
記 者 発 表 資 料

資　料 受賞者名簿

その他 表彰式会場での取材及び撮影は可能。

ただし、受賞者の動線確保のため、別紙「動線範囲図」の範囲内での撮影につい

　　てはご配慮をお願いします。

問い合わせ先

　　　国土交通省九州地方整備局総務部人事課長　加藤
か と う

　　（内線２２５１）

　　　国土交通省九州地方整備局総務部人事課　課長補佐　山下
やました

　　（内線２２５２）

ＴＥＬ　０９２－４７１－６３３１（代表）
　　　  ０９２－４７６－３５０５（直通）

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ ０ 日

九 州 地 方 整 備 局

　 別添のとおり、令和３年度九州地方整備局国土交通行政功労表彰を行いますの
で、お知らせします。



（別添）

令和３年７月２０日

件名

　（ 概 要 ）

　    九州地方整備局では、国土交通行政の推進に関し、功績が顕著である個人ならびに団体
　に対し、下記のとおり国土交通行政功労表彰を行います。

●受 賞 者  （名簿は別紙）

① 非常勤職員（医員） 　　１名

② 地域協働の河川管理の推進における功労（個人） 　１１名

③ 水門等の操作における功労者（個人） 　３１名

④ 各種委員会における功労（個人） 　　２名

⑤ 地域協働の河川管理の推進における功労（団体） 　　１０団体

⑥ 道路環境の保全美化功労団体 　　　６団体

⑦ 水門等の操作における功労者（団体） 　　　１団体

⑧ 優秀現場代理人・主任（監理）技術者 　３８名

⑨ 優秀建設現場従事者 　　７名

⑩ 若手優秀技術者 　５２名

⑪ 優秀技術者（業務部門） 　３８名

⑫ 若手優秀技術者（業務部門）（※新設部門） 　１７名

⑬ 優良施工業者（工事、業務部門） 　８９社（団体）

⑭ ＩＣＴ工事優秀施工業者 　２１社

⑮ 働き方改革促進優秀施工業者 　２１社

⑯ 安全施工業者 　２２社

⑰ １５７社（団体）

●表彰式

日　　時 令和３年８月１０日（火）

第一部　１０：３０～　（工事関係）

第二部　１４：００～　（業務関係及び災害復旧等功労業者）

場　　所 福岡市立博多市民センター

福岡市博多区山王１－１３－１０

ＴＥＬ　０９２－４７２－５９９１

※　なお、新型コロナウイルス感染拡大の状況等により中止する場合があります。

「令和３年度九州地方整備局国土交通行政功労表彰」の実施について

記者発表資料

記

災害復旧等功労業者

新型コロナウイルス感染症への対処・予防の観点から、参加人数、内
容を縮小して実施させていただきます。

地域に密着してご活躍いただいております①～⑦の方々につきまし
ては、今年度は担当事務所による感謝状の伝達とさせていただきます。

⑧～⑰の方々につきましては、以下の日時により表彰式を行います。



○

①

②

○

「若手優秀技術者（業務部門）」（令和3年新設）

九州地方整備局では、建設業界の担い手育成の取り組みを支
援するため、令和3年度新設の「若手優秀技術者（業務部門）」
として１７名を表彰します。

「若手優秀技術者（業務部門）」は以下の基準で選出し、そ
の中から成績優秀者を表彰します。

建設業界の担い手の確保・育成及び技術者の技術
力の向上に資するため、契約時点で年齢が４５歳
未満の主任（管理）技術者とする。

 担当した業務（直轄以外も含む）に従事した経験
（主任・管理技術者）が５年未満で、かつ担当した直
轄業務（担当技術者も含む）が５件以上ある者を対
象とする。（建築部門除く）

表彰実績は総合評価落札方式の配置予定管理技術者等
の経験及び能力の評価項目で活用しており、新設部門も
他の部門と同様に活用します。



（別紙）

（五十音順、敬称略）

非常勤職員（医員）【個人】（１名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所

葉　高文 ヨウ　タカフミ 永年にわたり嘱託医として職員の健康管理業務に精励 宮崎県

地域協働の河川管理の推進における功労【個人】（１１名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所

池辺　美紀 イケベ　ヨシノリ 大淀川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 宮崎県

浦邊　愛二 ウラベ　アイジ 遠賀川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 福岡県

川津　桂男 カワヅ　ケイオ 筑後川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 大分県

桑野　彦勝 クワノ　ヒコカツ 筑後川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 福岡県

嶋﨑　雄児 シマサキ　ユウジ 筑後川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 大分県

田中　光行 タナカ　ミツユキ 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 鹿児島県

富永　洋一 トミナガ　ヨウイチ 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 鹿児島県

中村　恭子 ナカムラ　キョウコ 遠賀川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 福岡県

町元　憲蔵 マチモト　ケンゾウ 姶良川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 鹿児島県

松尾　一四 マツオ　カズシ 遠賀川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 福岡県

松元　勝昭 マツモト　カツアキ 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 鹿児島県

水門等操作員（３１名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所

安東　博文 アンドウ　ヒロフミ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

生駒　忍 イコマ　シノブ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

伊藤　良一 イトウ　リョウイチ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

岩元　信幸 イワモト　ノブユキ 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

江藤　敦 エトウ　アツシ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

大霜　芳雄 オオシモ　ヨシオ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

甲斐　陽一 カイ　ヨウイチ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

加藤　清幸 カトウ　キヨユキ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

釘宮　公明 クギミヤ　キミアキ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

桑嶋　健二 クワシマ　ケンジ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

後藤　剛 ゴトウ　ツヨシ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

後藤　博文 ゴトウ　ヒロフミ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

佐藤　正和 サトウ　マサカズ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県



水門等操作員（３１名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所

柴尾　勝士 シバオ　カツシ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

新貝　信秀 シンカイ　ノブヒデ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

高倉　信孝 タカクラ　ノブタカ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

中野　昭子 ナカノ　アキコ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

中村　健二 ナカムラ　ケンジ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

西　良春 ニシ　ヨシハル 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

野田　利光 ノダ　トシミツ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

橋本　静雄 ハシモト　シズオ 永年にわたる水門操作業務に精励 宮崎県

橋本　博之 ハシモト　ヒロユキ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

渕野　洋介 フチノ　ヨウスケ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

舛添　博孝 マスゾエ　ヒロタカ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

宮原　彰 ミヤハラ　アキラ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

安武　丞治 ヤスタケ　ジョウジ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

山口　勝治 ヤマグチ　カツジ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

幸重　恒久 ユキシゲ　ツネヒサ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

横山　勝也 ヨコヤマ　カツヤ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

吉田　協一 ヨシダ　キョウイチ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

吉田　浩 ヨシダ　ヒロシ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

各種委員会における功労【個人】（２名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所

津田　みどり ツダ　ミドリ 事業評価監視委員会における功労 福岡県

戸田　順一郞 トダ　ジュンイチロウ 事業評価監視委員会における功労 佐賀県

地域協働の河川管理の推進における功労【団体】（１０団体）

団　体　名 フリガナ 功    績    概    要 住所

大川ホワイトボーイズ オオカワホワイトボー
イズ

筑後川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 福岡県

大山町環境ボランティアの
会

オオヤママチカンキョ
ウボランティアノカイ

筑後川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 大分県

乙津川水辺の楽校運営協
議会

オトヅガワミズベノガッ
コウウンエイキョウギカ
イ

大野川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 大分県

川辺りの会 カワベリノカイ 筑後川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 福岡県

黒崎干陸地を守る会 クロサキヒリクチヲマモ
ルカイ

本明川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 長崎県

地域協働の河川管理の推進における功労【団体】（１０団体）



団　体　名 フリガナ 功    績    概    要 住所

城島・川を愛する会 ジョウジマ・カワヲアイ
スルカイ

筑後川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 福岡県

川内川流域連携ネットワー
ク

センダイガワリュウイキレン
ケイネットワーク 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 鹿児島県

道海島グランドゴルフ愛好
会

ドウカイジマグランドゴル
フアイコウカイ

筑後川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 福岡県

ペラーダフットボールクラブ ペラーダフットボールク
ラブ

筑後川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 福岡県

みずがめフォーラム ミズガメフォーラム 大淀川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 宮崎県

道路環境の保全美化功労団体（６団体）

団　体　名 フリガナ 功    績    概    要 住所

久留米荒木郵便局 クルメアラキユウビンキョ
ク 国道209号の保全及び美化に協力 福岡県

久留米諏訪野町郵便局 クルメスワノマチユウ
ビンキョク 国道3号の保全及び美化に協力 福岡県

ごみゼロ青春探検隊いとし
ま・マックスバリュー周船寺
西店

ゴミゼロセイシュンタン
ケンタイイトシマ・マック
スバリュースセンジニ
シテン

国道202号の保全及び美化に協力 福岡県

小目井花いっぱいし隊 コメイハナイッパイシタ
イ 国道220号の保全及び美化に協力 宮崎県

高坊2丁目南町内会 タカボウ２チョウメミナ
ミチョウナイカイ 国道10号の保全及び美化に協力 福岡県

南瀬高郵便局 ミナミセタカユウビン
キョク 国道209号の保全及び美化に協力 福岡県

水門等の操作における功労団体（１団体)

団　体　名 フリガナ 功    績    概    要 住所

熊本市南土地改良区 クマモトシミナミトチカ
イリョウク 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県



優秀現場代理人・主任（監理）技術者（３８名）

氏        名 フリガナ 企　　業　　名 表彰工事名 企業住所

阿久井　英敬 アクイ　ヒデタカ 株式会社松浦組 遠賀川御徳地区河道掘削工事 福岡県

飯田 浩二 イイダ　コウジ
建設サービス株式会社
大分営業所

平成３１・３２年度 大分管内道路清掃工事 大分県

石川　芳樹 イシカワ　ヨシキ 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

宮崎県

市原　竜二 イチハラ　リュウジ
株式会社安部日鋼工業
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

福岡県

岩本　悟志 イワモト　サトシ
五洋・ドーピー特定建設
工事共同企業体

平成30年度博多港（アイランドシティ地区）道路
（Ⅱ工区）橋梁上部工事

福岡県

大井手　和秀 オオイデ　カズヒデ 株式会社中島工務店 武雄地区外舗装修繕工事 佐賀県

大籠　真也 オオゴモリ　シンヤ 株式会社中野建設 早津江川早津江地区築堤外工事 佐賀県

大塚　孝二 オオツカ　コウジ 株式会社友岡建設 平成３１・３２年度　竹田地区維持補修工事 大分県

小河　圭司 オゴウ　ケイジ 松山建設株式会社 福岡２０２号　春吉橋下部工（A2)外工事 福岡県

茅野　孝一郎 カヤノ　コウイチロウ 株式会社植村組 長谷川下流渓流保全工その他工事 鹿児島県

河口　達也 カワグチ　タツヤ 木原建設株式会社 福岡２０８号　筑後川橋床版（Ｐ０６－Ｐ４）工事 福岡県

桑宮　洋宣 クワミヤ　ヒロノブ 岡本土木株式会社 福岡２０８号　筑後川橋舗装（２工区）工事 福岡県

國料　義和 コクリョウ　ヨシカズ 徳澤建設株式会社 令和２年度鹿屋管内維持修繕工事 鹿児島県

小濱　智紀 コハマ　トモノリ ヤマグチ株式会社
令和２年度鹿児島３号野田地区防護柵設置外
工事

鹿児島県

坂本　秀樹 サカモト　ヒデキ
日立造船株式会社九州
支社

令和２年度松原ダムコンジットゲート水密ゴム取
替他修繕工事

福岡県

佐川　孝 サガワ　タカシ 宮原建設株式会社
水俣病情報センター（令１）建築改修その他工
事

熊本県

重松　篤 シゲマツ　アツシ 株式会社中野建設 佐賀３号八坂橋下部工（上り線Ａ２）工事 佐賀県

島津　義之 シマヅ　ヨシユキ 岡本土木株式会社 令和元年度八幡管内横断歩道橋補修工事 福岡県

末永　亘 スエナガ　ワタル 株式会社西海建設
令和元年度長崎北部地区安全施設設置外（そ
の１）工事

長崎県



優秀現場代理人・主任（監理）技術者（３８名）

氏        名 フリガナ 企　　業　　名 表彰工事名 企業住所

園部　文明 ソノベ　フミアキ

大成・ＩＨＩインフラ・八方
地域維持型建設共同企
業体

熊本３２５号災害復旧　阿蘇大橋上下部工事 福岡県

竹熊　武利 タケクマ　タケトシ 興亜建設工業株式会社 九州中央道　杉木地区改良１２期工事 熊本県

寺嶌　伸介 テラシマ　シンスケ 株式会社菅組
令和元年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)
上部工工事

大分県

徳吉　英二 トクヨシ　エイジ 株式会社南組 小石原川菅野橋下部工受託工事 福岡県

富永　信二 トミナガ　シンジ 株式会社植村組 令和元年・2年度　鶴田ダム堤体壁面補修工事 鹿児島県

冨満　強 トミミツ　ツヨシ 大和開発株式会社 令和元年度広渡橋（Ｐ２）耐震補強工事 宮崎県

中尾　昌勝 ナカオ　マサカツ 株式会社川原建設 下唐原地区築堤護岸工事 大分県

永原　和久 ナガハラ　カズヒサ 外薗建設工業株式会社 大小路地区築堤護岸外工事 鹿児島県

中村　一利 ナカムラ　カズトシ 宅島建設株式会社 付替県道富川橋下部工工事 長崎県

中村　真之 ナカムラ　マサユキ 日東道路株式会社 令和２年度　福岡地区道路維持修繕工事 福岡県

成岡　正規 ナリオカ　マサノリ 株式会社石橋組 灰田地区護床工外工事 福岡県

野田　豊 ノダ 　ユタカ 株式会社廣瀬組 赤谷川流域災害改良復旧（５号）工事 福岡県

浜武　宏一 ハマタケ　ヒロカズ 株式会社時里組 赤谷川流域災害改良復旧（４号）工事 福岡県

福永　茂雄 フクナガ　シゲオ 龍南建設株式会社 令和２年度宮崎海岸養浜及び施設保全工事 宮崎県

松村　隆幸 マツムラ　タカユキ 株式会社西村建設
令和元年度災害復旧　熊本５７号赤水地区道路
改良（その４）工事

熊本県

山田　正治 ヤマダ　マサハル 株式会社山﨑建設 令和元年度　牛津川河道整備（その１）工事 佐賀県

行友　哲夫 ユクトモ　テツオ
東亜建設工業株式会社
中国支店

平成31年度下関港海岸(山陽地区)護岸(改良)
工事(新川水門)

広島県

横濱　洋一 ヨコハマ　ヨウイチ 後藤建設株式会社 令和２年度大分川河道整備工事 大分県

脇山　祐司 ワキヤマ　ユウジ 笠原建設株式会社 令和２年度　嘉瀬川尼寺地区河道掘削工事 佐賀県



優秀建設現場従事者（７名）

氏    名 フリガナ 職 名 企　　業　　名 企業住所

岡田　正夫 オカダ　マサオ 大工 有限会社木村建設 宮崎県

川部　勝太郎 カワベ　ショウタロウ 土工 朝日工業株式会社 大分県

長松軒　和彦 チョウマツケン　カズヒコ 建設機械運転工 岡本土木株式会社 福岡県

西　孝尾 ニシ　タカオ 大工 三和建設株式会社 熊本県

福山　哲 フクヤマ　テツ 石工 株式会社石匠 鹿児島県

藤田　靖信 フジタ　ヤスノブ 橋梁特殊工 株式会社大誠工業建設 佐賀県

松木　喬 マツキ　タカシ 土工 五月産業株式会社 鹿児島県



若手優秀技術者（５２名）

氏        名 フリガナ 企　　業    名 表彰工事名 企業住所

荒川　良 アラカワ　リョウ 株式会社鷹羽建設 令和２年度今任原地区堤防補修外工事 福岡県

池田　祐真 イケダ　ユウマ 株式会社岡﨑組
令和元年度宮崎地区舗装修繕外（その３）工
事

宮崎県

伊藤　希絵 イトウ　キエ 唐津土建工業株式会社 佐国管内橋梁外補修工事 佐賀県

今村　直樹 イマムラ　ナオキ 株式会社加覧組 平成３１・３２年度川辺地区維持補修工事 鹿児島県

海老原　徹 エビハラ　トオル 坂口建設株式会社 亀沢地区堤防強化外工事 宮崎県

尾上　清文 オノウエ　キヨフミ 株式会社福岡建設 Ｒ２南川植柳新町地区高潮対策工事 熊本県

甲斐 祐真 カイ　ユウマ 株式会社安部組 別府地区外構造物補修工事 大分県

柿田　脩 カキタ　シュウ 𠮷原建設株式会社
令和元年度串間地区簡易パーキング整備外
工事

宮崎県

梶野　雄嗣 カジノ　ユウジ
前田道路株式会社九州
支店

長崎３４号新日見トンネル芒塚地区舗装工事 福岡県

春日　謙治 カスガ　ケンジ 日本地研株式会社 令和２年度　嘉瀬川ダム原石山法面対策工事 福岡県

川越　修司 カワゴエ　シュウジ 株式会社盛武組
令和２年度　五ケ瀬川水系河道環境整備外工
事

宮崎県

清田　隆治 キヨタ　リュウジ 株式会社熊野組 令和２年度菊池川下流地区維持管理工事 熊本県

國武 昭裕 クニタケ　アキヒロ 鎌田建設株式会社 大小路地区上流築堤護岸工事 鹿児島県

黒木　博人 クロギ　ヒロト 九州建設工業株式会社
東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区改良（１８
工区）工事

宮崎県

黒木　裕 クロギ　ユウ 八作建設株式会社 令和２年度　天下地区地盤改良外工事 宮崎県

小林　宣之 コバヤシ　ノブユキ 笠原建設株式会社 佐賀４９７号府招上地区２工区改良工事 佐賀県

坂梨　嘉信 サカナシ　ヨシノブ
建設サービス株式会社
福岡営業所

令和２年度　久留米地区道路維持修繕工事 福岡県

佐藤　文昭 サトウ　フミアキ
西村・中島経常建設共同
企業体

嘉瀬川東山田地区低水護岸外工事 佐賀県

末次　真備 スエツギ　マビ 牟田建設株式会社
令和２年度筑後川水系（諸富地区）河川維持
工事

佐賀県



若手優秀技術者（５２名）

氏        名 フリガナ 企　　業    名 表彰工事名 企業住所

妹尾　祐樹 セオ　ユウキ 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

鹿児島県

高木　一将 タカキ　カズマサ 利光建設工業株式会社 宮河内地区外河道掘削工事 大分県

竹内　光 タケウチ　ヒカル
五洋建設株式会社九州
支店

令和元年度名瀬港(立神地区)防波堤(沖)災害
復旧築造工事(第3次)

福岡県

立石　篤志 タテイシ　アツシ
ＭＭＢ・宮地・川田特定
建設工事共同企業体

福岡２０８号　筑後川橋上部工（Ｐ４－Ｐ８）工
事

福岡県

田村　浩之 タムラ　ヒロユキ 株式会社山村電設工業 三重合同庁舎（Ｒ１労働）機械改修その他工事 大分県

津田　伸基 ツダ　ノブキ
三井住友建設株式会社
九州支店

２０１９年度災害復旧　熊本５７号堀ヶ谷川橋
上部工工事

福岡県

堤　将太郎 ツツミ　ショウタロウ
フジタ道路株式会社九州
支店

令和２年度　国道２０１号舗装修繕工事 福岡県

鶴井　正吾 ツルイ　ショウゴ 中川建設株式会社
遠賀川目尾地区左岸（その２）掘削土砂改良
工事

福岡県

鶴添　裕哉 ツルゾエ ユウヤ 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

鹿児島県

鶴山　竜也 ツルヤマ　タツヤ 株式会社高野組 熊本３号袋地区２号函渠２期外工事 熊本県

豊田　剛士 トヨダ　ツヨシ 西部電気工業株式会社 令和２年度　矢部川外堤防監視設備設置工事 福岡県

中島　清貴 ナカシマ　キヨタカ 星野建設株式会社 令和２年度　雲仙管内砂防保全工事 長崎県

中村　亮 ナカムラ　アキラ 大起建設株式会社 長崎管内構造物補修外工事 長崎県

西冨　望 ニシトミ　ノゾミ 松山建設株式会社
令和元年度福岡空港南側拡張部河川付替外
工事

福岡県

野見山　寛之 ノミヤマ　ヒロユキ 松鶴建設株式会社
福岡３号春の町ランプ橋下部工（Ｐ５・Ｐ６）工
事

福岡県

林　祥之 ハヤシ　ヒロユキ 株式会社徳山建設 徳之島簡易裁判所（R2）建築改修その他工事 鹿児島県

林田　啓照 ハヤシダ　ヒロアキ
株式会社大島造船所九
州営業所

令和元年度　国道３号辺春橋側道橋上部工外
工事

福岡県

福田　孝浩 フクダ　タカヒロ 株式会社白海
令和2年度関門航路（大瀬戸～早鞆瀬戸地
区）航路（-14ｍ）浚渫工事（第3次）

福岡県

松下　仁哉 マツシタ　ジンヤ

大成・ＩＨＩインフラ・八方
地域維持型建設共同企
業体

熊本３２５号災害復旧　阿蘇大橋上下部工事 福岡県



若手優秀技術者（５２名）

氏        名 フリガナ 企　　業    名 表彰工事名 企業住所

松藤　祐太 マツフジ　ユウタ 株式会社宝栄工業 筑後川大角樋管改築工事 福岡県

松藤　隆起 マツフジ　リュウキ 株式会社廣瀬組 福岡２０８号　大川東ＩＣ改築外工事 福岡県

湊　正太郎 ミナト セイタロウ 株式会社杉本建設 緑川網津地区（2工区）築堤工事 熊本県

宮崎　清貴 ミヤザキ　キヨタカ 株式会社中島工務店 武雄地区外舗装修繕工事 佐賀県

宮﨑　大貴 ミヤザキ　ヒロタカ 丸昭建設株式会社 令和２年度球磨川管内掘削伐採外工事 熊本県

宮田　敬士 ミヤタ　タカシ
土井・江川地域維持型建
設共同企業体

令和元年度災害復旧　栃の木地区下部斜面
対策（その４）外工事

熊本県

矢崎　貴行 ヤザキ　タカユキ 株式会社荒木組 長崎５７号本村地区改良３期工事 長崎県

柳田　賢治 ヤナギダ　ケンジ 株式会社末宗組 令和元年度山本地区防護柵設置外工事 大分県

山口　竜也 ヤマグチ　タツヤ 株式会社有迫組 国道２２５号宇宿地区電線共同溝工事 鹿児島県

山口　朋宏 ヤマグチ　トモヒロ 株式会社大藪組
令和２年度　有明海沿岸国道管内維持修繕工
事

福岡県

吉田　寿 ヨシダ　ヒサシ 株式会社土井組 樅木川砂防堰堤補修他工事 熊本県

鷲東　洋一 ワシドウ　ヨウイチ 有限会社山之口建設 中福良橋架替取付道路工事 鹿児島県

渡邉　真一 ワタナベ　シンイチ 株式会社堀組土建 令和２年度宮田出張所管内維持工事 福岡県

渡邊　徹 ワタナベ　トオル 光進建設株式会社 九州中央道　西原地区改良１２期工事 熊本県



氏        名 フリガナ 企　　業    名 表彰業務名 企業住所

荒川　雅俊 アラカワ　マサトシ
株式会社水野建設コンサルタ
ント

令和元年度　熊本復興事務所　熊本地震
災害復旧検討業務

熊本県

井手野　宏明 イデノ　ヒロアキ 西日本技術開発株式会社
令和２年度　城原川ダム周辺施設検討業
務

福岡県

伊藤　喜弘 イトウ　ヨシヒロ
株式会社橋梁コンサルタント
西日本支社

令和元年度　大木川橋詳細設計業務 福岡県

伊福　雅実 イフク　マサミ 株式会社萩原技研
令和元年度国道２２６号北十町地区物件
調査等業務

鹿児島県

太田　晶一 オオタ　ショウイチ 株式会社長大福岡支社
令和元年度　伊万里松浦道路外橋梁詳細
設計業務

福岡県

緒方　秀行 オガタ　ヒデユキ
株式会社西部技建コンサルタ
ント

令和元年度　伊万里川橋詳細設計業務 宮崎県

奥津　奉斉 オクツ　トモナリ 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

福岡県

香月　寛之 カツキ　ヒロユキ
株式会社建設技術研究所九
州支社

令和元年度宮崎管内道路事業整備効果
検討業務

福岡県

勝俣　優 カツマタ　マサル 
中央復建コンサルタンツ株式
会社九州支社

令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-
13m)基本設計

福岡県

加登住　誠 カトズミ　マコト
八千代エンジニヤリング株式
会社九州支店

地質評価解析業務 福岡県

川上　睦夫 カワカミ　ムツオ
株式会社建設技術研究所九
州支社

令和元年度　ETC2.0データ活用検討・分
析業務

福岡県

北村　繁幸 キタムラ　シゲユキ 東洋技術株式会社
令和２年度中津維持管内外維持管理事業
測量設計業務

大分県

古賀 大陸 コガ ダイロク
株式会社エイト日本技術開発
九州支社

令和２年度国道２１０号川下改良トンネル
詳細設計外業務

福岡県

笹木　憲治 ササキ　ケンジ
エイコー・コンサルタンツ株式
会社

令和元・２年度　久留米維持管内橋梁点
検業務

福岡県

住本　英樹 スミモト　ヒデキ
パシフィックコンサルタンツ株
式会社九州支社

熊本河川国道事務所　熊本地震災害復旧
補助業務（その３）

福岡県

園田　昭二 ソノダ　ショウジ
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

宮崎県

髙野　和成 タカノ　カズナリ
パシフィックコンサルタンツ株
式会社九州支社

令和2年度下関港海岸（山陽地区）実施設
計（宮崎水門）

福岡県

竹中　正剛 タケナカ　セイゴウ 株式会社ＹＳアーキテクツ
八代法務総合庁舎（Ｒ２検察）改修設計業
務

福岡県

田中　智行 タナカ　トモユキ
中央コンサルタンツ株式会社
福岡支店

令和２年度　千歳橋補修設計修正外業務 福岡県

優秀技術者（業務部門）（３８名）



氏        名 フリガナ 企　　業    名 表彰業務名 企業住所

優秀技術者（業務部門）（３８名）

田中　秀昭 タナカ　ヒデアキ 株式会社福山コンサルタント
令和２年度　佐賀東部地区整備方針検討
業務

福岡県

谷本　一輝 タニモト　カズキ 
セントラルコンサルタント株式
会社九州支社

令和２年度　大川佐賀道路川副ＩＣ橋詳細
設計業務

福岡県

鶴田　芳昭 ツルタ　ヨシアキ

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

福岡県

遠山　貴之 トオヤマ　タカユキ
八千代エンジニヤリング株式
会社九州支店

令和２年度 本明川ダム環境調査検討業
務

福岡県

中濃　耕司 ナカノ　コウジ 東亜コンサルタント株式会社 中山川外砂防堰堤詳細設計業務 大分県

楢橋　健 ナラハシ　タケル 西日本コントラクト株式会社 令和２年度 長崎管内道路事業調査業務 福岡県

西原　　剛 ニシハラ　タケシ
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

宮崎県

日高　昌彦 ヒダカ　マサヒコ
株式会社旭総合コンサルタン
ト

令和２年度都城道路用地取得関係図書作
成等業務

宮崎県

町田　佳隆 マチダ　ヨシタカ
株式会社東京建設コンサルタ
ント九州支社

令和2年度川内川水系治水計画検討外業
務

福岡県

松下　正博 マツシタ　マサヒロ
株式会社東京建設コンサルタ
ント九州支社

令和元年度　六角川水系河川整備計画検
討業務

福岡県

松原　恭博 マツバラ　ヤスヒロ
協同エンジニアリング株式会
社

令和2年度大分港海岸(津留地区)基本設
計

大分県

松本　俊雄 マツモト　トシオ
株式会社九州地質コンサルタ
ント

令和２年度岩瀬ダム再生周辺地質調査
（その２）業務

福岡県

眞山　丈夫 マヤマ　タケオ 公益社団法人日本港湾協会 令和元年度みなとカメラ設置検討業務 東京都

宮原　仁 ミヤハラ　ヒトシ 株式会社セイコー
令和２年度　筑後川水系赤谷川流域砂防
設備地質調査業務

福岡県

向江　研一 ムカエ　ケンイチ
平和総合コンサルタント株式
会社

令和２年度牛津川池上地区（その６）用地
調査業務

福岡県

門司　雅道 モンジ　マサミチ 株式会社福山コンサルタント
令和元年度　福岡国道県南地域道路計画
検討業務

福岡県

山下　浩二 ヤマシタ　コウジ
基礎地盤コンサルタンツ株式
会社佐賀事務所

令和２年度　西九州自動車道法面崩壊検
討資料作成業務

佐賀県

吉川　和男 ヨシカワ　カズオ 株式会社パスコ長崎支店
令和２年度　雲仙岳溶岩ドーム観測調査
業務

長崎県

和藤　弘文 ワトウ　ヒロフミ
九州建設コンサルタント株式
会社

令和元年度大分川・大野川水閘門修繕計
画検討外業務

大分県



氏        名 フリガナ 企　　業    名 表彰業務名 企業住所

遠藤　健司 エンドウ　ケンジ
株式会社建設技術研究所九
州支社

令和２年度ＩＣＴ活用の普及拡大に関する
調査検討業務

福岡県

佐藤　睦美 サトウ　ムツミ
株式会社オリエンタルコンサ
ルタンツ九州支社

川内川高潮対策検討及び詳細設計等業
務

福岡県

篠塚　一正 シノヅカ　カズマサ
日鉄鉱コンサルタント株式会
社九州本社

彦山川中流部護岸詳細設計業務 福岡県

髙橋　厚彦 タカハシ　アツヒコ
中央コンサルタンツ株式会社
福岡支店

令和元年度北九州国道管内（山田高架橋
下り）補修設計外業務

福岡県

高橋　伸幸 タカハシ　ノブユキ 東洋技術株式会社
令和２年度筑後川河川事務所被災箇所測
量設計（その２）業務

大分県

田口　靖朋 タグチ　ヤストモ
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　今宿道路東―松国高架橋
（東工区）詳細設計業務

福岡県

土谷　安司 ツチヤ　ヤスシ
株式会社オリエンタルコンサ
ルタンツ九州支社

令和２年度　楠田川樋門設計外業務 福岡県

堤　博 ツツミ　ヒロシ
中央コンサルタンツ株式会社
福岡支店

令和２年度　福岡北部地区構造物詳細設
計外業務

福岡県

長川　翼 ナガカワ　ツバサ
株式会社綜合技術コンサルタ
ント九州支店

令和元年度　多久佐賀道路（１期）峰地区
外道路予備設計Ｂ業務

福岡県

長崎　秀之  ナガサキ　ヒデユキ
中日本航空株式会社福岡支
店

令和２年度　雲仙岳レーザー測量業務 福岡県

中村　龍介 ナカムラ　リュウスケ
株式会社水野建設コンサルタ
ント

令和２年度　緑川ダム堆砂測量外１件業
務

熊本県

西崎　聖史 ニシザキ　セイジ 日本工営株式会社福岡支店
令和２年度三光本耶馬溪道路地質調査業
務

福岡県

牧　恭子 マキ　キョウコ
応用地質株式会社九州事務
所

川内川下方地区地質調査業務 福岡県

松下　朋哉 マツシタ　トモヤ 日本工営株式会社福岡支店 令和２年度　佐田川河道設計業務 福岡県

安木　進也 ヤスギ　シンヤ 株式会社長大福岡支社 令和２年度　伊万里道路外環境調査業務 福岡県

大和　亮介 ヤマト　リョウスケ
セントラルコンサルタント株式
会社九州支社

大和地区電線共同溝詳細設計業務 福岡県

脇根　教真 ワキネ　ノリマサ
株式会社オリエンタルコンサ
ルタンツ九州支社

令和元年度芦北出水道路事業再評価等
資料作成業務

福岡県

若手優秀技術者（業務部門）（１７名）



優良施工業者（工事部門）（５０社（団体））

企　　業　　名 表彰工事名

株式会社ＩＨＩインフラ建設
九州支店

湯之尾堰ゲート設備修繕工事 〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂一丁目１１番３号

株式会社有迫組 国道２２５号宇宿地区電線共同溝工事 〒890-0034 鹿児島県鹿児島市田上８丁目２７番９号

株式会社植村組 令和元年・2年度　鶴田ダム堤体壁面補修工事 〒890-0008 鹿児島市伊敷五丁目9番8号

岡本土木株式会社 福岡２０８号　筑後川橋舗装（２工区）工事 〒802-0073 福岡県北九州市小倉北区貴船町９番１３号

岡本土木株式会社 令和元年度八幡管内横断歩道橋補修工事 〒802-0073 福岡県北九州市小倉北区貴船町９番１３号

笠原建設株式会社 令和２年度　嘉瀬川尼寺地区河道掘削工事 〒847-0832 佐賀県唐津市石志４４５９番地１

株式会社河建 令和元年度　瀬高地区橋梁補修工事 〒839-0215 福岡県みやま市高田町濃施６３４

関門港湾建設株式会社
令和2年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地区)
航路(-14m)浚渫工事

〒750-0017 山口県下関市細江新町３番５４号

木原建設株式会社 福岡２０８号　筑後川橋床版（Ｐ０６－Ｐ４）工事 〒839-0261 福岡県柳川市大和町皿垣開４６番地

建設サービス株式会社大
分営業所

平成３１・３２年度 大分管内道路清掃工事 〒870-1123 大分県大分市大字寒田字ダイ１０５７－２

興亜建設工業株式会社 九州中央道　杉木地区改良１２期工事 〒869-0103
熊本県玉名郡長洲町大字腹赤字堀越１５３０
番地１

こうかき建設株式会社 国道２２０号中磯地区防災２工区工事 〒890-0072 鹿児島県鹿児島市新栄町１９番３号

小西建設工業株式会社
令和２年度北九州国道管内交通安全施設整
備工事

〒807-0825
福岡県北九州市八幡西区折尾３丁目４番１５
号

株式会社木場組 令和２年度都城地区舗装修繕外(その2)工事 〒885-0073 宮崎県都城市姫城町25街区68号

五洋・ドーピー特定建設工
事共同企業体

平成30年度博多港（アイランドシティ地区）道路
（Ⅱ工区）橋梁上部工事

〒812-8614 福岡県福岡市博多区博多駅東２－７－２７

坂口建設株式会社 皇子川１第３砂防堰堤左岸工事 〒886-0213 宮崎県小林市野尻町三ヶ野山３２１４番地１

三交電気工事株式会社
令和元年度　新赤松トンネル照明設備設置工
事

〒811-1311 福岡県福岡市南区横手３丁目１４番１５号

ＪＲＣシステムサービス株式
会社九州支店

嘉瀬川大堰管理用制御処理設備設置工事 〒812-0024 福岡県福岡市博多区綱場町４番１号

株式会社志多組
東九州道（清武～北郷）芳ノ元地区改良（１５
工区）工事

〒880-8550 宮崎県宮崎市高千穂通１丁目４番３０号

清水・福田・松下地域維持
型建設共同企業体

熊本５７号災害復旧　二重峠トンネル（大津工
区）工事

〒810-8607 福岡県福岡市中央区渡辺通３－６－１１

株式会社上滝
長崎４９７号松浦７号橋下部工（Ｐ１０・Ａ２）工
事

〒850-0842 長崎県長崎市新地町５－１７

株式会社末宗組 令和元年度山本地区防護柵設置外工事 〒879-1135 大分県宇佐市大字和気1023番地

株式会社菅組
令和元年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)
上部工工事

〒872-1202 大分県豊後高田市香々地４０８９番地

住          所



優良施工業者（工事部門）（５０社（団体））

企　　業　　名 表彰工事名 住          所

西部電気工業株式会社
令和２年度福岡国道管内道路情報表示装置
設置工事

〒812-8565 福岡県福岡市博多区博多駅東３－７－１

株式会社瀬戸山組 松崎橋補修外工事 〒893-2601 鹿児島県肝属郡南大隅町佐多伊座敷3316

株式会社センコー企画 令和２年度大分川管内河川維持管理工事 〒870-0318 大分県大分市大字丹生１９３番地の６

大成・ＩＨＩインフラ・八方地
域維持型建設共同企業体

熊本３２５号災害復旧　阿蘇大橋上下部工事 〒812-8518 福岡県福岡市博多区住吉４丁目１番２７号

宅島建設株式会社 付替県道富川橋下部工工事 〒854-0513 長崎県雲仙市小浜町南本町７－２２

株式会社竹尾組 令和元年度　門川地区橋梁耐震補強工事 〒882-1621 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字岩戸６９２－イ

東亜建設工業株式会社中
国支店

平成31年度下関港海岸（山陽地区）護岸（改
良）工事（新川水門）

〒730-0032 広島県広島市中区立町2番23号

株式会社友岡建設 平成３１・３２年度　竹田地区維持補修工事 〒878-0011 大分県竹田市大字会々２８０８－５

株式会社中島工務店 武雄地区外舗装修繕工事 〒845-0022 佐賀県小城市三日月町久米２１１１番地８

株式会社中野建設 佐賀３号八坂橋下部工（上り線Ａ２）工事 〒840-8588 佐賀県佐賀市水ヶ江二丁目１１番２３号

株式会社中村緑地建設 令和元年度　Ｃ地区上下水道整備工事 〒811-1362 福岡県福岡市南区長住1丁目8番26号

株式会社名村造船所佐賀
営業所

国道３号別府地区横断歩道橋設置工事 〒849-0937 佐賀県佐賀市鍋島３丁目３番２０号

日東道路株式会社 令和２年度　福岡地区道路維持修繕工事 〒812-0014 福岡県福岡市博多区比恵町１－１８

日立造船株式会社九州支
社

令和２年度松原ダムコンジットゲート水密ゴム
取替他修繕工事

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２－１

株式会社廣瀬組 赤谷川流域災害改良復旧（５号）工事 〒830-0416 福岡県三潴郡大木町大字八町牟田２７４－２

外薗建設工業株式会社 大小路地区築堤護岸外工事 〒895-0067 鹿児島県薩摩川内市上川内町３２５５

株式会社星野組 長崎３４号杭出津橋下部工（Ａ２）外工事 〒850-0045 長崎県長崎市宝町４－３０

株式会社松浦組 遠賀川御徳地区河道掘削工事 〒822-0013 福岡県直方市溝掘１ー７ー４０

松尾建設株式会社 佐賀３号曽根崎地区３工区改築工事 〒840-8666 佐賀県佐賀市多布施一丁目４番２７号

松山建設株式会社 福岡２０２号　春吉橋下部工（A2)外工事 〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂２－２４－２３

三井住友建設株式会社九
州支店

東九州道（大崎～鹿屋）第一串良川橋上部工
工事

〒812-0036 福岡県福岡市博多区上呉服町１０番１号

株式会社南組 小石原川菅野橋下部工受託工事 〒838-0122 福岡県小郡市松崎１６６番地の１

宮原建設株式会社
水俣病情報センター（令１）建築改修その他工
事

〒868-0005 熊本県人吉市上青井町１４０



優良施工業者（工事部門）（５０社（団体））

企　　業　　名 表彰工事名 住          所

株式会社森建設
東九州道（大崎～鹿屋）内山地区（第３工区）
改良工事

〒893-0201 鹿児島県鹿屋市輝北町上百引３８４７番地２

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

〒889-0102 宮崎県延岡市北川町長井３９１４

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 〒882-0881 宮崎県延岡市三須町１１２３－３

りんかい日産建設株式会
社九州支店

令和2年度厳原港（厳原地区）防波堤撤去工事 〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1-13-10



優良施工業者（業務部門）（３９社（団体））

企　　業　　名 表彰業務名

株式会社旭総合コンサルタント
令和2年度国道220号境川地区外物件調査
等業務

〒885-0044 宮崎県都城市安久町６３３８番地５

いであ株式会社九州支店
大鶴湖河川水辺の国勢調査（底生動物・動
植物プランクトン）業務

〒812-0055 福岡県福岡市東区東浜一丁目５番１２号

株式会社エイト日本技術開発九州
支社

令和２年度国道２１０号川下改良トンネル詳
細設計外業務

〒812-0018
福岡県福岡市博多区住吉三丁目１番８０
号

扇精光コンサルタンツ株式会社
令和元年度赤谷川砂防（赤谷１４外）用地調
査等業務

〒851-0134 長崎県長崎市田中町５８５番地４

応用地質株式会社九州事務所 川内川下方地区地質調査業務 〒812-0018
福岡県福岡市博多区住吉３ー１ー８０　オ
ヌキ新博多ビル３階

株式会社オリエンタルコンサルタン
ツ九州支社

令和２年度　楠田川樋門設計外業務 〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前３－２－８
住友生命博多ビル

基礎地盤コンサルタンツ株式会社
佐賀事務所

令和２年度　西九州自動車道法面崩壊検討
資料作成業務

〒840-0851 佐賀県佐賀市天祐２丁目３番１１号

株式会社九州開発エンジニヤリン
グ

令和２年度熊本管内道路補償説明等（その
１）業務

〒862-0912 熊本県熊本市東区錦ヶ丘３３－１７

九州建設コンサルタント株式会社
令和元年度大分川・大野川水閘門修繕計画
検討外業務

〒870-0946 大分県大分市大字曲９３６番地１

協同エンジニアリング株式会社 令和2年度大分港海岸(津留地区)基本設計 〒870-0876 大分県大分市大字三芳１２３８番地の１

株式会社橋梁コンサルタント西日
本支社

令和元年度　大木川橋詳細設計業務 〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東１丁目９番
１１号

株式会社建設技術研究所九州支
社

令和元年度大淀川水系貯留施設計画検討
業務

〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2丁目4番12号

国際技術コンサルタント株式会社 令和２年度牛津川山崎地区外測量業務 〒849-0203
佐賀県佐賀市久保田町大字新田３７９７
番地３

サンコーコンサルタント株式会社九
州支社

令和元年度芦北出水道路測量設計業務 〒810-0802 福岡県福岡市博多区中洲中島町２番３号

三州技術コンサルタント株式会社
令和２年度吉尾地区外無電柱化調査設計業
務

〒890-0042 鹿児島県鹿児島市薬師１丁目６番７号

株式会社三洋コンサルタント 令和2年度水理特性検討調査 〒800-0031 福岡県北九州市門司区高田１－３－１

株式会社西部技建コンサルタント 令和元年度　伊万里川橋詳細設計業務 〒886-0004 宮崎県小林市細野４１５８番地

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

〒882-0062 宮崎県延岡市松山町１１７０番地１

太陽技術コンサルタント株式会社 令和２年度岩瀬ダム再生周辺測量外業務 〒882-0062 宮崎県延岡市松山町１１７０番地１

株式会社高崎総合コンサルタント
令和２年度宮崎海岸モニタリング深浅測量業
務

〒839-0809 福岡県久留米市東合川三丁目７番５号

中央コンサルタンツ株式会社福岡
支店

令和２年度　千歳橋補修設計修正外業務 〒812-0039 福岡県福岡市博多区冷泉町２番１号

中央復建コンサルタンツ株式会社
九州支社

令和2年度北九州港(響灘東地区)岸壁(-13m)
基本設計

〒812-0038
福岡県福岡市博多区祇園町４番６１号　
FORECAST博多祇園４階

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

〒810-0004
福岡県福岡市中央区渡辺通一丁目１番１
号

株式会社東京建設コンサルタント
九州支社

令和元年度　六角川水系河川整備計画検討
業務

〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南２丁目１２
番３号

東洋技術株式会社
令和２年度中津維持管内外維持管理事業測
量設計業務

〒870-0856 大分県大分市畑中２ー７－４２

住          所



優良施工業者（業務部門）（３９社（団体））

企　　業　　名 表彰業務名 住          所

永園設計株式会社 鹿児島船艇用品庫（R1）工事監理業務 〒892-0854 鹿児島市長田町１－１６　NSビル

西日本技術開発株式会社 令和２年度　城原川ダム周辺施設検討業務 〒810-0004
福岡県福岡市中央区渡辺通一丁目１番１
号

日本工営株式会社福岡支店
令和元年度日南・志布志道路（日南東郷～
油津）道路詳細設計外業務

〒812-0007
福岡県福岡市博多区東比恵１丁目２番１
２号

公益社団法人日本港湾協会 令和元年度みなとカメラ設置検討業務 〒107-0052
東京都港区赤坂3丁目3番5号 
住友生命山王ビル8階

パシフィックコンサルタンツ株式会
社九州支社

熊本河川国道事務所　熊本地震災害復旧補
助業務（その３）

〒812-0012
福岡県福岡市博多区博多駅中央街7番21
号（紙与博多中央ビル13階）

パシフィックコンサルタンツ株式会
社九州支社

令和2年度下関港海岸(山陽地区)実施設計
(宮崎水門)

〒812-0012
福岡県福岡市博多区博多駅中央街7番21
号（紙与博多中央ビル13階）

株式会社パスコ長崎支店
令和２年度　雲仙岳溶岩ドーム観測調査業
務

〒850-0032 長崎県長崎市興善町2-24

株式会社福山コンサルタント
令和元年度　福岡国道県南地域道路計画検
討業務

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東３－６－１
８

株式会社プレック研究所九州事務
所

令和２年度今後の整備・管理方向性検討外
業務

〒 810-0041
福岡県福岡市中央区大名２丁目４番１９
号

平和総合コンサルタント株式会社
令和２年度牛津川池上地区（その６）用地調
査業務

〒839-0862 福岡県久留米市野中町９１４番地

株式会社水野建設コンサルタント 令和２年度　緑川ダム堆砂測量外１件業務 〒862-0933 熊本県熊本市東区小峯２－６－２６

三井共同建設コンサルタント株式
会社九州支社

令和2年度大分空港滑走路改良実施設計外
1件

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目１４
番１号

八千代エンジニヤリング株式会社
九州支店

地質評価解析業務 〒810-0062 福岡県福岡市中央区荒戸二丁目１番５号

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

〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目12番
3号



ＩＣＴ工事優秀施工業者（２１社）

企　　業　　名 表彰工事名

株式会社荒木組 長崎５７号本村地区改良４期工事 〒854-0062 長崎県諫早市小船越町２－３

株式会社池間組
令和2年度苅田港(新松山地区)泊地(-
13m)外1件浚渫工事

〒808-0073 福岡県北九州市若松区赤島町９番１５号

諫山工業株式会社
九州横断道（嘉島～山都）餅田地区改良４
期工事

〒862-0959 熊本県熊本市中央区白山３丁目２番１５号

河津建設株式会社
大分212号三光本耶馬渓道路三光田口地
区第14工区改良工事

〒877-0036 大分県日田市三芳小渕町151番地

九州総合建設株式会社
令和2年度苅田港(南港地区)防波堤築造
工事(第2次)

〒808-0024
福岡県北九州市若松区浜町１丁目６番１８
号

株式会社髙喜工業 岩野川中流地区河道掘削工事 〒861-0541 熊本県山鹿市鍋田1774番地1

株式会社五幸建設 宮崎２１８号　高野北地区改良工事 〒883-0062 宮崎県日向市大字日知屋４７２６－１０

小牧建設株式会社 国道３号中川地区防災外工事 〒890-0065 鹿児島県鹿児島市郡元１丁目１番２号

株式会社白海
令和元年度苅田港(新松山地区)泊地(-
13m)浚渫工事(第3次)

〒808-0021 福岡県北九州市若松区響町３丁目１-３３

株式会社瀬口組
福岡２０８号　大野島地区改良（２工区）工
事

〒837-0917
福岡県大牟田市大字草木字北の前２９３
－１

株式会社大和建設 佐賀４９７号木須地区２工区改良工事 〒849-0919 佐賀県佐賀市兵庫北五丁目３番３５号

株式会社土井組 上の小屋川２砂防堰堤新設（２期）工事 〒869-4213 熊本県八代市鏡町有佐226番地

東亜建設工業株式会社九州支店
令和2年度北九州港(新門司地区)航路(-
10m)[暫定-8m]浚渫工事

〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目６番
１６号　西鉄博多駅前ビル11階

株式会社中野建設
令和２年度　松浦川上流掘削（その２）工
事

〒840-8588 佐賀県佐賀市水ヶ江二丁目１１番２３号

南生建設株式会社 鹿児島３号切通地区２工区改良工事 〒892-0848 鹿児島県鹿児島市平之町8-13

林建設株式会社 羽月川合流部掘削その１工事 〒890-0066 鹿児島県鹿児島市真砂町２－１１

株式会社廣瀬組 宮ノ陣地区外改良工事 〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田２７４
－２

株式会社不動テトラ九州支店
令和元年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港
道路橋脚P8下部工工事

〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前4-1-1
(日本生命博多駅前第二ビル)

株式会社堀組土建
遠賀川小竹地区左岸下流掘削土砂改良
工事

〒823-0003 福岡県宮若市本城1479

森部建設株式会社 赤谷川流域災害改良復旧（１０号）工事 〒838-1314 福岡県朝倉市長渕６１８

株式会社吉留組
東九州道（志布志～大崎）上苑上地区（第
２工区）外改良工事

〒893-1612 鹿児島県肝属郡東串良町池之原１２７１

住          所



働き方改革促進優秀施工業者（２１社）

企　　業　　名 表彰工事名

株式会社ＩＨＩインフラ建設九州支店 耶馬渓ダム機械設備修繕工事 〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂１丁目１１番３号

上田工業株式会社 令和２年度　松山地区堤防整備外工事 〒882-0837 宮崎県延岡市古城町５－４６

株式会社尾上建設 九州中央道　中畑地区改良７期工事 〒861-3516 熊本県上益城郡山都町千滝２２２－１

笠原建設株式会社 佐賀４９７号府招上地区２工区改良工事 〒847-0832 佐賀県唐津市石志４４５９番地１

株式会社西海建設
長崎５７号下井牟田赤崎高架橋（Ｐ１１～Ｐ
１７）床版工外工事

〒850-0032 長崎県長崎市興善町２－８

松鶴建設株式会社 令和元年度　寺分高架橋外橋梁補修工事 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前１－５－１

瀬口舗道株式会社 福岡２０８号　筑後川橋舗装（１工区）工事 〒835-0022 福岡県みやま市瀬高町文廣１９４５－６２

株式会社中川組 下津原下流地区河道掘削工事 〒865-0007 熊本県玉名市河崎７９３－３

株式会社中野建設 早津江川早津江地区築堤外工事 〒840-8588 佐賀県佐賀市水ヶ江二丁目１１番２３号

西村・中島経常建設共同企業体 嘉瀬川東山田地区低水護岸外工事 〒840-2205
佐賀県佐賀市川副町大字南里１４８９番地
１

株式会社福岡建設 令和元・２年度萩原地区護岸工事 〒866-0895 熊本県八代市大村町３４８

福地建設株式会社 堂崎地区右岸掘削護岸その５工事 〒899-6507 鹿児島県霧島市牧園町宿窪田２５１６

藤木建設株式会社 下境地区中流掘削築堤工事 〒807-0083 福岡県北九州市八幡西区大平３-１６-１０

株式会社藤元建設 綾北川北俣地区法面補修外工事 〒880-1101
宮崎県東諸県郡国富町大字本庄４８４８番
地

外薗建設工業株式会社
平成３１年度国道２２６号瀬々串地区海岸
擁壁工事

〒895-0067 鹿児島県薩摩川内市上川内町３２５５

前田道路株式会社九州支店
令和２年度大分維持管内中部地区舗装補
修工事

〒812-0007
福岡県福岡市博多区東比恵４丁目２番１０
号

三和建設株式会社 ホンノコウ谷川砂防堰堤（１期）工事 〒868-0035 熊本県人吉市五日町26番地5

株式会社森工業 盤名木川砂防堰堤設置（２期）工事 〒869-2225 熊本県阿蘇市黒川1347番地

株式会社盛田組 番匠川中流掘削工事 〒876-0121 大分県佐伯市弥生大字小田１０８９番地２

山下建設株式会社
東九州道（志布志～大崎）次五地区外改
良工事

〒899-7305 鹿児島県曽於郡大崎町仮宿１７４１

株式会社吉川組 赤松谷川２号導流堤嵩上げ工事 〒855-0044 長崎県島原市中町803番地1

住          所



安全施工業者（２２社（団体））

企　　業　　名 表彰工事名

アスミオ．株式会社 福岡２０２号　周船寺橋下部工外工事 〒819-0038 福岡県福岡市西区大字羽根戸１５９－４

ANAI株式会社
平成３１・３２年度大分南地区道路維持補
修工事

〒879-7761 大分県大分市大字中戸次4463-1

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

〒882-0021 宮崎県延岡市無鹿町１－２２４８

株式会社岡﨑組
令和元年度宮崎地区舗装修繕外（その３）
工事

〒880-0916 宮崎県宮崎市大字恒久１８００番地１

小田開発工業株式会社 蕨野樋門新設及び築堤護岸工事 〒876-1105 大分県佐伯市大字海崎８４８番地１

株式会社加覧組 平成３１・３２年度川辺地区維持補修工事 〒897-0213 鹿児島県南九州市川辺町小野１１８４

株式会社坂下組 湯田地区河道整備工事 〒886-0004 宮崎県小林市細野３９１－１

株式会社下村建設 佐賀４９７号脇田地区函渠設置外工事 〒845-0022 佐賀県小城市三日月町久米１９４６番地

株式会社白海
令和2年度苅田港（新松山地区）泊地（-
13m）浚渫工事（第2次）

〒808-0021 福岡県北九州市若松区響町３丁目１-３３

たくみ経常建設共同企業体
福岡３号春の町ランプ橋下部工（Ａ１）外工
事

〒820-0021 福岡県飯塚市潤野1133番地6

土井・江川地域維持型建設共同企業体
令和元年度災害復旧　栃の木地区下部斜
面対策（その４）外工事

〒869-4213 熊本県八代市鏡町有佐２２６番地

株式会社土井組 熊本３号古城第２橋下部工（Ｐ２）工事 〒869-4213 熊本県八代市鏡町有佐226番地

株式会社土井組 令和２年度松浦川上流堤防等維持工事 〒849-3203 佐賀県唐津市相知町平山上甲１２０１番地

東亜建設工業株式会社九州支店
令和2年度大分港海岸（津留地区）護岸
（改良）工事

〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前１丁目６番
１６号

日本地研株式会社
令和2年度　嘉瀬川ダム原石山法面対策
工事

〒812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡５－２５－２５

株式会社堀内組 佐世保管内三浦地区舗装修繕外工事 〒858-0908 長崎県佐世保市光町１０９番地

株式会社三竹工業 令和元年度東桜島地区災害復旧工事 〒890-0008 鹿児島市伊敷六丁目12番32号

三和建設株式会社 四ツ江川砂防堰堤新設（２期）工事 〒868-0035 熊本県人吉市五日町２６－５

宮川建設株式会社
令和2年度博多港(アイランドシティ地区)岸
壁(-15m)(耐震)裏埋・裏込工事

〒810-0071　 福岡県福岡市中央区那の津３－１５－３

株式会社明興建設
令和元年度熊本港(夢咲島地区)防波堤
(南)堤体製作工事

〒860-0047 熊本県熊本市西区春日5丁目1-2

森永建設株式会社 筑後川江口地区築堤外工事 〒849-0201 佐賀県佐賀市久保田町大字徳万48番地1

株式会社熊阿建設工業 令和２年度　阿蘇管内舗装修繕外工事 〒869-2612 熊本県阿蘇市一の宮町宮地４５３０番地２

住          所



災害復旧等功労業者（１５７社）

企　　業　　名 表彰概要

株式会社アイ・デベロップ・コンサルタ
ンツ

災害防止活動等における貢献 〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南１丁目５番２
４号

青木建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒868-0408 熊本県球磨郡あさぎり町免田東1772

株式会社アクティオ九州支店 災害防止活動等における貢献 〒812-0036 福岡県福岡市博多区上呉服町１－８

朝日開発コンサルタンツ株式会社 災害防止活動等における貢献 〒892-0847 鹿児島県鹿児島市西千石町５番１号

朝日工業株式会社 災害防止活動等における貢献 〒870-0018 大分県大分市豊海４－３－１９

アジア航測株式会社南九州支店 災害防止活動等における貢献 〒862-0954 熊本県熊本市中央区神水２丁目７番１０号

味岡建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒868-0501
熊本県球磨郡多良木町大字多良木144番地
の1

ANAI株式会社 災害防止活動等における貢献 〒879-7761 大分県大分市大字中戸次４４６３－１

株式会社アバンス 災害防止活動等における貢献 〒862-0942 熊本県熊本市東区江津１丁目３番４８号

株式会社安部組 災害防止活動等における貢献 〒874-0926 大分県別府市京町４番１９号

株式会社有明測量開発社 災害防止活動等における貢献 〒861-4108 熊本県熊本市南区幸田２丁目７番１号

株式会社池田建設 災害防止活動等における貢献 〒891-2127 鹿児島県垂水市下宮町４３番地

株式会社石橋組 災害防止活動等における貢献 〒825-0002 福岡県田川市伊田99番地の4

いであ株式会社九州支店 災害防止活動等における貢献 〒812-0055 福岡県福岡市東区東浜１ー５ー１２

株式会社稲富組 災害防止活動等における貢献 〒839-1333 福岡県うきは市吉井町富永２０９５番地

株式会社井原組 災害防止活動等における貢献 〒879-4801 大分県玖珠郡九重町大字右田７１９－３

井樋建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒830-0049 福岡県久留米市大石町５０７番地の２

岩奥産業株式会社 災害防止活動等における貢献 〒869-4401 熊本県八代市泉町柿迫8155

梅林建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒870-0044 大分県大分市舞鶴町１－３－１８

株式会社江川組 災害防止活動等における貢献 〒869-4222 熊本県八代市鏡町両出1324-1

エスエスエンジニア株式会社 災害防止活動等における貢献 〒822-0007 福岡県直方市大字下境２１２３

江藤測量設計株式会社 災害防止活動等における貢献 〒820-0706 福岡県飯塚市内野３６３５ー１

応用地質株式会社九州事務所 災害防止活動等における貢献 〒812-0018
福岡県福岡市博多区住吉３ー１ー８０　オヌ
キ新博多ビル３階

大林道路株式会社九州支店 災害防止活動等における貢献 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２－１

株式会社オービット 災害防止活動等における貢献 〒812-0877 福岡県福岡市博多区元町１－７－１２

住          所



災害復旧等功労業者（１５７社）

企　　業　　名 表彰概要 住          所

株式会社大藪組 災害防止活動等における貢献 〒833-0005 福岡県筑後市長浜２０４３番地の１

大淀開発株式会社 災害防止活動等における貢献 〒885-0042 宮崎県都城市上長飯町５４２７番地１

株式会社オリエンタルコンサルタンツ
九州支社

災害防止活動等における貢献 〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目2番8
号

一般社団法人海洋調査協会九州支
部

災害防止活動等における貢献 〒810-0072
福岡県福岡市中央区長浜1-3-4綾杉ビル北
天神 3F

河津建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒877-0036 大分県日田市三芳小渕町１５１番地

株式会社川浪組 災害防止活動等における貢献 〒877-0078 大分県日田市大字友田3725番地

株式会社川浪組 災害防止活動等における貢献 〒877-0078 大分県日田市大字友田3725番地

株式会社環境開発 災害防止活動等における貢献 〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚６－６－３６

株式会社環境施設 災害防止活動等における貢献 〒819-0001 福岡県福岡市西区小戸３－５０－２０

株式会社技建日本 災害防止活動等における貢献 〒868-0201 熊本県球磨郡五木村甲1046-9

基礎地盤コンサルタンツ株式会社大
分事務所

災害防止活動等における貢献 〒870-0033 大分県大分市千代町１－２－３５

木原建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒839-0261 福岡県柳川市大和町皿垣開４６番地

木原建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒839-0261 福岡県柳川市大和町皿垣開４６番地

株式会社木村建設運輸 災害防止活動等における貢献 〒839-0801 福岡県久留米市宮ノ陣５－２１－２７

肝付土建株式会社 災害防止活動等における貢献 〒893-1103 鹿児島県鹿屋市吾平町麓３９９２－５

株式会社九州開発エンジニヤリング 災害防止活動等における貢献 〒862-0912 熊本県熊本市東区錦ケ丘３３番１７号

九州環境建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒830-0047 福岡県久留米市津福本町１６４９－５１

一般社団法人九州建設技術管理協
会

災害防止活動等における貢献 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１９－３

九州建設コンサルタント株式会社 災害防止活動等における貢献 〒870-0946 大分県大分市大字曲９３６－１

株式会社九州建設マネジメントセン
ター

災害防止活動等における貢献 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東２－５－１９

九州港湾空港建設協会連合会 災害防止活動等における貢献 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-9-1

株式会社九州測量開発 災害防止活動等における貢献 〒820-0084 福岡県飯塚市椿１３３ー１４

協同エンジニアリング株式会社 災害防止活動等における貢献 〒870-0876 大分県大分市大字三芳１２３８－１

株式会社協和計器 災害防止活動等における貢献 〒862-0925 熊本県熊本市東区保田窪本町13-1

株式会社協和製作所 災害防止活動等における貢献 〒849-0921 佐賀県佐賀市高木瀬西六丁目９番１号



災害復旧等功労業者（１５７社）

企　　業　　名 表彰概要 住          所

清本鉄工株式会社 災害防止活動等における貢献 〒889-0595 宮崎県延岡市土々呂町６ー１６３３

クボタ機工株式会社九州営業所 災害防止活動等における貢献 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8

株式会社熊本建設コンサルタント 災害防止活動等における貢献 〒862-0917 熊本県熊本市東区榎町１６番５２号

株式会社倉岡建設 災害防止活動等における貢献 〒893-1101 鹿児島県鹿屋市吾平町上名２１５０

株式会社黒瀬建設 災害防止活動等における貢献 〒807-0815 福岡県北九州市八幡西区本城東４－８－９

株式会社ケーネス九州支店 災害防止活動等における貢献 〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多南１丁目３番１１
号

株式会社建設技術研究所九州支社 災害防止活動等における貢献 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名２丁目４番１２号

建設サービス株式会社大分営業所 災害防止活動等における貢献 〒870-1123 大分県大分市大字寒田字ダイ１０５７－２

建設サービス株式会社佐賀営業所 災害防止活動等における貢献 〒843-0022 佐賀県武雄市武雄町大字武雄１７８５－５

株式会社興和測量設計 災害防止活動等における貢献 〒861-5501 熊本県熊本市北区改寄町２１４１－１

国際航業株式会社熊本営業所 災害防止活動等における貢献 〒860-0806 熊本県熊本市中央区花畑町１２番１号

国基建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒893-1602 鹿児島県鹿屋市串良町有里３１３０

株式会社コンサルハマダ 災害防止活動等における貢献 〒861-8034 熊本県熊本市東区八反田１丁目１番１５号

坂口建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒886-0213 宮崎県小林市野尻町三ヶ野山3214番地１

笹原建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒871-0026 大分県中津市大字高瀬１２３４

佐藤建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒893-0013 鹿児島県鹿屋市札元２丁目３７５３番地１６

株式会社佐藤産業 災害防止活動等における貢献 〒869-5563 熊本県葦北郡芦北町湯浦112-16

砂防エンジニアリング株式会社九州
支社

災害防止活動等における貢献 〒861-0831
熊本県熊本市中央区八王子町30-1　メイン
プレイス熊本南３F

柴田建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒870-1113 大分県大分市大字中判田１７１２番地の４

柴田建設工業株式会社 災害防止活動等における貢献 〒820-0011 福岡県飯塚市柏の森477－1

首都高技術株式会社 災害防止活動等における貢献 〒105-0001 東京都港区虎ノ門３－１０－１１

松鶴建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前１－５－１

株式会社白砂組 災害防止活動等における貢献 〒868-0093 熊本県球磨郡相良村川辺1599-1

新成建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒870-0855 大分県大分市豊饒２－１－６

株式会社菅組 災害防止活動等における貢献 〒872-1202 大分県豊後高田市香々地4089番地



災害復旧等功労業者（１５７社）

企　　業　　名 表彰概要 住          所

株式会社セイコー 災害防止活動等における貢献 〒830-0052 福岡県久留米市上津町１８７４番地

株式会社清電社 災害防止活動等における貢献 〒870-0905 大分県大分市向原西１丁目８番２９号

西部電設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒861-5525 熊本県熊本市北区徳王1-6-8

株式会社ゼクシオ 災害防止活動等における貢献 〒861-4202 熊本県熊本市南区城南町宮地1002-1

株式会社センコー企画 災害防止活動等における貢献 〒870-0318 大分県大分市大字丹生１９３番地の６

株式会社綜合技術コンサルタント九
州支店

災害防止活動等における貢献 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-9-3

第一復建株式会社 災害防止活動等における貢献 〒812-0006
福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１７番９
号

大政建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒862-0072 熊本県熊本市西区花園4丁目8番6号

大成ジオテック株式会社 災害防止活動等における貢献 〒830-0038 福岡県久留米市西町１１７４番地の１０

株式会社ダイヤコンサルタント九州
支社

災害防止活動等における貢献 〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代５丁目３番１９号

株式会社ダイヤコンサルタント九州
支社

災害防止活動等における貢献 〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代５丁目３番１９号

太陽開発株式会社 災害防止活動等における貢献 〒866-0032 熊本県八代市新開町3-11

株式会社高崎総合コンサルタント 災害防止活動等における貢献 〒839-0809 福岡県久留米市東合川三丁目７番５号

株式会社高野組 災害防止活動等における貢献 〒869-4202 熊本県八代市鏡町内田1501番地

株式会社髙橋建設 災害防止活動等における貢献 〒896-0502 熊本県宇城市松橋町松橋１０２８

株式会社田代組 災害防止活動等における貢献 〒895-0041 鹿児島県薩摩川内市隈之城町１８６５

谷川建設工業株式会社 災害防止活動等における貢献 〒876-0852 大分県佐伯市常盤南町８番３３

株式会社谷組 災害防止活動等における貢献 〒877-0032 大分県日田市大字日高３０４０

中央コンサルタンツ株式会社福岡支
店

災害防止活動等における貢献 〒812-0039 福岡県福岡市博多区冷泉町2番1号

株式会社長大福岡支社 災害防止活動等における貢献 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目1番1号

株式会社千代田コンサルタント九州
支店

災害防止活動等における貢献 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉2丁目2番1号

堤工業株式会社 災害防止活動等における貢献 〒832-0059 福岡県柳川市下宮永町６２０

株式会社ティーネットジャパン九州支
社

災害防止活動等における貢献 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－２７

株式会社テクノ 災害防止活動等における貢献 〒839-0809 福岡県久留米市東合川三丁目１番２１号

株式会社土井組 災害防止活動等における貢献 〒869-4213 熊本県八代市鏡町有佐２２６番地



災害復旧等功労業者（１５７社）

企　　業　　名 表彰概要 住          所

東亜コンサルタント株式会社 災害防止活動等における貢献 〒870-0150 大分県大分市東原１－２０－１７

東栄建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒889-0512 宮崎県延岡市新浜町１－８９３５－８３

株式会社東京建設コンサルタント九
州支社

災害防止活動等における貢献 〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南２丁目１２番
３号

東洋技術株式会社 災害防止活動等における貢献 〒870-0856 大分県大分市畑中２ー７－４２

株式会社時里組 災害防止活動等における貢献 〒830-0065 福岡県久留米市荒木町今２２２番地の１

利光建設工業株式会社 災害防止活動等における貢献 〒870-0919 大分県大分市新栄町８－１１

株式会社酉島製作所九州支店 災害防止活動等における貢献 〒810-0004
福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82（電気ビ
ル共創館７階）

ニシダテクノサービス株式会社 災害防止活動等における貢献 〒869-0416 熊本県宇土市松山町1974

西日本技術開発株式会社 災害防止活動等における貢献 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通１ー１ー１

西日本コンサルタント株式会社 災害防止活動等における貢献 〒870-0852 大分県大分市田中町１－１－８

西日本コントラクト株式会社 災害防止活動等における貢献 〒811-2413 福岡県糟屋郡篠栗町尾仲５１７－１

西日本測量設計株式会社 災害防止活動等における貢献 〒862-0918 熊本県熊本市東区花立５丁目５番８７号

西日本土木株式会社 災害防止活動等における貢献 〒879-0627 大分県豊後高田市新地１０７１

西村・中島経常建設共同企業体 災害防止活動等における貢献 〒840-2205 佐賀県佐賀市川副町大字南里１４８９－１

日米電子株式会社熊本営業所 災害防止活動等における貢献 〒860-0826 熊本県熊本市南区平田２－２１－１

日鉄鉱コンサルタント株式会社九州
本社

災害防止活動等における貢献 〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目６番２
３号

日鉄鉱コンサルタント株式会社九州
本社

災害防止活動等における貢献 〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目６番２
３号

日本鉄塔工業株式会社福岡営業所 災害防止活動等における貢献 〒810-0003 福岡県福岡市中央区春吉１－７－１１

日本鉄塔工業株式会社福岡営業所 災害防止活動等における貢献 〒810-0003 福岡県福岡市中央区春吉１－７－１１

一般社団法人日本埋立浚渫協会九
州支部

災害防止活動等における貢献 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-13-9

株式会社野添土木 災害防止活動等における貢献 〒891-1542 鹿児島県鹿児島市持木町４０番地

昇建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒861-5525 熊本県熊本市北区徳王1丁目1番46号

株式会社乗富鉄工所 災害防止活動等における貢献 〒832-0806 福岡県柳川市三橋町柳河９３４－４

株式会社パスコ熊本支店 災害防止活動等における貢献 〒862-0954 熊本県熊本市中央区神水１丁目２４番６号

株式会社原田土木 災害防止活動等における貢献 〒877-0077 大分県日田市大字友田１８３－３



災害復旧等功労業者（１５７社）

企　　業　　名 表彰概要 住          所

肥後建機工業株式会社 災害防止活動等における貢献 〒861-8035 熊本県熊本市東区御領５－１１－３３

株式会社平松建設 災害防止活動等における貢献 〒869-5302 熊本県葦北郡芦北町大字田浦735-1

株式会社廣瀬組 災害防止活動等における貢献 〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田２７４－
２

株式会社福岡建設 災害防止活動等における貢献 〒866-0895 熊本県八代市大村町３４８

株式会社フクケン 災害防止活動等における貢献 〒893-0055 鹿児島県鹿屋市野里町３５２９番地１

株式会社冨士設計 災害防止活動等における貢献 〒870-0942 大分県大分市大字羽田９３０－１

株式会社藤永組 災害防止活動等における貢献 〒866-0831 熊本県八代市萩原町1-11-6

株式会社ベイテック 災害防止活動等における貢献 〒830-0064 福岡県久留米市荒木町藤田１４２３－４０

株式会社平和建設 災害防止活動等における貢献 〒870-0304 大分県大分市大字久原７９６－１

前田道路株式会社九州支店 災害防止活動等における貢献 〒812-0007
福岡県福岡市博多区東比恵４丁目２番１０
号

株式会社松下組 災害防止活動等における貢献 〒869-5563 熊本県葦北郡芦北町湯浦２４５－１

株式会社松中土建 災害防止活動等における貢献 〒866-0884 熊本県八代市松崎町429-2

株式会社水野建設コンサルタント 災害防止活動等における貢献 〒862-0933 熊本県熊本市東区小峯２丁目６番２６号

株式会社ミゾタ 災害防止活動等における貢献 〒840-8686 佐賀県佐賀市伊勢町15番1号

三井共同建設コンサルタント株式会
社九州支社

災害防止活動等における貢献 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１４－１

三和建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒868-0035 熊本県人吉市五日町26-5

株式会社宮崎建設 災害防止活動等における貢献 〒869-6115 熊本県八代市坂本町荒瀬6330

明大工業株式会社 災害防止活動等における貢献 〒874-0922 大分県別府市船小路町３－４３

株式会社盛田組 災害防止活動等における貢献 〒876-0121 大分県佐伯市弥生大字小田１０８９－２

森部建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒838-1314 福岡県朝倉市長渕６１８

八洲開発株式会社 災害防止活動等における貢献 〒862-0920 熊本県熊本市東区月出１丁目１番５２号

八代港湾工業株式会社 災害防止活動等における貢献 〒866-0033 熊本県八代市港町262-18

矢野建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒882-0104 宮崎県延岡市北方町角田丑１０５６

山一建設工業株式会社 災害防止活動等における貢献 〒839-0836 福岡県久留米市草野町吉木２５０５－１

山川建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒838-0131 福岡県小郡市平方２０８番地１



災害復旧等功労業者（１５７社）

企　　業　　名 表彰概要 住          所

ヤマグチ株式会社 災害防止活動等における貢献 〒899-6507 鹿児島県霧島市牧園町宿窪田１９６０

山佐産業株式会社 災害防止活動等における貢献 〒893-1206 鹿児島県肝属郡肝付町前田９７２

有限会社山之口建設 災害防止活動等における貢献 〒893-1205 鹿児島県肝属郡肝付町宮下１４１５番地

湯川建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒882-0034 宮崎県延岡市昭和町３－２０１４

株式会社吉留組 災害防止活動等における貢献 〒893-1612 鹿児島県肝属郡東串良町池之原１２７１

有限会社和田商会 災害防止活動等における貢献 〒869-6204 熊本県球磨郡球磨村神瀬甲４５８番地

株式会社渡辺組 災害防止活動等における貢献 〒890-0045 鹿児島県鹿児島市武２丁目４番１号



着色箇所は受賞者の動線となります。
撮影についてはご配慮をお願いします。

動線範囲図



令和３年度九州地方整備局

国土交通行政功労表彰式で取材される皆様へ

令和３年７月２０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年度の九州地方整備局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、式典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とされた者との濃厚接触がある方

・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。）。



【式典の実施内容及び留意点】

□九州地方整備局長から、壇上においてすべての皆様へ賞状をお渡しする予定ですが、

飛沫防止対策のため、受賞者の氏名等、賞状の読み上げはいたしません。

□受賞者は、壇上で賞状を受け取られた後、着席されずにご退場されます。受賞者の

通行の妨げとならないようご注意ください。

□九州地方整備局長の挨拶は式典終了後に、インターネットに公開予定です。
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