
記 者 発 表 資 料

資　料 表彰者名簿

その他 表彰式会場での取材及び撮影は可能。

ただし、会場内に撮影禁止範囲を設けています。（別紙「撮影禁止範囲図」参照）

問い合わせ先

　　　国土交通省九州地方整備局総務部人事課　課長補佐　鈴江
すずえ

　　（内線２２５２）

　　　国土交通省九州地方整備局総務部人事課　管理係長　有田
ありた

　　（内線２２６１）

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

　 別添のとおり、平成２８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。

平 成 ２ ８ 年 ７ 月 ２ １ 日

九 州 地 方 整 備 局



（別添）

平成２８年７月２１日

件名

　（ 概 要 ）

　    九州地方整備局では、国土交通行政の円滑な推進に功績のあった国土交通行政功労者
　 および団体に対し、下記のとおり表彰を行います。

●表 彰 者  （名簿は別紙）

① 道路モニター 　１名

② 地域協働の河川管理の推進への功労（個人） 　５名

③ 水門等操作員 １７名

④ 各種委員会における功労 　６名

⑤ 地域協働の河川管理の推進への功労（団体） １１団体

⑥ 道路環境の保全美化功労団体 ４団体

⑦ 優秀現場代理人・主任（監理）技術者 １３名

⑧ 優秀建設現場従事者 １０名

⑨ 若手優秀技術者 １０名

⑩ 優秀技術者（業務部門） １５名

⑪ 優良施工業者（工事、業務部門） ６６社（団体）

⑫ 安全施工業者 １９社（団体）

⑬ 　８社

●表彰式

日　　時 平成２８年７月２１日（木）　１０：４５～

場　　所 福岡市立南市民センター

福岡市南区塩原２－８－２

ＴＥＬ　０９２－５６１－２９８１

※　なお、天候等の状況により中止する場合があります。

「平成２８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



（別紙）

道路モニター（１名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

森永　茂 モリナガ　シゲル 永年にわたる道路モニター業務に精励 佐賀県

地域協働の河川管理の推進への功労【個人】（５名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

亀山　勉 カメヤマ　ツトム 五ヶ瀬川水系における地域協働の河川管理の推進における功労 宮崎県

山口　精志郎 ヤマグチ　セイシロウ 五ヶ瀬川水系における地域協働の河川管理の推進における功労 宮崎県

山口　美三雄 ヤマグチ　ミサオ 五ヶ瀬川水系における地域協働の河川管理の推進における功労 宮崎県

吉田　敏春 ヨシダ　トシハル 五ヶ瀬川水系における地域協働の河川管理の推進における功労 宮崎県

吉本　興市 ヨシモト　コウイチ 五ヶ瀬川水系における地域協働の河川管理の推進における功労 宮崎県

水門等操作員（１７名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

池上　征雄 イケガミ　イクオ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

池下　正行 イケシタ　マサユキ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

石加　昭司 イシカ　ショウジ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

伊藤　正彦 イトウ　マサヒコ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

岩本　史子 イワモト　フミコ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

梅野　祐生 ウメノ　スケオ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

神﨑　正成 コウザキ　マサナリ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

神﨑　美智子 コウザキ　ミチコ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

佐々木　良勲 ササキ　ヨシノリ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

佐藤　仁郎 サトウ　ジンロウ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

舌間　暉久男 シタマ　キクオ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

田中　信行 タナカ　ノブユキ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

田中　義幸 タナカ　ヨシユキ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

野見山　進 ノミヤマ　ススム 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

廣田　隆 ヒロタ　タカシ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

幸　晋司 ユキ　シンジ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

吉田　哲 ヨシダ　テツ 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（６名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

石原　進 イシハラ　ススム 事業評価監視委員会における功労 福岡県

泉　健子 イズミ　ケンコ 事業評価監視委員会における功労 鹿児島

小島　治幸 コジマ　ハルユキ 事業評価監視委員会における功労 福岡県

日野　伸一 ヒノ　シンイチ 事業評価監視委員会における功労 福岡県

溝上　章志 ミゾカミ　ショウシ 事業評価監視委員会における功労 熊本県

安河内　恵子 ヤスコウチ　ケイコ 事業評価監視委員会における功労 福岡県

地域協働の河川管理の推進への功労【団体】（１１団体）

団　体　名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

加勢川開発研究会 カセガワカイハツケン
キュウカイ

緑川水系における地域協働の河川管理の推進における功労 熊本県

笹尾川水辺の樂校運営協議会
ササオガワミズベノガッコウ
ウンエイキョウギカイ

遠賀川水系における地域協働の河川管理の推進における功労 福岡県

自然と暮らしを考える研究会
シゼントクラシヲカンガ
エルケンキュウカイ

松浦川水系における地域協働の河川管理の推進における功労 佐賀県

白川流域リバーネットワーク シラカワリュウイキリ
バーネットワーク

白川水系における地域協働の河川管理の推進における功労 熊本県

筑後川まるごと博物館運営委員会
チクゴガワマルゴトハクブツ
カンウンエイイインカイ

筑後川水系における地域協働の河川管理の推進における功労 福岡県

特定非営利活動法人天明水の会
トクテイヒエイリカツドウホ
ウジンテンメイミズノカイ

白川水系における地域協働の河川管理の推進における功労 熊本県

西原校区自治協議会 ニシバルコウクジチ
キョウギカイ

白川水系における地域協働の河川管理の推進における功労 熊本県

本明川オピニオン懇談会 ホンミョウガワオピニオ
ンコンダンカイ

本明川水系における地域協働の河川管理の推進における功労 長崎県

本明川をきれいにしゅう会 ホンミョウガワヲキレイ
ニシュウカイ

本明川水系における地域協働の河川管理の推進における功労 長崎県

NPO法人都城大淀川サミット エヌピーオーホウジンミヤコ
ノジョウオオヨドガワサミット

大淀川水系における地域協働の河川管理の推進における功労 宮崎県

矢部川をつなぐ会 ヤベガワヲツナグカイ 矢部川水系における地域協働の河川管理の推進における功労 福岡県

道路環境の保全美化功労団体（４団体）

団　体　名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

川原町老人クラブ カワハラマチロウジン
クラブ 国道２１０号の保全及び美化に協力 福岡県

久大生コン内環境美化委員会 キュウダイナマコンナイカン
キョウビカイインカイ 国道２１０号の保全及び美化に協力 福岡県

富土区 フトク 国道２２０号の保全及び美化に協力 宮崎県

道守大川ネットワーク ミチモリオオカワネット
ワーク 国道２０８号の保全及び美化に協力 福岡県



優秀現場代理人・主任（監理）技術者（１３名）

氏        名 フリガナ 会    社    名 表彰工事名 会社所在地

石橋　卓巳 イシバシ　タクミ 宅島建設（株）
長崎５７号下井牟田赤崎高架橋下部工（ＡＰ１）
外工事

長崎県

梅林　安治 ウメバヤシ　ヤスハル 松山建設（株） 平成２７年度行橋管内舗装修繕工事 福岡県

嬉野　哲哉 ウレシノ　テツヤ 牟田建設（株） 筑後川黒津地区築堤及び道路受託合併工事 佐賀県

太田　辰夫 オオタ　タツオ
りんかい日産建設（株）
九州支店

厳原港（厳原地区）岸壁(-5.5m)（改良）地盤改良
工事

福岡県

小原　康史 オハラ　ヤスフミ
あおみ建設（株）九州支
店

苅田港老朽化化学兵器無害化処理施設工事 福岡県

坂田　浩平 サカタ　コウヘイ 興亜建設工業（株） 熊本及び阿蘇管内舗装修繕工事 熊本県

塚本　秀典 ツカモト　ヒデノリ 井樋建設（株） 福岡２０８号　大川東ＩＣ改良外工事 福岡県

中山　勇樹 ナカヤマ　ユウキ （株）渡辺組 国道２２５号郡元地区舗装外工事 鹿児島県

延　和宏 ノブ　カズヒロ （株）高喜工業 合志川上流地区河道整備工事 熊本県

平川　智継 ヒラカワ　トモツグ 光進建設（株） 九州横断道（嘉島～山都）上野地区改築工事 熊本県

藤川　秀明 フジカワ　ヒデアキ （株）時里組 平成２７年度　道の駅うきは駐車場改良外工事 福岡県

村上　肇 ムラカミ　ツトム
（株）ガイアートT・K九州
支店

福岡空港誘導路(A6)改良工事 福岡県

谷田川　力 ヤタガワ　チカラ （株）不動テトラ九州支店
博多港(ｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ地区)航路・泊地(-15m)仮護
岸工事（第2次）

福岡県



優秀建設現場従事者（１０名）

氏    名 フリガナ 職 名 会 社 名
会社

所在地

井上　真治 イノウエ　シンジ 法面工 東興ジオテック（株） 福岡県

掛　和年 カケ　カズトシ 基礎工・本体工等 博多湾環境整備（株） 福岡県

河野　政一 カワノ　マサカズ とび･土工 （株）松森組 大分県

中竹　達也 ナカタケ　タツヤ 重機オペレータ (有)冨山産業 熊本県

野村　　誠 ノムラ　マコト 職長 （株）三共建設 鹿児島県

藤山　恭太 フジヤマ　キョウタ 職長 第一基礎開発（株） 福岡県

前田　宏之 マエダ　ヒロユキ 職長 米盛建設（株） 鹿児島県

増田　智浩 マスダ　トモヒロ 土工 （有）増田土木 熊本県

松元　規夫 マツモト　ノリオ 職長 （株）橋口組 鹿児島県

蓑田　浩亀 ミノダ　コウキ 職長 今建重機（株） 熊本県



若手優秀技術者（１０名）

氏        名 フリガナ 会    社    名 表彰工事名 会社所在地

稲村　真吾 イナムラ　シンゴ （株）江川組 熊本３号花岡地区舗装工事 熊本県

浦口　晃治 ウラグチ　コウジ 福地建設（株） 国道２２６号鈴橋外４橋耐震補強工事 鹿児島県

唐田　泰貴 カラタ　タイキ （株）上滝 長崎５７号　田尻高架橋床版工（Ｐ６－Ａ２）工事 長崎県

黒田　智広 クロダ　トモヒロ 木原建設（株） 矢部川上庄地区（上流）築堤工事 福岡県

重松　　篤 シゲマツ　アツシ （株）中野建設 佐賀３４号丁后川橋下部工外工事 佐賀県

竹尾　英樹 タケオ　ヒデキ （株）竹尾組 宮崎２１８号　深角地区改良工事 宮崎県

前潟　孝行 マエガタ　タカユキ
みらい建設工業（株）九
州支店

博多港（中央航路地区）航路(-12m)浚渫工事
（北12工区）

福岡県

溝部　健一 ミゾベ　ケンイチ 柴田建設（株） 賀来川河道掘削外工事 大分県

村上　義和 ムラカミ　ヨシカズ （株）安藤・間 長崎４９７号　調川トンネル２号新設工事 福岡県

山田　孝之 ヤマダ　タカユキ （株）上滝 長崎港(小ヶ倉柳地区)岸壁(-12m)(改良)工事 長崎県



氏        名 フリガナ 会    社    名 表彰業務名 会社所在地

有村　実弘 アリムラ　サネヒロ
（株）エスケイエンジニアリン
グ

平成２７年度福岡西維持管内橋梁予防措
置外点検業務

福岡県

石川　敦之 イシカワ　アツユキ （株）アンジェロセック 大川佐賀道路諸富高架橋予備設計業務 東京都

石田　　健 イシダ　ツヨシ （株）福山コンサルタント
平成２７年度大分管内道路交通特性調査
検討業務

福岡県

河合　政岐 カワイ　マサキ 日本工営（株）福岡支店 九州山地西部深層崩壊調査検討業務 福岡県

工藤　陽大 クドウ　キヨヒロ
（株）九州開発エンジニヤリン
グ

平成２７年度　緑川ダム管内測量設計業
務

熊本県

桑野　信治 クワノ　シンジ （株）長大福岡支社
国道３号熊本北バイパス葉山大橋（上り
線）詳細設計業務

福岡県

佐古　俊介 サコ　シュンスケ （一財）国土技術研究センター
平成２７年度　台風１５号における筑後川
堤防検討業務

東京都

志村　浩美 シムラ　ヒロヨシ
（一財）港湾空港総合技術セ
ンター

新門司沖施工検討業務 東京都

白石　芳樹 シライシ　ヨシキ
（株）建設技術研究所九州支
社

平成２６年度　矢部川・嘉瀬川河川事業計
画検討業務

福岡県

鶴田　芳昭 ツルタ ヨシアキ
（株）東京建設コンサルタント
九州支社

平成２７年度　緑川流域土砂動態調査検
討業務

福岡県

二宮　雄司 ニノミヤ　ユウジ
（株）綜合技術コンサルタント
九州支店

平成２７年度　佐伯管内道路休憩施設詳
細設計外測量設計業務

福岡県

日高　昌彦 ヒダカ　マサヒコ （株）旭総合コンサルタント
一級河川川内川宮内地区外事業損失事
後調査等業務

宮崎県

毛利　誠也 モウリ　セイヤ
（株）東京建設コンサルタント
九州支社

筑後川上流浸水想定区域図作成（危機管
理対応）検討業務

福岡県

門司　雅道 モンジ マサミチ （株）福山コンサルタント
平成２６年度　国道５７号熊本大津地区道
路予備設計業務

福岡県

横山　庸一 ヨコヤマ　ヨウイチ （株）長大福岡支社
平成２７年度長崎管内電線共同溝設計業
務

福岡県

優秀技術者（業務部門）（１５名）



優良施工業者（工事部門）（３２社）

業　者　名 表彰工事名

あおみ建設（株）九州支店 苅田港老朽化化学兵器無害化処理施設工事 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前１－４－４

（株）綾建設 平成２７年度　延岡管内河川維持工事 〒882-0033 宮崎県延岡市川原崎町１７４番地

井樋建設（株） 福岡２０８号　大川東ＩＣ改良外工事 〒830-0049 福岡県久留米市大石町５０７－２

大島建設（株） 門司港湾合同庁舎（２７）建築改修その他工事 〒 808-0073 福岡県北九州市若松区赤島町２－３１

大淀開発（株） 串間西方地区橋梁外関連工事 〒885-0042 宮崎県都城市上長飯町５４２７番地１

（株）ガイアートT・K九州支
店

福岡空港誘導路(A6)改良工事 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通３－６－１５

（株）上津建設 桜島赤水地区歩道整備外工事 〒899-4633 鹿児島県垂水市二川１０２２番地

建設サービス（株）長崎営
業所

平成２６・２７年度佐世保地区道路維持補修工
事

〒856-0801 長崎県大村市寿古町７５２－１

興亜建設工業（株） 熊本及び阿蘇管内舗装修繕工事 〒869-0103
熊本県玉名郡長洲町大字腹赤字堀越１５３０
－１

（株）高喜工業 合志川上流地区河道整備工事 〒861-0541 熊本県山鹿市鍋田１７７４－１

光進建設（株） 九州横断道(嘉島～山都）上野地区改築工事 〒861-8035 熊本県熊本市東区御領二丁目２８－１

（株）光林緑化
平成２６・２７年度鹿児島・阿久根維持管内道
路植栽維持工事

〒892-0813 鹿児島県鹿児島市城山二丁目１２－１９

（株）佐伯建設
大分５７号大野竹田道路朝地IC第５工区改良
外工事

〒870-8611 大分県大分市中島西３丁目５番１号

（株）三共建設 東九州道（大崎～鹿屋）永吉地区改良工事 〒893-2401 鹿児島県肝属郡錦江町田代麓３３５５番地１

タイセイ電機（株） 矢部川北浦排水機場発電設備外設置工事 〒 811-2128 福岡県糟屋郡宇美町宇美中央２－６－１

宅島建設（株）
長崎５７号下井牟田赤崎高架橋下部工（ＡＰ１）
外工事

〒854-0513 長崎県雲仙市小浜町南本町７番地２２

（株）田代組 大小路地区築堤護岸その他工事 〒895-0041 鹿児島県薩摩川内市隈之城町１８６５番地

（株）時里組
平成２７年度　道の駅うきは駐車場改良外工
事

〒830-0065 福岡県久留米市荒木町今２２２－１

富岡建設（株） 平成２６・２７年度日南地区道路維持補修工事 〒887-0033 宮崎県日南市大字平山２２９２番地４

（株）西村建設
平成２７年度　緑川ダム塵芥処理及び周辺維
持工事

〒861-4703 熊本県下益城郡美里町畝野２９００番地

日新工業（株）
鹿児島県警察機動隊（２７）潜水訓練槽機械設
備その他工事

〒890-0034 鹿児島県鹿児島市田上６－８－１１

日東道路（株） 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番１８号

日特建設（株）九州支店 宮崎管内道路防災工事 〒812-0027 福岡県福岡市博多区下川端町１番３号

住          所



優良施工業者（工事部門）（３２社）

業　者　名 表彰工事名 住          所

日本鉄塔工業（株）福岡営
業所

花月川夕田橋架替（上部工）受託合併工事 〒810-0003 福岡県福岡市中央区春吉１－７－１１

（株）橋口組 白川黒髪地区築堤護岸工事 〒862-0969 熊本県熊本市南区良町４丁目１０番９８号

光工業（株） 向田地区下流堤防補修工事 〒825-0002 福岡県田川市大字伊田１７１６の１

富士通ネットワークソリュー
ションズ（株）九州支店

鶴田ダム管理用制御処理設備設置工事 〒 812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２

（株）富士ピー・エス九州支
店

巨瀬川灰塚橋架替（上部工）受託合併工事 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目４番８号

（株）不動テトラ九州支店
博多港(ｱｲﾗﾝﾄﾞｼﾃｨ地区)航路・泊地(-15m)仮
護岸工事（第2次）

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前４－１－１

松山建設（株） 平成２７年度行橋管内舗装修繕工事 〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂２－２４－２３

牟田建設（株） 筑後川黒津地区築堤及び道路受託合併工事 〒842-0103 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲１７５６

りんかい日産建設（株）九
州支店

厳原港（厳原地区）岸壁(-5.5m)（改良）地盤改
良工事

〒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）（３４社（団体））

業　者　名 表彰業務名

（株）旭鑑定補償
平成２７年度三光本耶馬渓道路用地調査等
業務

〒810-0012
福岡県福岡市中央区白金２丁目１１番９
号

（株）アバンス 平成２７年度熊本管内地質調査業務 〒862-0942 熊本県熊本市東区江津１丁目３番４８号

（株）アンジェロセック 大川佐賀道路諸富高架橋予備設計業務 〒160-0023 東京都新宿区西新宿６－５－１

（株）エコー九州事務所 新門司沖水質等予測検討調査 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町１－１－１

（株）エスケイエンジニアリン
グ

平成２７年度福岡西維持管内橋梁予防措置
外点検業務

〒818-0072
福岡県筑紫野市二日市中央一丁目１番５
０号

応用地質（株）九州支社 平成２７年度　白川地質調査業務 〒811-1302 福岡県福岡市南区井尻２－２１－３６

基礎地盤コンサルタンツ（株）
九州支社

北九州港(西海岸地区)岸壁(-11m)(改良)土
質調査外1件

〒814-0022 福岡県福岡市早良区原２－１６－７

（株）九州開発エンジニヤリン
グ

平成２７年度　緑川ダム管内測量設計業務 〒862-0912 熊本県熊本市東区錦ヶ丘３３番１７号

九州建設コンサルタント（株） 大分川ダムモニタリング業務 〒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）
別府港湾・空港整備事務所管内港湾施設実
施設計

〒870-0876 大分県大分市大字三芳１２３８－１

（株）橋梁コンサルタント福岡
支社

平成２７年度　佐賀国道改築事業設計及び
測量業務

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東１丁目９番
１1号

（一財）港湾空港総合技術セン
ター

新門司沖施工検討業務 〒100-0013
東京都千代田区霞が関３－３－１　尚友
会館３Ｆ

国際航業（株）福岡支店 平成２７年度河口堰貯水池測量業務 〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６番
３号

（一財）国土技術研究センター
平成２７年度　台風１５号における筑後川堤
防検討業務

〒105-0001 東京都港区虎ノ門３丁目１２番１号

シルテーションによる埋没対策高度化
検討業務沿岸技術研究センター・いで
あ設計共同体

シルテーションによる埋没対策高度化検討業
務

〒105-0003 東京都港区西新橋１－１４－２

（株）新和コンサルタント
平成２６年度北方延岡道路事業損失事後調
査等業務

〒818-0131 福岡県太宰府市水城二丁目１８番３７号

（株）綜合技術コンサルタント
九州支店

平成２７年度　佐伯管内道路休憩施設詳細
設計外測量設計業務

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前１－９－３

大成ジオテック（株）
平成２７年度　筑後川上流域空中写真修正
図化業務

〒830-0038 福岡県久留米市西町１１７４－１０

大福コンサルタント（株） 鶴田ダム再開発付替道路実施設計業務 〒890-0068 鹿児島県鹿児島市東郡元町１７番１５号

大和コンサル（株）
平成２７年度　筑後川上流水文観測所保守
点検及び資料整理業務

〒830-0022 福岡県久留米市城南町２３番地の３

（株）長大福岡支社
国道３号熊本北バイパス葉山大橋（上り線）
詳細設計業務

〒810-0004
福岡県福岡市中央区渡辺通一丁目１番１
号

東亜建設技術（株） 平成２７年度本山地区外再算定等業務 〒819-0046 福岡県福岡市西区西の丘１丁目７番１号

（株）東京建設コンサルタント
九州支社

平成２７年度　緑川流域土砂動態調査検討
業務

〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南２－１２－
３

永園設計（株） 名瀬法務総合（２７検察）工事監理業務 〒892-0854 鹿児島県鹿児島市長田町１－１６

（株）中原総合鑑定所
平成２７年度南九州西回り自動車道用地調
査点検等技術業務

〒890-0063 
鹿児島県鹿児島市鴨池一丁目１２番１７
号

住          所



優良施工業者（業務部門）（３４社（団体））

業　者　名 表彰業務名 住          所

西日本コントラクト（株） 平成２７年度菊池川管内河川事業調査業務 〒811-2413 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲５１７－１

（株）日本空港コンサルタンツ
西日本支社

熊本空港用地造成実施設計 〒550-0002 
大阪府大阪市西区江戸掘２丁目１番１号
江戸掘センタービル

日本工営（株）福岡支店 九州山地西部深層崩壊調査検討業務 〒812-0007
福岡県福岡市博多区東比恵１丁目２番１
２号

（株）ニュージェック九州支店 平成２６年度　立野ダム本体実施設計業務 〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神二丁目８番３０
号

（株）萩原技研
平成２７年度東九州自動車道（細山田外）補
償説明等業務

〒892-0816 鹿児島県鹿児島市山下町１５番２７号

パシフィックコンサルタンツ
（株）九州支社

平成２７年度鹿児島国道管内交通事故対策
検討業務

〒812-0011 
福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－
２４

（株）福山コンサルタント
平成２６年度国道５７号熊本大津地区道路予
備設計業務

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目６番
１８号

平和総合コンサルタント（株）
平成２６年度隈上川下流地区外用地調査等
業務

〒839-0862 福岡県久留米市野中町９１４番地

（株）丸建技術
平成２７年度大隅管内道路管理関係測量設
計外業務

〒893-0031 鹿児島県鹿屋市川東町８０２１－４



安全施工業者（１９社（団体））

業　者　名 表彰工事名

（株）池田建設 合志川伊知坊地区河道掘削工事 〒861-5401 熊本県玉名市天水町小天７３７１

（株）江川組 宮園砂防えん堤工事用道路他工事 〒869-4222 熊本県八代市鏡町両出１３２４－１

木原建設（株） 矢部川上庄地区（上流）築堤工事 〒839-0261 福岡県柳川市大和町皿垣開４６番地

（株）佐藤産業 国道５７号阿蘇市坂梨地区防災外工事 〒869-5563 
熊本県芦北郡芦北町大字湯浦１１２番地１
６

（株）上滝
長崎５７号　田尻高架橋床版工（Ｐ６－Ａ２）
工事

〒850-0842 長崎県長崎市新地町５番１７号

（株）末宗組 湯山橋床版補修外工事 〒879-1135 大分県宇佐市大字和気１０２３

（株）菅組 付替林道古道地区（１工区）工事 〒872-1202 大分県豊後高田市香々地４０８９

瀬口舗道（株）
平成２６年度　大牟田駅前交差点改良外
工事

〒835-0022 福岡県みやま市瀬高町文廣１９４５－６２

たくみ（共） 福岡２０１号有安１号橋床版外工事 〒820-0021 福岡県飯塚市潤野１１３３番地６

田丸造園建設（株） 直方出張所管内維持工事 〒822-0003 福岡県直方市大字上頓野２６８１番地

（株）土井組 西鎌瀬地区築堤護岸受託合併工事 〒869-4213 熊本県八代市鏡町有佐２２６番地

永野建設（株）
東九州道（北郷～日南）大藤地区改良（３
工区）工事

〒889-2511 宮崎県日南市大字酒谷乙１０３２２

（株）西九州道路
平成２６・２７年度鳥栖管内道路維持補修
工事

〒849-0937 佐賀県佐賀市鍋島一丁目８番２号

（株）野添組 平成２６・２７年度垂水管内維持修繕工事 〒891-1543 鹿児島県鹿児島市東桜島町２４番地１

日立造船（株）九州支社 鶴田ダム上流仮締切設備工事 〒 812-0039 
福岡県福岡市博多区博多駅前３－２－１
日本生命博多駅前ビル7階

（株）前屋敷組
鹿児島県警察機動隊（２６）潜水訓練槽建
築工事

〒890-0072 鹿児島県鹿児島市新栄町１－１５

三ツ矢建設工業（株）
佐賀地域センター（２７）建築改修その他工
事

〒839-0841 福岡県久留米市御井旗崎４－４－１６

（株）盛武組 野田樋門改築工事 〒889-0102 宮崎県延岡市北川町長井３９１４

（株）渡辺組 国道２２５号郡元地区舗装外工事 〒890-0045 鹿児島県鹿児島市武二丁目４番１号

住          所



災害復旧等功労業者（８社）

業　者　名 表彰概要

アジア航測（株）福岡支店 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駅南３－３－２５

エスエスエンジニア（株） 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

（株）大藪組 災害防止活動等における貢献 〒833-0055 福岡県筑後市長浜２０４３番地の１

（株）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丁目２１番２７号

（株）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６丁目１０番１号

玉石重機（株） 災害防止活動等における貢献 〒815-0081 福岡県福岡市南区那の川１－１２－１２

中電技術コンサルタント（株）九
州営業所

災害防止活動等における貢献 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神１丁目１３－６

（株）西村土木建設 災害防止活動等における貢献 〒840-2106 佐賀県佐賀市諸富町大字山領３３２－１

住          所
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