
令 和 ２ 年 ７ 月 ２ １ 日
九州地方整備局 川内川河川事務所

記 者 発 表 資 料

令和２年度川内川河川事務所国土交通行政功労表彰

～表彰式を行います～

川内川河川事務所では、令和元年度当事務所所管の工事・業務において

円 滑 な 推 進 に 功 績 の あ っ た 優 良 施 工 業 者 及 び 優 秀 技 術 者 、 長 年 に 亘 る

水門等の操作における功労者、地域協働の河川管理の推進における功労者

及び災害復旧等の功労者の皆様に対し、下記のとおり事務所長表彰を行います。

記

１ 日 時 令和２年８月４日（火）
１１時００分から 水閘門等操作･地域協働の河川管理推進功労
１３時３０分から 工事部門
１５時００分から 業務部門・災害復旧等功労

２ 場 所 国土交通省 九州地方整備局 川内川河川事務所 別館会議室

住所 薩摩川内市東大小路町２０番２号
電話 ０９９６－２２－３２７１

３ 主 催 国土交通省 九州地方整備局 川内川河川事務所

４ 受彰者 別紙のとおり

※なお、天候等の状況により中止する場合があります。

【問い合わせ先】
国土交通省 九州地方整備局 川内川河川事務所

総 務 課 長 安田 充範 （内線２１１）

ＴＥＬ ０９９６－２２－３２７１（代）



別紙

水門等の操作における功労者
氏　　　　名

地域協働の河川管理の推進における功労者（個人）
氏　　　　名

地域協働の河川管理の推進における功労者（団体）
氏　　　　名

優良施工業者（工事部門）
団体の名称 住　　　　所

〒889－4412
宮崎県西諸県郡高原町大字西麓６４３番地
〒895-1723
鹿児島県薩摩郡さつま町二渡４３６３番地
〒895-0067
鹿児島県薩摩川内市上川内町３２５５番地

優良施工業者（業務部門）
団体の名称 住　　　　所

〒812-0013

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目５番１
９号
〒810-0062
福岡市中央区荒戸２－１－５

優秀現場代理人・主任(監理)技術者
団体の名称及び個人名 住　　　　所

〒886－0213
宮崎県小林市野尻町三ヶ野山３２１４番地１

優秀技術者（業務部門）
団体の名称及び個人名 住　　　　所

〒890-0007
鹿児島県鹿児島市伊敷台１－２２－２

安全施工業者
団体の名称 住　　　　所

〒899-6507
鹿児島県霧島市牧園町宿窪田２５１６番地

災害復旧等功労者（支援・協力）
団体の名称 住　　　　所

〒899-6104
鹿児島県姶良郡湧水町川西７９０－５

〒899-6207
鹿児島県姶良郡湧水町米永１７３０－５

〒886-0004
宮崎県小林市細野３９１－１

(株)坂下組
８月の梅雨前線による佐賀県油流出被害において、照明車の派遣
要請に応じ、迅速に出動し現地での情報収集に努めた。

(株)山下組
８月の梅雨前線による佐賀県油流出被害において、遠方かつ大渋
滞にも関わらずいち早く油流出箇所の佐賀鉄工所に到着し、夜間
照明支援を実施した。

(株)平原組
８月の梅雨前線による佐賀県油流出被害において、排水ポンプ車
の追加派遣要請に応じ、迅速に出動し現地での情報収集に努め

表彰対象事業名

福地建設(株) 鳥巣地区上流河道掘削工事

活動・貢献の内容

山下　秀人

外薗建設工業(株) 平成３１年度川内出張所管内河川管理施設維持管理工事

表彰対象事業名
(株)久永コンサルタント
内村 正樹

令和元年度川内川水系堤防等河川管理施設及び河道の状態調査
業務

令和元年度川内川河川事務所
管内河川管理施設監理検討業
務 九州地域づくり協会・大進設
計共同体

令和元年度川内川河川事務所管内河川管理施設監理検討業務

表彰対象事業名
坂口建設(株)
海老原　徹

今西地区河道整備工事

八千代エンジニヤリング(株)
九州支店

川内川水系治水施設概略検討業務

宮之城河川敷公園を綺麗にする
愛犬家の会

川内川水系における地域協働の河川管理の推進への功労

柏原第二樋門

功績概要

(株)山本組 今西地区護岸災害復旧工事

表彰対象事業名

(株)二渡建設 平成３１年度宮之城出張所管内外河川管理施設維持管理工事

下殿第一樋門

下殿第二樋門

川間川第一樋門

功績概要

川内川水系における地域協働の河川管理の推進への功労

表彰対象事業名

令和２年度　川内川河川事務所国土交通行政功労表彰（事務所長表彰）

上野　利明

森山　節夫

上向井　壽

中村　政己

前田　義一

前原　久仁

平水流　宗

施設名

久住樋門

南瀬下樋門

倉野第２樋管



（参考）

地域協働の河川管理の推進への功労
氏　　　　名

優良施工業者（工事部門）
団体の名称 住　　　　所

〒895-0041
鹿児島県薩摩川内市隈之城町１８６５番地

優良施工業者（業務部門）
団体の名称 住　　　　所

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東２－１４－１

優秀現場代理人・主任（監理）技術者
団体の名称及び個人名 住　　　　所

〒895-0041
鹿児島県薩摩川内市隈之城町１８６５番地

優秀技術者（業務部門）
団体の名称及び個人名 住　　　　所

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東２－１４－１

〒810-0062

福岡市中央区荒戸２－１－５

優秀建設現場従事者
団体の名称及び個人名 住　　　　所

〒899-1922
鹿児島県薩摩川内市小倉町５５１２－４

若手優秀技術者
団体の名称及び個人名 住　　　　所

〒890-0008
鹿児島市伊敷五丁目９番８号

ICT工事優秀施工業者
団体の名称 住　　　　所

〒895-1202
鹿児島県薩摩川内市樋脇町塔之原２００番１

働き方改革促進優秀施工業者
団体の名称 住　　　　所

〒890-0066
鹿児島県鹿児島市真砂町２番１１号

災害復旧等功労者（支援・協力）
団体の名称 住　　　　所

〒895-2201
鹿児島県薩摩郡さつま町求名２１８８

〒895-0041
鹿児島県薩摩川内市隈之城町１８６５

〒890-0066
鹿児島県鹿児島市真砂町２－１１

(株)田代組
８月の梅雨前線による佐賀県油流出被害、台風１９号による関東地
方災害支援において、長期間に渡り、排水ポンプ車による排水作業
に従事した。

林建設（株）
台風１９号による関東地方災害支援において排水ポンプ車の派遣
要請に応じ、迅速に出動し現地での情報収集に長期間従事した。

表彰対象事業名

福上産業（株） 大島地区中流河道掘削工事

活動・貢献の内容

林建設（株） 金波田地区下流掘削護岸工事

表彰対象事業名

川内川管内堤防強化対策詳細設計等業務

表彰対象事業名

(株)田代組 曽木地区護岸災害復旧工事

薩摩建設（株）
８月の梅雨前線による佐賀県油流出被害、台風１９号による関東地
方災害支援において、長期間に渡り、排水ポンプ車による排水作業
に従事した。

表彰対象事業名
(株)村尾運送
村尾　学

曽木地区護岸災害復旧工事

表彰対象事業名
(株)植村組
富永 将太郎

川北地区護岸工事

令和元年度天辰地区外整備検討及び設計業務
八千代エンジニヤリング(株)
九州支店
岩谷 将徳

表彰対象事業名

桑原　佐年

湯崎　ヤエ子

表彰対象事業名
(株)田代組
坂元 慎吾

曽木地区護岸災害復旧工事

川内川管内堤防強化対策詳細設計等業務

表彰対象事業名
三井共同建設コンサルタント（株）
九州支社
福本 圭吾

三井共同建設コンサルタント(株)

令和２年度　九州地方整備局国土交通行政功労表彰（局長表彰）

功績概要

川内川水系における地域協働の河川管理の推進への功労

川内川水系における地域協働の河川管理の推進への功労
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