方の健康や安全を鑑みて、表彰状を送付することで表彰式に代えさせて 

いただきます。 

【問い合わせ先】 

国土交通省 九州地方整備局 佐賀国道事務所 

工事品質管理官 小路 満広（内線３０２） 

総務課長    原田 晃男（内線２１１） 

ＴＥＬ：０９５２－３２－１１５１（代表） 



令和２年度　佐賀国道事務所国土交通行政功労表彰者　一覧

項目

道路環境の保全美化功労 843-0023

項目 会社名 対象件名

優秀技術者
（工事部門）

（株）下村建設 845-0022 佐賀国道管内横断歩道橋補修外工事

＊１　現・富士建設（株）在籍

項目 会社名 対象件名

優秀技術者
（業務部門）

西日本建技（株） 812-0013 令和元年度佐賀管内道路施設点検業務

項目 対象件名

優良施工業者
（工事部門）

840-8588 佐賀国道管内橋梁補強・補修工事

優良施工業者
（工事部門）

840-0857 佐賀国道佐賀地区保全工事

項目 対象件名

優良施工業者
（業務部門）

812-0011 令和元年度　佐賀広域道路網検討業務

優良施工業者
（業務部門）

815-0083
平成３０・３１年度　鳥栖管内（東部地区）
橋梁点検外業務

優良施工業者
（業務部門）

812-0013 令和元年度佐賀管内道路施設点検業務

優良施工業者
（業務部門）

890-0063
令和元年度国道３４号神埼佐賀拡幅用地調査
等業務

項目 対象件名

下請負者表彰 847-0875 佐賀国道管内横断歩道橋補修外工事

下請負者表彰 830-0047 白坂歩道橋外補修・補強工事

会社名 会社住所

(株)増本彩工舎
唐津市西唐津３丁目６４４０番
地９

（株）ディーエーケー 久留米市津福本町４８１番地３

エイコー・コンサルタンツ（株） 福岡市南区高宮５－１０－１２

西日本建技（株）
福岡市博多区博多駅東１－１３
－６

（株）中原総合鑑定所 鹿児島市鴨池１－７－８

祐徳建設興業（株） 佐賀市鍋島町大字八戸３１８４

会社名 会社住所

（株）オリエンタルコンサルタンツ
九州支社

福岡市博多区博多駅前３－２－
８

小城市三日月町久米１９４６番
地

会社名 会社住所

（株）中野建設 佐賀市水ヶ江２－１１－２３

田島
たじま
　和也
かずや

＊１

氏名 会社住所

福山
ふくやま
　則行
のりゆき 福岡市博多区博多駅東１－１３

－６

団体名

九州電力送配電(株)武雄配電事業所

住所

武雄市武雄町大字昭和７７６番
地

会社住所氏名

別資料



令和２年度　佐賀国道事務所国土交通行政功労表彰者　一覧

項目 対象件名

災害復旧等功労者
支援・協力部門（役務）

849-0201 ３４号小城地区交通規制作業

災害復旧等功労者
支援・協力部門（役務）

849-0501 ３４号大町地区交通規制作業

災害復旧等功労者
支援・協力部門（役務）

849-0201 ２０３号笹原峠崩落箇所対策（その１）作業

災害復旧等功労者
支援・協力部門（役務）

848-0133 ４９７号伊万里東府招IC通行止め作業

災害復旧等功労者
支援・協力部門（役務）

849-3211 ４９７号北波多IC通行止め作業

災害復旧等功労者
支援・協力部門（役務）

845-0022 ２０３号笹原峠崩落箇所対策（その２）作業

災害復旧等功労者
支援・協力部門（役務）

840-8666 ３４号大町地区道路啓開作業

災害復旧等功労者
支援・協力部門（役務）

843-0021 ３４号大町地区交通規制及び六角川関連作業

災害復旧等功労者
支援・協力部門（役務）

843-0013 ３５号踊瀬地区崩壊箇所対策及び清掃等作業

災害復旧等功労者
支援・協力部門（役務）

849-1425 ３４号武雄地区道路啓開及び清掃等作業

災害復旧等功労者
支援・協力部門（役務）

840-0054 ３４号大町地区交通規制等作業

災害復旧等功労者
支援・協力部門（役務）

849-1105
３４号武雄地区交通規制及び六角川関連（そ
の１）作業

災害復旧等功労者
支援・協力部門（役務）

843-0002
３４号武雄地区交通規制及び六角川関連（そ
の２）作業

災害復旧等功労者
支援・協力部門（役務）

847-0861
４９７号唐津道路交通規制及び六角川関連作
業

災害復旧等功労者
支援・協力部門（役務）

847-0881
４９７号南波多谷口IC通行止め及び清掃等作
業

災害復旧等功労者
支援・協力部門（役務）

840-0857 六角川関連（その５）作業

災害復旧等功労者
支援・協力部門（役務）

840-2205 六角川関連（その４）作業

災害復旧等功労者
支援・協力部門（役務）

840-0052 六角川関連（その３）作業

災害復旧等功労者
支援・協力部門（役務）

849-0314 六角川関連（その１）作業

災害復旧等功労者
支援・協力部門（役務）

849-1602 大町地区清掃等作業

災害復旧等功労者
支援・協力部門（役務）

849-0203 ３４号武雄地区無人航空機撮影作業

災害復旧等功労者
支援・協力部門（役務）

840-0054 ２０３号多久地区無人航空機撮影作業

災害復旧等功労者
支援・協力部門（役務）

812-0023 大町地区油流出調査（その３）作業

災害復旧等功労者
支援・協力部門（役務）

810-0004 大町地区油流出調査（その２）作業

災害復旧等功労者
支援・協力部門（役務）

849-0928 大町地区油流出調査（その１）作業

災害復旧等功労者
支援・協力部門（役務）

812-0894 大町地区油流出調査（その４）作業

西日本技術開発(株)
福岡市中央区渡辺通１丁目１番1
号

新栄地研(株) 佐賀市若楠２丁目５番２５号

日本地研(株) 福岡市諸岡５丁目２５番２５号

国際技術コンサルタント(株)
佐賀市久保田町大字新田３７９
７番地３

(株)島内エンジニア 佐賀市水ケ江２丁目４番１７号

(株)建設技術センター 福岡市博多区奈良屋町１番１号

(株)上滝建設 佐賀市今宿町２番５号

岡本建設(株) 小城市芦刈町三王崎１１０番地

増田建設(株)
佐賀県藤津郡太良町大字多良１
８１５番地

(株)岸本組 唐津市竹木場５２０６番地８２

祐徳建設興業(株) 佐賀市鍋島町大字八戸３１８４

(株)西村土木建設
佐賀市川副町大字南里１４８９
－１

富士建設(株)
佐賀県杵島郡白石町大字遠江３
０３－１３

松尾一建工業(株)
武雄市朝日町大字中野１０４０
５番地

唐津土建工業(株) 唐津市二夕子２丁目７番５１号

(株)山崎建設 武雄市橘町大字大日８２９２

山口建設(株)
嬉野市塩田町大字五町田甲２６
９

深町・モロドミ経常建設共同企業体 佐賀市水ヶ江５丁目３番２８号

(株)下村建設
小城市三日月町久米１９４６番
地

松尾建設(株) 佐賀市多布施１丁目４番２７号

(株)石丸建設
武雄市武雄町大字永島１５６６
４番地

(株)丸福建設
佐賀市久保田町大字徳万１６４
７番地

(株)山儀建設
伊万里市黒川町真手野３１０８
番地

将栄建設(株) 唐津市相知町千束２０００番地

会社名 会社住所

森永建設(株)
佐賀市久保田町大字徳万４８番
地１

(株)峰組
佐賀県杵島郡江北町大字山口１
３９８－１
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