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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　中山
なかやま

　　（内線２２５１）

　　　国土交通省九州地方整備局総務部　建設専門官　山下
やました

　　（内線２２５２）

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

令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ０ 日

九 州 地 方 整 備 局

　 別添のとおり、令和４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４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 地域協働の河川管理の推進における功労（個人） 　１４名

② 水門等の操作における功労者（個人） 　４９名

③ 各種委員会における功労（個人） 　　６名

④ 地域協働の河川管理の推進における功労（団体） 　　　４団体

⑤ 道路環境の保全美化功労団体 　　１７団体

⑥ 優秀現場代理人・主任（監理）技術者 　３０名

⑦ 優秀建設現場従事者 　　９名

⑧ 若手優秀技術者 　５２名

⑨ 優秀技術者（業務部門） 　３５名

⑩ 若手優秀技術者（業務部門） 　２０名

⑪ 優良施工業者（工事、業務部門） 　８８社（団体）

⑫ ＩＣＴ工事優秀施工業者 　２３社

⑬ 働き方改革促進優秀施工業者 　１９社

⑭ 安全施工業者 　２８社

⑮ 　７６社（団体）

●表彰式

　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①～⑤の方々につきましては、

今年度は担当部・事務所による感謝状の伝達とさせていただきます。

　⑥～⑮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。

日　　時 令和４年８月１０日（水）　１４：００～

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４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

令和４年８月３日修正



（別紙）

（五十音順、敬称略）

地域協働の河川管理の推進における功労【個人】（１４名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所

甲斐　春樹 カイ　ハルキ 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

河津　宅治 カワヅ　タクジ 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

河津　勇成 カワヅ　ユウセイ 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

木ノ下　勝矢 キノシタ　カツヤ 山国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

新町　浩 シンマチ　ヒロシ 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

髙倉　貴子 タカクラ　タカコ 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

飛松　國輝 トビマツ　クニテル 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

中島　重人 ナカシマ　シゲヒト 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 佐賀県

長野　熟 ナガノ　ミノル 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

楢原　実規男 ナラハラ　ミキオ 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 福岡県

一松　大喜 ヒトツマツ　ダイキ 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

牧原　敏一 マキハラ　トシカズ 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

松本　浩二 マツモト　コウジ 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

渡辺　辰己 ワタナベ　タツミ 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

水門等操作員（４９名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所

安部　光芳 アベ　ミツヨシ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

飯塚　茂政 イイヅカ　シゲマサ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

伊藤　修一 イトウ　シュウイチ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

岩田　昭雄 イワタ　アキオ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

内田　勝之 ウチダ　カツユキ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

岡部　精次 オカベ　セイジ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

小野　耕二 オノ　コウジ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

小野　武志 オノ　タケシ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

金子　廣利 カネコ　ヒロトシ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

河野　春彦 カワノ　ハルヒコ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

河野　吉弘 カワノ　ヨシヒロ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

河村　俊彦 カワムラ　トシヒコ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

河村　三博 カワムラ　ミツヒロ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県



水門等操作員（４９名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所

木原　剛 キハラ　ツヨシ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

釘宮　哲哉 クギミヤ　テツヤ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

兒玉　建志 コダマ　タテシ 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

後藤　照幸 ゴトウ　テルユキ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

後藤　礼次郎 ゴトウ　レイジロウ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

境　一紘 サカイ　カズヒロ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

佐々木　肇 ササキ　ハジメ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

貞光　純子 サダミツ　ジュンコ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

佐藤　友彦 サトウ　トモヒコ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

首藤　孝一 シュトウ　コウイチ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

髙村  伸哉 タカムラ　ノブヤ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

竹中　照明 タケナカ　テルアキ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

田崎　勝彦 タサキ　カツヒコ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

筒井　桂治 ツツイ　ケイジ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

鶴屋　安郎 ツルヤ　ヤスロウ 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

徳永　末吉 トクナガ　スエキチ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

得丸　浩二 トクマル　コウジ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

渡並　博昭 トナミ　ヒロアキ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

中村　省三 ナカムラ　ショウゾウ 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

永本　繁喜 ナガモト　シゲキ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

野見山　和己 ノミヤマ　カズミ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

原口　光 ハラグチ　ヒカル 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

原之園　幹雄 ハラノソノ　ミキオ 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

藤田　修 フジタ　オサム 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

本田　安明 ホンダ　ヤスアキ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

前田　靖則 マエダ　ヤスノリ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

眞壁　和幸 マカベ　カズユキ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

松尾　勝秀 マツオ　カツヒデ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

松尾　信明 マツオ　ノブアキ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

溝口　和美 ミゾグチ　カズミ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

宮平　加代 ミヤヒラ　カヨ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

山地　英樹 ヤマジ　ヒデキ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県



水門等操作員（４９名）

山下　俊章 ヤマシタ　トシアキ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

山下　満 ヤマシタ　ミツル 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

山村　四男 ヤマムラ　ヨツオ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

吉松　毅 ヨシマツ　コワシ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

各種委員会における功労【個人】（６名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所

浅野　敏之 アサノ　トシユキ 事業評価監視委員会における功労 兵庫県

柴戸　隆成 シバト　タカシゲ 事業評価監視委員会における功労 福岡県

勢一　智子 セイイチ　トモコ 事業評価監視委員会における功労 福岡県

園田　佳巨 ソノダ　ヨシミ 事業評価監視委員会における功労 福岡県

辰巳　浩 タツミ　ヒロシ 事業評価監視委員会における功労 福岡県

平田　暢 ヒラタ　トオル 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における功労【団体】（４団体）

団　体　名 フリガナ 功    績    概    要 住所

諫早手話サークル
イサハヤシュワサーク
ル

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

中元寺川子どもの水辺協議
会

チュウガンジガワコド
モノミズベキョウギカイ

遠賀川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 福岡県

特定非営利活動法人
ひっ翔べ！奥さつま探険隊

トクテイヒエイリカツドウ
ホウジン　ヒットベ　オク
サツマタンケンタイ

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

野田老人クラブ ノダロウジンクラブ 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 大分県

道路環境の保全美化功労団体（１７団体）

団　体　名 フリガナ 功    績    概    要 住所

稲佐地区会 イナサチクカイ 国道208号の保全及び美化に協力 熊本県

魚よし ウオヨシ 国道209号の保全及び美化に協力 福岡県

家庭倫理の会宇城 カテイリンリノカイウキ 国道3号の保全及び美化に協力 熊本県

株式会社森工業
カブシキガイシャ　モリ
コウギョウ 国道57号の保全及び美化に協力 熊本県

株式会社小林建設・小寿会 カブシキガイシャ　コバ
ヤシケンセツ・コジュカイ 国道210号の保全及び美化に協力 福岡県

株式会社高崎総合コンサル
タント

カブシキガイシャ　タカ
サキソウゴウコンサル
タント

国道210号の保全及び美化に協力 福岡県

株式会社吉屋
カブシキガイシャ　ヨシ
ヤ 国道209号の保全及び美化に協力 福岡県

九州電力送配電株式会社
大牟田配電事業所

キュウシュウデンリョク
ソウハイデンカブシキ
ガイシャ　オオムタハ
イデンジギョウショ

国道208号の保全及び美化に協力 福岡県



道路環境の保全美化功労団体（１７団体）

九州電力送配電株式会社
久留米配電事業所

キュウシュウデンリョク
ソウハイデンカブシキ
ガイシャ　クルメハイデ
ンジギョウショ

国道209号の保全及び美化に協力 福岡県

チサンイン熊本御幸笛田
チサンインクマモトミユ
キフエダ 国道57号の保全及び美化に協力 熊本県

特定非営利活動法人
ハートピアなんごう

トクテイヒエイリカツド
ウホウジン　ハートピ
アナンゴウ

国道220号の保全及び美化に協力 宮崎県

富岡建設株式会社
トミオカケンセツカブシ
キガイシャ 国道220号の保全及び美化に協力 宮崎県

「中九州横断道路」
早期完成を願う女性の会

ナカキュウシュウオウ
ダンドウロソウキカン
セイヲネガウジョセイノ
カイ

国道57号の保全及び美化に協力 大分県

町区会 マチクカイ 国道208号の保全及び美化に協力 熊本県

道守おおむたネットワーク
ミチモリオオムタネット
ワーク 国道208号の保全及び美化に協力 福岡県

八代ドライビングスクール職
員組合

ヤツシロドライビング
スク－ルショクインクミ
アイ

国道3号の保全及び美化に協力 熊本県

ゆうちょ銀行久留米店
ユウチョギンコウクル
メテン 国道209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（３０名）

氏        名 フリガナ 企　　業　　名 表彰工事名 企業住所

井上　元敬 イノウエ　モトタカ 森部建設株式会社
赤谷川流域災害改良復旧及び附帯市道川端橋
橋台設置外工事

福岡県

上田　和仁 ウエダ　カズヒト コーアツ工業株式会社 本明川ダム付替県道富川橋上部工工事 鹿児島県

宇都　和等 ウト　マサタカ
五洋・大本特定建設工事
共同企業体

令和３年度鹿児島港（谷山二区）係留施設築造
工事

福岡県

梅林　安治 ウメバヤシ　ヤスハル 松山建設株式会社 福岡１０号下曽根駅入口交差点外改良工事 福岡県

梅山　昌盛 ウメヤマ　マサモリ 三和建設株式会社 ホンノコウ谷川砂防堰堤（２期）外工事 熊本県

甲斐　泰彦 カイ　ヤスヒコ 都北産業株式会社 小丸川宮越排水機場場内整備外工事 宮崎県

北﨑　祐一 キタザキ　ユウイチ 青木建設株式会社 芋川外災害復旧工事 熊本県

楠元　潤二 クスモト　ジュンジ 株式会社西海建設 長崎４９７号松浦４号橋下部工Ｐ１４工事 長崎県

楠元　太 クスモト　フトシ 株式会社杉本建設 緑川海路口地区（３工区）築堤工事 熊本県

工藤　巌 クドウ　イワオ 小田開発工業株式会社 令和２年度　宮原地区歩道整備工事 大分県

工藤　安幸 クドウヤスユキ 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（２０工
区）外工事

宮崎県

小松　伸一郎 コマツ　シンイチロウ 株式会社安部工務店 令和２年度岩崎地区矢板護岸補修工事 福岡県

坂井　一彦 サカイ　カズヒコ
若築・吉田特定建設工事
共同企業体

令和２年度鹿児島港（中央港区）岸壁築造工事
（第2次）

福岡県

下田　誠 シモダ　マコト 岡本建設株式会社 令和２年度　嘉瀬川荻野地区堤防補強外工事 佐賀県

杉田　利男 スギタ　トシオ
前田建設工業株式会社
九州支店

若松港湾合同庁舎（Ｒ３）建築改修工事 福岡県

鈴木　啓太 スズキ　ケイタ
株式会社ピーエス三菱九
州支店

令和２年度伊万里港（七ツ島地区）道路（橋梁上
部工）工事

福岡県

田熊　大作 タクマ　ダイサク 尾花建設株式会社 福岡２０８号　筑後川橋構台撤去外工事 福岡県

塚﨑　大輔 ツカザキ　ダイスケ 笹原建設株式会社 令和３年度山国川管内掘削外工事 大分県

富田　鉄也 トミタ　テツヤ 株式会社岩永組 熊本３号　四方寄地区改良７期工事 熊本県



優秀現場代理人・主任（監理）技術者（３０名）

氏        名 フリガナ 企　　業　　名 表彰工事名 企業住所

馬場  啓吾 ババ　ケイゴ 富岡建設株式会社
宮崎１０号都城道路２工区志比田地区第２号函
渠設置工事

宮崎県

林田　陽一 ハヤシダ　ヨウイチ 株式会社堤組 令和３年度　吉田地区舗装修繕外工事 福岡県

深川　浩史 フカガワ　ヒロシ 龍南建設株式会社
日南・志布志道路日南油津大橋下部工（Ａ１）外
工事

宮崎県

松永　篤喜 マツナガ　アツキ 江上建設株式会社 赤谷川流域災害改良復旧（１５号）工事 福岡県

丸野　榮市 マルノ　エイイチ
杉本・藤本地域維持型建
設共同企業体

令和２年度災害復旧　村道戸下大橋上下部工
復旧外工事

熊本県

三月田　仁 ミツキダ　ジン 丸福建設株式会社 持木川砂防施設改築外工事 鹿児島県

宮地　正人 ミヤチ　マサト 黒木建設株式会社 佐賀国道伊万里唐津地区保全工事 佐賀県

山口　直人 ヤマグチ　ナオト 株式会社土井組 坂本橋旧橋撤去工事 熊本県

山田　健二 ヤマダ　ケンジ 上田工業株式会社 令和２年度　五ヶ瀬川天下地区地盤改良工事 宮崎県

山元　建治 ヤマモト　ケンジ  原建設株式会社 宮崎１０号吉尾地区改良外工事 宮崎県

結城　圭二 ユウキ　ケイジ 株式会社西九州道路 令和２・３年度鳥栖管内道路維持補修工事 佐賀県



優秀建設現場従事者（９名）

氏    名 フリガナ 職 名 企　　業　　名 企業住所

井村　寿朗 イムラ　トシロウ 橋梁特殊工 梶原実業株式会社 長崎県

小川　智史 オガワ　サトシ 舗装工  株式会社　小川工業 大分県

鬼塚脇　健 オニツカワキ　ケン 建設機械運転工 株式会社倉岡建設 鹿児島県

川辺　彦太郎 カワナベ　ヒコタロウ 石工 株式会社技建日本 熊本県

木山　宗一 キヤマ　ソウイチ 土工 株式会社熊野組 熊本県

熊本　勝 クマモト　マサル 舗装工 富岡建設株式会社 宮崎県

児玉　昌孝 コダマ　マサタカ 土工 株式会社下野建設 鹿児島県

田中　大介 タナカ　ダイスケ 建設機械運転工 尾花建設株式会社 福岡県

長友　勝行 ナガトモ　カツユキ 解体工 有限会社日向栄進産業 宮崎県



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

池田　雄太 イケダ　ユウタ 株式会社峰組
令和元・２年度　山本河原３号排水樋管改築工
事

佐賀県

池田　裕太 イケダ　ユウタ 株式会社池田建設 熊本５７号上網田地区改良４期工事 熊本県

石田　公利 イシダ　キミトシ
あおみ建設株式会社九
州支店

令和2年度下関港(新港地区)岸壁(-12m)築造
工事

福岡県

井上　拓哉 イノウエ　タクヤ 株式会社名村造船所
赤谷川災害改良復旧附帯市道鶴園橋他２件
上部工工事

佐賀県

猪口　達也 イノグチ　タツヤ
東亜建設工業株式会社
中国支店

令和3年度下関港海岸(山陽地区)護岸(改良)
外2件工事(20・21工区)

広島県

上田　健晴 ウエダ　ケンセイ 株式会社土井組 川辺川管内砂防保全（その１）工事 熊本県

江川　展弘 エガワ　ノブヒロ 株式会社下村建設 三間坂地区道路防災対策工事 佐賀県

緒方　英隆 オガタ ヒデタカ 株式会社緒方組 大淀川志比田地区護岸災害復旧工事 宮崎県

岡野　亮 オカノ　リョウ 株式会社光林緑化
令和２・３年度加治木・指宿維持管内道路植栽
維持工事

鹿児島県

梶岡　道生 カジオカ　ミチオ
株式会社ＩＨＩインフラシス
テム

佐賀２０８号　諸富高架橋上部工（下り線Ｐ１２
―Ａ２）工事

大阪府

金丸　裕介 カネマル ユウスケ 株式会社岡﨑組
日南・志布志道路益安地区橋梁下部工（Ａ２）
外工事

宮崎県

川上　浩輝 カワカミ　コウキ 株式会社中内土木 熊本５７号城塚地区改良８期工事 熊本県

川口　佳太 カワグチ　ケイタ 株式会社佐藤産業 町道川嶽線外応急復旧工事 熊本県

川西　裕也 カワニシ　ユウヤ 牟田建設株式会社 上峰地区舗装修繕工事 佐賀県

工藤　光弘 クドウ　ミツヒロ 株式会社竹尾組 宮崎２１８号　深角地区安全施設設置工事 宮崎県

熊谷　昌治 クマガイ　マサハル 松山建設株式会社 福岡２０２号　春吉橋下部工（Ａ１）外工事 福岡県

興梠　克 コウロギ　マサル
岩崎電気株式会社福岡
営業所

東九州道猪八重トンネル外非常用設備設置工
事

福岡県

小林　優佑 コバヤシ　ユウスケ 株式会社中野建設 佐賀２０８号　東与賀ＩＣ橋下部工（Ａ１）工事 佐賀県

小脇　佑介 コワキ　ユウスケ 国基建設株式会社 Ｒ３肝属川水系鹿屋地区樋管修繕掘削工事 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

首藤　優介 シュトウユウスケ 柴田建設株式会社 大分川賀来地区堤防補強（その１）工事 大分県

笑喜　信成 ショウキ　ノブナリ 山下建設株式会社 東九州道（大崎地区）改良外工事 鹿児島県

末次　優太 スエツグ　ユウタ 株式会社廣瀬組 令和３年度　みのこ橋橋側歩道橋補修外工事 福岡県

瀬戸口　大志 セトグチ　タイシ

熊本３号中尾山トンネル
新設工事熊谷・あおみ・
味岡特定建設工事共同
企業体

熊本３号　中尾山トンネル新設工事 福岡県

髙瀬　崇圭 タカセ　タカヨシ
株式会社タカセ・エンジニ
アリング

今津留樋管外機械設備更新工事 大分県

宝田　裕輔 タカラダ　ユウスケ 三桜電気工業株式会社
令和２年度　宮崎２１８号平底トンネル照明設
備設置工事

宮崎県

田本　哲也 タモト　テツヤ 株式会社川原建設 令和３年度山国川下唐原地区築堤護岸工事 大分県

堤　大 ツツミ　マサル 木原建設株式会社 矢部川小田地区（上流）災害復旧工事 福岡県

津葉木 恵介 ツバキケイスケ 株式会社平尾組 長崎管内北部地区防災外工事 長崎県

鶴田　博道 ツルダ　ヒロミチ 株式会社協和製作所 高柳堰２号制水ゲート外修繕工事 佐賀県

靏原　将也 ツルハラ　マサヤ 株式会社菅組
大分２１２号三光本耶馬渓道路上ツル地区第２
工区改良工事

大分県

堂下　亮 ドノシタ　リョウ
緒方・髙野地域維持型建
設共同企業体

令和元年度災害復旧　栃の木地区改良工事 熊本県

中村　憲二 ナカムラ　ケンジ
建設サービス株式会社
北九州営業所

令和２・３年度行橋管内道路維持補修工事 福岡県

中村　智志 ナカムラ　サトシ 株式会社山本組 日南・志布志道路野首地区函渠工工事 鹿児島県

西村　健 ニシムラ　タケル 株式会社八方建設 九州中央道　城平地区改良３期工事 熊本県

野田　健悟 ノダ　ケンゴ 株式会社ミサト技建 令和２・３年度　吉田川橋耐震補強外工事 熊本県

半田　康生 ハンダ　ヤスオ 株式会社松永産業 令和３年度　佐賀河川管内維持工事 佐賀県

比嘉　葵 ヒガ　アオイ
株式会社日本ピーエス九
州支店

福岡３号野間高架橋上部工（Ｐ１ーＰ５）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

日吉　直久 ヒヨシ　ナオヒサ
株式会社日本ピーエス
九州支店

九州中央道　上多良原外跨道橋上部工工事 福岡県

福山　将弘 フクヤマ　マサヒロ
峰・富士地域維持型建設
共同企業体

令和３年度六角川上流堤防等維持工事 佐賀県

堀江　奨吾 ホリエ　ショウゴ 株式会社関野建設 遠賀川光代地区右岸護岸災害復旧工事 福岡県

松高　基樹 マツタカ　モトキ 岡本土木株式会社
福岡３号黒崎西ランプ橋下部工（ＲＰ１）基礎工
事

福岡県

松原　淳平 マツバラ　ジュンペイ 株式会社松原土木 彦山川下境地区右岸上流掘削築堤外工事 福岡県

的場　祐樹 マトバ　ユウキ 株式会社宇都組 令和２年度鹿児島維持管内防災外工事 鹿児島県

三笠　拓也 ミカサ　タクヤ 株式会社昭和組 令和２年度赤谷川右支渓１４砂防堰堤工事 福岡県

水田　甚八 ミズタジンパチ
建設サービス株式会社
長崎営業所

令和２・３年度大村地区道路維持補修工事 長崎県

光永　有佑 ミツナガ　ユウスケ 太陽開発株式会社 令和3年度八代港災害復旧工事(第2次) 熊本県

村田　克宏 ムラタ　カツヒロ 株式会社藤本建設工業 東下田川２砂防堰堤新設（３期）工事 熊本県

森　翔太 モリ　ショウタ
株式会社富士ピー・エス
九州支店

国道３号　千歳橋補修工事 福岡県

山本　匠子 ヤマモト　ショウコ 小田開発工業株式会社 久留須川下流掘削（その１）工事 大分県

山本　亮一 ヤマモト　リョウイチ 田中建設株式会社 中津江地区災害復旧工事 大分県

横山　弘樹 ヨコヤマ　ヒロキ 森永建設株式会社
令和２年度　六角川水系堤防補強（その２）工
事

佐賀県

吉居　滉平 ヨシイコウヘイ 株式会社上滝
長崎４９７号江迎５号橋下部工（Ａ２）外改良工
事

長崎県



氏        名 フリガナ 企　　業    名 表彰業務名 企業住所

新家　拓史 アライエ　タクジ
株式会社ニュージェック九州
支店

ダム関連施設設計業務 福岡県

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２年度熊本管内交差点改良外測量設
計業務

熊本県

伊東　和彦 イトウ　カズヒコ
株式会社東京建設コンサルタ
ント九州支社

令和２年度　白川市街部築堤詳細設計及
び景観検討業務

福岡県

植　弘隆 ウエ　ヒロタカ
砂防エンジニアリング株式会
社九州支社

令和２年度阿蘇山土砂洪水氾濫対策計画
技術検討業務

熊本県

上野　裕次 ウエノ　ユウジ 株式会社オービット
大分２１２号本耶馬渓ＩＣ５号橋橋梁詳細設
計業務

福岡県

宇都　俊清 ウト　トシキヨ
株式会社九州開発エンジニヤ
リング

令和２年度牛津川池上地区（その２）物件
調査等業務

熊本県

江川　英樹 エガワ　ヒデキ
株式会社共同技術コンサルタ
ント

令和３年度宮崎管内砂防測量設計業務 宮崎県

大神　昭徳 オオガ　アキノリ
九州建設コンサルタント株式
会社

令和２年度国道２１０号日田地区測量設計
業務

大分県

鬼塚　大輔 オニヅカ　ダイスケ 日本工営株式会社福岡支店

令和２年度松浦佐々道路（佐々工区）道路
詳細設計業務
令和２年度　牛津川遊水地付替道路測量
設計業務

福岡県

加藤　玲 カトウ　アキラ
ジーアンドエスエンジニアリン
グ株式会社

令和２・３年度　国道４９７号西九州自動車
道橋梁点検外業務

福岡県

上家　仁 カミイエ　ジン
パシフィックコンサルタンツ株
式会社九州支社

令和３年度　福岡国道北部地区道路計画
検討外業務

福岡県

倉成　秀幸 クラナリ　ヒデユキ 株式会社福山コンサルタント
令和２年度みやこ地区道路計画検討外業
務

福岡県

後藤田　和由 ゴトウダ　カズヨシ
九州建設コンサルタント株式
会社

令和２年度大分川・大野川治水対策測量
設計業務

大分県

佐久間　資和 サクマ　モトカズ
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　九州中央道計画資料作成外
業務
令和３年度　九州中央自動車道計画検討
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２・３年度長崎管内橋梁点検業務 福岡県

篠田　良明 シノダ　ヨシアキ タナベ環境工学株式会社 令和２年度高江拡幅地質調査業務 大分県

高﨑　秀一 タカサキ　シュウイチ
株式会社東京建設コンサルタ
ント九州支社

令和３年度大淀川・小丸川河道計画調査
検討業務

福岡県

瀧口　佑司 タキグチ　ユウジ 株式会社福山コンサルタント
令和３年度　福岡国道管内道路計画検討
業務

福岡県

優秀技術者（業務部門）（３５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）（３５名）

竹内　義幸 タケウチ　ヨシユキ
株式会社建設技術研究所九
州支社

令和３年度建設技術開発調査活用業務 福岡県

竹下　昭典 タケシタ　アキノリ 株式会社久永コンサルタント
令和３年度川内川上流管内河川構造物測
量設計外業務

鹿児島県

竹村　太佐 タケムラ　ダイスケ
八千代エンジニヤリング株式
会社九州支店

令和２年度　五ヶ瀬高千穂道路８号橋橋梁
予備設計業務

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年度日南・志布志道路内堀２号橋詳
細設計業務

福岡県

徳田　充樹 トクダ　ミツキ 新地研工業株式会社 遠賀川柳橋地区外地質調査業務 福岡県

中山　尚 ナカヤマ　ヒサシ
株式会社建設環境研究所九
州支社

令和３年度球磨川河川流況及び環境検討
外業務

福岡県

西島　武 ニシジマ　タケシ
八千代エンジニヤリング株式
会社九州支店

Ｒ３球磨川河道掘削検討及び地質調査業
務

福岡県

福田　周吾 フクダ　シュウゴ
株式会社橋梁コンサルタント
西日本支社

令和２年度　東―松国高架橋（Ｐ１４―Ｐ１
７外）詳細設計業務

福岡県

福本　圭吾 フクモト　ケイゴ
三井共同建設コンサルタント
株式会社九州支社

Ｒ３肝属川水系シラス堤対策設計業務 福岡県

堀田　剛広 ホリタ　タカヒロ 西日本技術開発株式会社
令和３年度宮崎海岸モニタリング環境調
査・分析検討業務

福岡県

堀之内　毅 ホリノウチ　ツヨシ
パシフィックコンサルタンツ株
式会社九州支社

令和３年度　大分港海岸（津留地区）基本
設計

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２年度　五ヶ瀬川水系治水処理計画
検討業務

福岡県

毛利　誠也 モウリ　セイヤ
株式会社東京建設コンサルタ
ント九州支社

筑後川（杖立川）維持管理検討外業務 福岡県

八木　忠成 ヤギ　タダナリ 株式会社新和コンサルタント
令和２年度　竹田阿蘇道路（竹田地区その
２）用地調査等業務

福岡県

八尋　浩平 ヤヒロ　コウヘイ
株式会社東畑建築事務所九
州オフィス

名瀬第２合同庁舎（Ｒ１）外設計業務 福岡県

米村　正勝 ヨネムラ　マサカツ
株式会社水野建設コンサルタ
ント

令和２年度国道２１９号外災害復旧測量設
計（その１）業務

熊本県

綿谷　博之 ワタタニ　ヒロユキ
株式会社建設技術研究所九
州支社

令和２年度岩瀬ダム再生貯水池周辺地質
検討業務

福岡県



氏        名 フリガナ 企　　業    名 表彰業務名 企業住所

安達　浩平 アダチ　コウヘイ 日本工営株式会社福岡支店
令和２年度　五ヶ瀬高千穂道路５号トンネ
ル地質調査業務

福岡県

安藤　達也 アンドウ　タツヤ
株式会社建設技術研究所九
州支社

川内川水系水害リスクライン検討・構築そ
の外業務

福岡県

磯崎　勝吾 イソザキショウゴ
パシフィックコンサルタンツ株
式会社九州支社

令和３年度ＥＴＣ２．０データ活用・分析等
業務

福岡県

岩﨑　誠二 イワサキ　セイジ 中央開発株式会社九州支社
令和３年度苅田港（本港地区）岸壁（－１０
ｍ）土質調査（その２）

福岡県

筌瀬　明日香 ウケセ　アスカ
株式会社建設技術研究所九
州支社

令和３年度松浦川水系治水計画検討外業
務

福岡県

加藤　拓哉 カトウ　タクヤ
株式会社オリエンタルコンサ
ルタンツ九州支社

令和３年度　福岡国道管内交通結節点計
画検討業務

福岡県

齊藤　啓 サイトウ　ヒロシ 日本工営株式会社福岡支店

令和２年度河川構造物点検実習施設検討
業務
Ｒ３球磨川神瀬・一勝地地区測量及び掘
削・護岸詳細設計業務

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

菊池川水系樋管無動力化設計外（その１）
業務

福岡県

清水　亨一 シミズ　リョウイチ 西日本技術開発株式会社 令和２年度北九州国道管内改築設計業務 福岡県

辻　大樹 ツジ　ヒロキ 日本工営株式会社福岡支店
令和３年度大分管内交通安全対策検討業
務

福岡県

辻　裕之 ツジ　ヒロユキ
パシフィックコンサルタンツ株
式会社九州支社

令和３年度　熊本管内渋滞対策検討業務 福岡県

中倉　弘道 ナカクラ　ヒロミチ
株式会社ダイヤコンサルタン
ト九州支社

令和３年度三光本耶馬渓道路水文調査業
務

福岡県

原田　健彦 ハラダ　タケヒコ
株式会社オリエンタルコンサ
ルタンツ九州支社

令和２年度阿久根川内道路白沢津橋外橋
梁予備設計業務

福岡県

藤本　大志 フジモト　タイシ
株式会社九州開発エンジニヤ
リング

令和３年度阿蘇砂防管内測量設計業務 熊本県

松本　純一 マツモト　ジュンイチ 株式会社梓設計　九州支社 北九州空港（Ｒ１）格納庫他設計業務 福岡県

松本　大毅 マツモト　マサタカ
株式会社東京建設コンサルタ
ント九州支社

遠賀川水系河川整備計画検討業務
令和２年度肝属川水系水防災意識社会再
構築検討業務

福岡県

宮木　佑輔 ミヤキ　ユウスケ
八千代エンジニヤリング株式
会社九州支店

令和２年度鹿児島国道管内幹線道路ネッ
トワーク計画検討業務

福岡県

若手優秀技術者（業務部門）（２０名）



氏        名 フリガナ 企　　業    名 表彰業務名 企業住所

若手優秀技術者（業務部門）（２０名）

村上　佐知 ムラカミ　サチ
株式会社建設環境研究所九
州支社

令和３年度大分川かわまちづくり計画検討
業務

福岡県

村上　真章 ムラカミ　マサアキ 株式会社真和コンサルタント
令和３年度宮崎管内河川管理施設及び河
道状態調査業務

宮崎県

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３年度　佐賀国道管内事業評価資料
等作成業務

福岡県



優良施工業者（工事部門）（４８社（団体））

企　　業　　名 表彰工事名

青木建設株式会社 芋川外災害復旧工事 〒868-0408 熊本県球磨郡あさぎり町免田東１７７２

ＡＮＡＩ株式会社
令和３年度大野川上流管内河川維持管理工
事

〒879-7761 大分県大分市中戸次４４６３－１

株式会社安部工務店 令和２年度岩崎地区矢板護岸補修工事 〒807-1144
福岡県北九州市八幡西区真名子二丁目３番
３５号

株式会社池田建設 滑石地区築堤（その３）工事 〒861-5401 熊本県玉名市天水町小天７３７１

株式会社岩永組 熊本３号　四方寄地区改良７期工事 〒860-0812 熊本県熊本市中央区南熊本４－８－３２

上田工業株式会社
令和２年度　五ヶ瀬川天下地区地盤改良工
事

〒882-0837 宮崎県延岡市古城町五丁目４６番地

江上建設株式会社 赤谷川流域災害改良復旧（１５号）工事 〒831-0016 福岡県大川市大字酒見４７４－９

岡本建設株式会社
令和２年度　嘉瀬川荻野地区堤防補強外工
事

〒849-0314 佐賀県小城市芦刈町三王崎１１０番地

小田開発工業株式会社 令和２年度　宮原地区歩道整備工事 〒876-1105 大分県佐伯市大字海崎８４８－１

尾花建設株式会社 福岡２０８号　筑後川橋構台撤去外工事 〒839-0811 福岡県久留米市山川神代１－４－３

株式会社川北電工
東九州道（志布志～鹿屋串良）ＣＣＴＶ設備そ
の他設置工事

〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町４－７９

河津建設株式会社 令和３年度筑後川水系日田管内保全工事 〒877-0036 大分県日田市三芳小渕町１５１番地

株式会社川原建設 令和２年度中津維持管内防災工事 〒871-0434 大分県中津市耶馬溪町樋山路３８

川本建設工業株式会社
令和２年度水巻高架橋補修・補強（その１）工
事

〒807-0832 福岡県北九州市八幡西区東筑２－４－８

九錦設備工業株式会社 鹿屋合同庁舎（Ｒ２）機械改修その他工事 〒891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄２－７－１５

株式会社九南
令和２年度宮崎管内道路トンネル照明設備
設置工事

〒880-0912 宮崎県宮崎市大字赤江２

清本鉄工株式会社 宮崎１０号　財光寺横断歩道橋設置工事 〒889-0513 宮崎県延岡市土々呂町六丁目１６３３番地

黒木建設株式会社 佐賀国道伊万里唐津地区保全工事 〒848-0045 佐賀県伊万里市松島町１００－１

コーアツ工業株式会社 本明川ダム付替県道富川橋上部工工事 〒890-0008 鹿児島県鹿児島市伊敷５－１７－５

五洋・大本特定建設工事
共同企業体

令和３年度鹿児島港(谷山二区)係留施設築
造工事

〒812-8614 福岡県福岡市博多区博多駅東２－７－２７

笹原建設株式会社 令和３年度山国川管内掘削外工事 〒871-0026 大分県中津市大字高瀬１２３４

薩摩建設株式会社 湯田地区護岸補修工事 〒895-2201 鹿児島県薩摩郡さつま町求名２１８８

株式会社島津建設 国道２２５号新栄工区電線共同溝工事 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町９７００－１

住          所



優良施工業者（工事部門）（４８社（団体））

企　　業　　名 表彰工事名 住          所

杉本・藤本地域維持型建
設共同企業体

令和２年度災害復旧　村道戸下大橋上下部
工復旧外工事

〒869-2221 熊本県阿蘇市役犬原９８－３

西部道路株式会社
長崎５７号黒崎地区１工区国道付替改築工
事

〒857-0854 長崎県佐世保市福石町４－１９

株式会社大同工務店 長神田自歩道設置工事 〒841-0004 佐賀県鳥栖市神辺町１４１８－４

株式会社田村産業 宮崎２２０号伊比井地区改良工事 〒880-0946 宮崎県宮崎市福島町３－２－１

株式会社堤組 令和３年度　吉田地区舗装修繕外工事 〒839-0261 福岡県柳川市大和町皿垣開７

株式会社土井組 坂本橋旧橋撤去工事 〒869-4213 熊本県八代市鏡町有佐２２６番地

都北産業株式会社 小丸川宮越排水機場場内整備外工事 〒885-0005 宮崎県都城市神之山町４８６６－２

株式会社酉島製作所九州
支店

令和元・２・３年度中地江川ポンプ場主ポンプ
駆動設備更新工事

〒810-0004
福岡市中央区渡辺通2-1-82（電気ビル共創
館７階）

株式会社中山建設 熊本３号袋ＩＣ橋下部工外工事 〒866-0833 熊本県八代市夕葉町３－７

西田鉄工株式会社 筑後川江見手水門２号ゲート扉体更新工事 〒869-0494 熊本県宇土市松山町４５４１

日新興業株式会社 宮崎２１８号　平底地区舗装工事 〒882-0812 宮崎県延岡市本小路７４番地

株式会社ＮＩＰＰＯ九州支
店

東九州道（志布志～大崎）甚堀地区外舗装
工事

〒810-0074 福岡県福岡市中央区大手門２丁目１番３４号

株式会社野添土木 令和３年度桜島管内保全・維持修繕工事 〒891-1542 鹿児島県鹿児島市持木町４０

のぼる技建株式会社 令和３年度三池港土砂固化処理・運搬工事 〒836-0096 福岡県大牟田市萩尾町２丁目３４－１

株式会社葉隠緑化建設 令和２年度　Ｃ地区護岸改修工事 〒840-0862 佐賀県佐賀市嘉瀬町扇町２６１７－７

株式会社ピーエス三菱九
州支店

令和２年度伊万里港(七ツ島地区)道路(橋梁
上部工)工事

〒810-0072
福岡県福岡市中央区長浜二丁目４番１号（東
芝福岡ビル）

株式会社二渡建設 二渡地区堤防強化工事 〒895-1723 鹿児島県薩摩郡さつま町二渡４３６３

株式会社堀内組
長崎４９７号松浦４号橋下部工（Ｐ１１・Ｐ１２）
工事

〒858-0908 長崎県佐世保市光町１０９

前田建設工業株式会社九
州支店

若松港湾合同庁舎（Ｒ３）建築改修工事 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１４－１

松山建設株式会社 福岡２０２号　春吉橋下部工（Ａ１）外工事 〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂２－２４－２３

丸宮建設株式会社 令和３年度都城下流地区河川維持管理工事 〒885-0114 宮崎県都城市庄内町８０３１－２

森部建設株式会社
赤谷川流域災害改良復旧及び附帯市道川
端橋橋台設置外工事

〒838-1314 福岡県朝倉市長渕６１８

有限会社山之口建設 肝属川下伊倉地区堤防浸透対策工事 〒893-1205 鹿児島県肝属郡肝付町宮下１４１５番地



優良施工業者（工事部門）（４８社（団体））

企　　業　　名 表彰工事名 住          所

株式会社山本組 大淀川高岡地区掘削護岸（その１）工事 〒889-4412 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓６４３番地

若築・吉田特定建設工事
共同企業体

令和２年度鹿児島港(中央港区)岸壁築造工
事(第2次)

〒808-0024 福岡県北九州市若松区浜町１－４－７



優良施工業者（業務部門）（４０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年度日南防災用地取得関係図書作
成等業務

〒885-0044 宮崎県都城市安久町６３３８－５

アジア航測株式会社福岡支店 令和３年度公園施設台帳整備業務 〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前４丁目９
番２号

アジア航測株式会社長崎営業所
令和２年度　本明川水系航空写真図化及び
ＬＰ測量業務

〒850-0033 長崎県長崎市万才町6-35

株式会社梓設計　九州支社 北九州空港（Ｒ１）格納庫他設計業務 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通５－２３－８

いであ株式会社九州支店
令和２年度肝属川水系水辺現地調査（底生
動物）外業務

〒812-0055 福岡県福岡市東区東浜１丁目５番１２号

エコー・日本港湾コンサルタント設
計共同体

令和３年度志布志港防波堤耐津波性外検
討業務

〒110-0014 東京都台東区北上野二丁目6番4号

応用地質株式会社九州事務所 令和３年度　六角川水系地質解析業務 〒812-0018
福岡県福岡市博多区住吉３丁目１番８０
号　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

小丸川北山地区構造物設計業務
令和２年度　九州中央道計画資料作成外
業務
令和３年度　九州中央自動車道計画検討
外業務

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前３－２－８

株式会社九州開発エンジニヤリン
グ

令和３年度　津留流量観測その他業務 〒862-0912 熊本県熊本市東区錦ケ丘３３－１７

株式会社九州開発エンジニヤリン
グ

令和３年度球磨川水系流量観測外業務 〒862-0912 熊本県熊本市東区錦ケ丘３３－１７

株式会社九州開発エンジニヤリン
グ

令和２年度牛津川池上地区（その２）物件調
査等業務

〒862-0912 熊本県熊本市東区錦ケ丘３３－１７

九州建設コンサルタント株式会社
令和２年度国道２１０号日田地区測量設計
業務

〒870-0946 大分県大分市曲９３６－１

株式会社九州地質コンサルタント 本明川ダム河床部地質調査業務 〒812-0874 福岡県福岡市博多区光丘町２－３－２１

株式会社橋梁コンサルタント西日
本支社

令和２年度　東―松国高架橋（Ｐ１４―Ｐ１７
外）詳細設計業務

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東１－９－１
１

一般財団法人橋梁調査会
令和２・３年度九州管内橋梁診断（その１）
業務

〒112-0013 東京都文京区音羽２－１０－２

株式会社建設環境研究所九州支
社

令和３年度大分川かわまちづくり計画検討
業務

〒812-0023 福岡県福岡市博多区奈良屋町２－１

株式会社建設技術研究所九州支
社

令和２年度岩瀬ダム再生ダムサイト周辺地
質解析業務

〒810-0041 福岡市中央区大名２－４－１２

株式会社晃和コンサルタント
令和２年度宮崎管内道路改築測量設計業
務

〒880-0925 宮崎県宮崎市大字本郷北方３００９－１

砂防エンジニアリング株式会社九
州支社

令和２年度阿蘇山土砂洪水氾濫対策計画
技術検討業務

〒860-0831 熊本県熊本市中央区八王子町３０－１

株式会社三洋コンサルタント
令和３年度厳原港防波堤(北)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

ジーアンドエスエンジニアリング株
式会社

令和２・３年度　国道４９７号西九州自動車
道橋梁点検外業務

〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵３－２４－９

新地研工業株式会社 遠賀川柳橋地区外地質調査業務 〒812-0063
福岡県福岡市東区原田一丁目４２番４１
号

株式会社綜合技術コンサルタント
九州支店

令和２年度阿久根川内道路一丁田橋（下り
線）外１橋詳細設計業務

〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目９
番３号

住          所



優良施工業者（業務部門）（４０社（団体））

企　　業　　名 表彰業務名 住          所

株式会社大進 令和２年度深川地区外測量設計業務 〒890-0016 鹿児島県鹿児島市新照院町２１－７

株式会社大進
令和３年度川内川水系流量観測その外業
務

〒890-0016 鹿児島県鹿児島市新照院町２１－７

タナベ環境工学株式会社 令和２年度高江拡幅地質調査業務 〒870-1117 大分県大分市高江西１－４３２３－４

中央開発株式会社九州支社
令和３年度苅田港(本港地区)岸壁(-10m)土
質調査(その2)

〒814-0103 福岡県福岡市城南区鳥飼6丁目3番27号

中央コンサルタンツ株式会社福岡
支店

令和２年度日南・志布志道路内堀２号橋詳
細設計業務

〒812-0039 福岡県福岡市博多区冷泉町２番１号

東亜建設技術株式会社
令和３年度　竹田阿蘇道路（竹田地区その
１１）用地調査等業務

〒819-0046 福岡県福岡市西区西の丘１－７－１

株式会社東京建設コンサルタント
九州支社

筑後川（杖立川）維持管理検討外業務
令和２年度　五ヶ瀬川水系治水処理計画検
討業務
遠賀川水系河川整備計画検討業務
令和２年度　白川市街部築堤詳細設計及び
景観検討業務

〒812-0016
福岡県福岡県福岡市博多区博多駅南２
－１２－３

日本工営株式会社福岡支店

令和３年度防災情報の共有に関する検討
外業務
令和２年度　牛津川遊水地付替道路測量
設計業務

〒812-0007
福岡県福岡市博多区東比恵１丁目２番１
２号

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　長崎地域道路網調査計画外
業務
令和３年度　福岡国道北部地区道路計画
検討外業務

〒812-0012
福岡県福岡市博多区博多駅中央街7番
21号

パシフィックコンサルタンツ株式会
社九州支社

令和３年度大分港海岸(津留地区)基本設計 〒812-0012
福岡県福岡市博多区博多駅中央街7番
21号

株式会社八光開発コンサルタント
令和３年度大淀川水系砂防関連施設点検
業務

〒885-0004 宮崎県都城市都北町５５１１－２

株式会社福山コンサルタント
令和２年度みやこ地区道路計画検討外業
務

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東３－６－１
８

平和総合コンサルタント株式会社
令和２年度国道２２０号古江バイパス用地
関係図書作成等業務

〒839-0862 福岡県久留米市野中町９１４

株式会社水野建設コンサルタント

令和２年度国道２１９号外災害復旧測量設
計（その１）業務
令和２年度熊本管内交差点改良外測量設
計業務

〒862-0933 熊本県熊本市東区小峯２丁目６番２６号

八千代エンジニヤリング株式会社
九州支店

令和２年度　五ヶ瀬高千穂道路８号橋橋梁
予備設計業務

〒810-0073 福岡市中央区舞鶴3-9-39

令和２・３年度国道２２０号橋梁点
検・補修設計業務長大・西田技術
開発コンサルタント設計共同体

令和２・３年度国道２２０号橋梁点検・補修
設計業務

〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通１－１－１

令和３年度　北川トンネル外点検
業務オービット・サンテル設計　設
計共同体

令和３年度　北川トンネル外点検業務 〒812-0877
福岡県福岡市博多区元町一丁目７番１２
号



ＩＣＴ工事優秀施工業者（２３社）

企　　業　　名 表彰工事名

あおみ建設株式会社九州支店
令和2年度下関港(新港地区)岸壁(-12m)
築造工事

〒812-0011
福岡市博多区博多駅前一丁目4番4号
（東京建物博多ビル）

株式会社伊東建設
令和３年度　天下地区防災拠点基盤整
備外工事

〒882-0021 宮崎県延岡市無鹿町一丁目２２４８番地

株式会社植村組 黒神川除石外工事 〒890-0008 鹿児島県鹿児島市伊敷５－９－８

株式会社河建 令和２年度　宮ノ陣地区外改良工事 〒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３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

株式会社久保組
令和３年度土師川（赤谷川左支渓３５）１
号砂防堰堤工事

〒838-1314 福岡県朝倉市長渕７２５－１

興亜建設工業株式会社 熊本３号　四方寄地区改良６期工事 〒869-0103
熊本県玉名郡長洲町大字腹赤字堀越１５
３０－１

株式会社坂下組 高千穂第７砂防堰堤右岸外工事 〒886-0004 宮崎県小林市細野３９１－１

株式会社大同工務店 佐賀４９７号永山地区進入路設置工事 〒841-0004 佐賀県鳥栖市神辺町１４１８－４

株式会社髙野組
Ｒ２球磨川掘削及び坂本地区災害復旧
工事

〒869-4202 熊本県八代市鏡町内田１５０１番地

谷川建設工業株式会社 久留須川下流掘削（その２）工事 〒876-0852 大分県佐伯市常盤南町８－３３

株式会社土井組 川辺川管内砂防保全（その１）工事 〒869-4213 熊本県八代市鏡町有佐２２６

東亜建設工業株式会社中国支店
令和3年度下関港海岸(山陽地区)護岸
(改良)外2件工事(20・21工区)

〒730-0032
広島市中区立町2番23号（野村不動産広
島ビル5階）

中川・熊野地域維持型建設共
同企業体

令和２年度災害復旧　栃の木地区改良
（その２）外工事

〒865-0007 熊本県玉名市河崎７９３－３

株式会社長崎西部建設
本明川ダム付替市道大渡野・古場線改
良２期工事

〒850-0053 長崎県長崎市玉園町２－３７

株式会社八方建設 小原地区旧堤掘削（その１）工事 〒861-1311 熊本県菊池市赤星２１１４－１

福地建設株式会社 堂崎地区右岸掘削その１工事 〒899-6507 鹿児島県霧島市牧園町宿窪田２５１６

株式会社藤永組 熊本３号永尾地区改良１工区工事 〒866-0831 熊本県八代市萩原町１－１１－６

株式会社前田組
遠賀川目尾地区左岸中流掘削土砂改良
工事

〒820-0067 福岡県飯塚市川津５０４番地

丸福建設株式会社 鹿児島３号大谷地区改良（２期）外工事 〒892-0815 鹿児島県鹿児島市易居町４番３号

株式会社明興建設 立野ダム管内土砂撤去その他工事 〒860-0047 熊本県熊本市西区春日５－１－２

明大工業株式会社 令和元年度右田地区歩道整備工事 〒874-0922 大分県別府市船小路町３－４３

株式会社山﨑建設
令和元年度　六角川河道整備（その２）
工事

〒843-0013 佐賀県武雄市橘町大字大日８２９２

住          所



働き方改革促進優秀施工業者（１９社）

企　　業　　名 表彰工事名

味岡建設株式会社 五木小川護岸復旧（その２）工事 〒868-0501 熊本県球磨郡多良木町多良木１４４－１

諫山工業株式会社
令和２年度　猪郷谷土捨場下流整備工
事

〒862-0959 熊本県熊本市中央区白山３－２－１５

木原建設株式会社
令和２年度　宮ノ陣五郎丸地区外改良工
事

〒839-0261 福岡県柳川市大和町皿垣開４６

協和建設株式会社 令和２年度田川地区環境整備工事 〒822-0003 福岡県直方市大字上頓野２４５８番地５

株式会社協和製作所 下宮永排水機場除塵機更新工事 〒849-0921 佐賀県佐賀市高木瀬西６－９－１

株式会社佐伯建設 大分川古国府地区掘削外（その１）工事 〒870-8611 大分県大分市中島西３－５－１

坂口建設株式会社 加久藤地区河道整備その１工事 〒886-0213
宮崎県小林市野尻町三ヶ野山３２１４番
地１

株式会社佐々木建設
令和３年度　佐伯河川国道管内交通安
全施設整備工事

〒879-3301
大分県佐伯市宇目大字小野市４９８５－
２

株式会社瀬戸山組 香月小学校前交差点改良外工事 〒893-2601
鹿児島県肝属郡南大隅町佐多伊座敷３３
１６

株式会社中内土木 加勢川美登里地区中流河道掘削工事 〒869-3472 熊本県宇城市不知火町松合８４２

株式会社中野建設
令和２年度　六角川芦原地区外堤防補
強工事

〒840-8588 佐賀県佐賀市水ケ江二丁目１１番２３号

日本道路株式会社九州支店 宮崎１０号　財光寺地区舗装外工事 〒812-0006
福岡県福岡市博多区上牟田３丁目７－１
８

有限会社古田建設 滑石地区築堤（その４）工事 〒861-0522 熊本県山鹿市久原２８７－３

星野建設株式会社
本明川ダム付替県道平地蒔地区改良２
期工事

〒855-0872 長崎県島原市梅園町丁２８７０－１

株式会社丸福建設 早津江川早津江地区築堤外工事 〒849-0201 佐賀県佐賀市久保田町徳万１６４７

丸福建設株式会社
鹿児島３号六月田橋下部工（Ｐ９～Ｐ１１）
工事

〒892-0815 鹿児島県鹿児島市易居町４番３号

ヤマグチ株式会社
令和３年度鹿児島３号串木野地区防護
柵設置外工事

〒899-6507 鹿児島県霧島市牧園町宿窪田１９６０

株式会社山﨑建設 佐賀４９７号八谷搦地区東工区改良工事 〒843-0013 佐賀県武雄市橘町大日８２９２

株式会社熊阿建設工業 西小園川３砂防堰堤新設（３期）工事 〒869-2612 熊本県阿蘇市一の宮町宮地４５３０－２

住          所



安全施工業者（２８社（団体））

企　　業　　名 表彰工事名

旭建設株式会社
令和２・３年度　美々津大橋耐震補強工
事

〒883-0051 宮崎県日向市向江町一丁目２００番地

味岡・技建日本地域維持型建
設共同企業体

令和２年度災害復旧　栃の木地区下部
斜面対策（その６）外工事

〒868-0501 熊本県球磨郡多良木町多良木１４４－１

味岡建設株式会社
国道２１９号球磨地区（その３）応急復旧
工事

〒868-0501
熊本県球磨郡多良木町大字多良木１４４
番地の１

株式会社池間組
令和３年度北九州港(西海岸地区)岸壁(-
11m)(改良)工事(第2次)

〒808-0076 北九州市若松区童子丸1丁目1番43号

岩崎建設株式会社 福岡３号筒井地区上り電線共同溝工事 〒810-0002 福岡県福岡市中央区西中洲１２－２５

株式会社カーネギー産業 令和元・２年度古里地区改良その他工事 〒891-1543 鹿児島県鹿児島市東桜島町２４－１

株式会社風戸工務店 令和３年度　番匠川法面補修外工事 〒876-0125 大分県佐伯市弥生大字江良１０６８－１

川本建設工業株式会社
令和３年度中間管内右岸部河川維持管
理工事

〒807-0832
福岡県北九州市八幡西区東筑二丁目４
番８号

関門港湾建設株式会社
令和３年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸
地区)航路(-14m)浚渫工事(第4次)

〒750-0017 山口県下関市細江新町３番５４号

株式会社技建日本 築切砂防堰堤（二期）工事 〒868-0201 熊本県球磨郡五木村甲１０４６－９

株式会社熊野組 令和２年度竜門ダム法面災害復旧工事 〒865-0064 熊本県玉名市中１１８９

三洲建設株式会社 熊本５７号上網田地区改良３期工事 〒869-3205 熊本県宇城市三角町波多２８８６－９

三州建設株式会社 沢津野地区法面補修その他工事 〒862-0926
熊本県熊本市東区保田窪４丁目１０番７
４号

清水建設株式会社九州支店 枝光排水機場増設工事 〒810-8607 福岡県福岡市中央区渡辺通３－６－１１

株式会社白海
令和３年度北九州港(西海岸地区)岸壁(-
11m)(改良)工事

〒808-0021 北九州市若松区響町3-1-33

株式会社杉本建設 西湯浦川１砂防堰堤設置（４期）工事 〒869-2221 熊本県阿蘇市役犬原９８－３

株式会社寺尾建設 小浜地区防災工事 〒854-0302 長崎県雲仙市愛野町乙１４７９－１

砥上建設株式会社
令和３年度三池港土砂固化処理・運搬工
事(第3次)

〒839-0253 福岡県柳川市大和町鷹ノ尾３５３番地

西日本土木株式会社
令和２・３年度中津地区道路維持補修工
事

〒879-0627 大分県豊後高田市新地１０７１

株式会社八方建設 熊本３号　四方寄町地区改良５期工事 〒861-1311 熊本県菊池市赤星２１１４－１

福上産業株式会社 天辰第二地区下流築堤護岸その２工事 〒895-1202
鹿児島県薩摩川内市樋脇町塔之原２００
－１

福地建設株式会社
令和３年度加治木維持出張所管内維持
補修工事

〒899-6507 鹿児島県霧島市牧園町宿窪田２５１６

富士建設株式会社
佐賀２０８号　諸富地区改良（１２工区）外
工事

〒849-1105 佐賀県杵島郡白石町遠江３０３－１３

宮川建設株式会社
令和２年度博多港(中央ふ頭地区)航路・
泊地(-12m)(改良)浚渫工事(第5次)

〒810-0071 福岡県福岡市中央区那の津３－１５－３

森永建設株式会社 佐賀４９７号永山地区７号函渠設置工事 〒849-0201 佐賀県佐賀市久保田町徳万４８－１

住          所



安全施工業者（２８社（団体））

企　　業　　名 表彰工事名 住          所

大和開発株式会社
令和２年度曽山寺高架橋（Ｐ２・Ｐ３）耐震
補強工事

〒880-0852 宮崎県宮崎市高洲町２３５ー３

株式会社横河ＮＳエンジニアリ
ング　大阪営業部

福岡２０２号春吉橋上部工工事 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町４－３－７

株式会社若港
令和３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)

〒808-0066
福岡県北九州市若松区くきのうみ中央７
番１８号



災害復旧等功労業者（７６社）

企　　業　　名 表彰概要

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

朝日テクノ株式会社 災害防止活動等における貢献 〒840-0203 佐賀県佐賀市大和町大字梅野２８０番地

Ｅ－ｔｅｃｓコンサルタント株式会社 災害防止活動等における貢献 〒857-0136 長崎県佐世保市田原町９－１５

株式会社梅村組 災害防止活動等における貢献 〒857-0854 長崎県佐世保市福石町２０－８

株式会社荏原製作所九州支社 災害防止活動等における貢献 〒812-0017
福岡県福岡市博多区美野島１－２－８　Ｎ
Ｔビル

株式会社荏原電産九州営業所 災害防止活動等における貢献 〒812-0017
福岡県福岡市博多区美野島１－２－８　Ｎ
Ｔビル

扇精光コンサルタンツ株式会社 災害防止活動等における貢献 〒851-0134 長崎県長崎市田中町５８５－４

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

株式会社大島造船所九州営業所 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1-4-1

株式会社岡﨑組 災害防止活動等における貢献 〒880-0916 宮崎県宮崎市大字恒久１８００番地１

株式会社岡﨑組 災害防止活動等における貢献 〒880-0916 宮崎県宮崎市恒久1800番地1

岡本・山﨑地域維持型建設共同企
業体

災害防止活動等における貢献 〒849-0314 佐賀県小城市芦刈町三王崎１１０番地

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
福岡市中央区長浜1-3-4綾杉ビル北天神３
F（株式会社東京久栄九州支店気付）

川崎地質株式会社九州支社 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一丁目８番
３４号

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

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

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番地５

九研工業株式会社 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１－８－１８

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 大分県大分市曲９３６－１

九州工営株式会社 災害防止活動等における貢献 〒880-0015 宮崎県宮崎市大工２－１１７

株式会社熊本総合技術コンサルタ
ント

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

蔵田工業株式会社 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２丁目１番１７号

株式会社黒木総合鑑定 災害防止活動等における貢献 〒880-0013 宮崎県宮崎市松橋１－５－２７

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駅南１－３－１１

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

住          所



災害復旧等功労業者（７６社）

企　　業　　名 表彰概要 住          所

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 大分市寒田字ダイ１０５７－２

建設サービス株式会社長崎営業所 災害防止活動等における貢献 〒856-0808 長崎県大村市黒丸町３２９－１

株式会社晃和コンサルタント 災害防止活動等における貢献 〒880-0925 宮崎県宮崎市大字本郷北方３００９－１

株式会社西海興業 災害防止活動等における貢献 〒852-8116 長崎県長崎市平和町５－１９

サンコー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 〒810-0802 福岡県福岡市博多区中洲中島町２番３号

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

昭和建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒869-6402
熊本県球磨郡球磨村大字三ケ浦丙２２番
地

新栄地研株式会社 災害防止活動等における貢献 〒849-0928 佐賀県佐賀市若楠二丁目５番２５号

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丁目１番６号

株式会社誠伸建設 災害防止活動等における貢献 〒859-3226 長崎県佐世保市崎岡町２５４６番地

西部道路株式会社 災害防止活動等における貢献 〒857-0854 長崎県佐世保市福石町４－１９

双栄建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒868-0037 熊本県人吉市南泉田町１５８番地

大福コンサルタント株式会社 災害防止活動等における貢献 〒890-0068 鹿児島県鹿児島市東郡元町１７番１５号

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

中央開発株式会社九州支社 災害防止活動等における貢献 〒814-0103 福岡県福岡市城南区鳥飼６丁目３番２７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一丁目１番１
号

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２－１９－２
７

株式会社庭建 災害防止活動等における貢献 〒857-1161 長崎県佐世保市大塔町５７４－５

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丁目8935番83

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２－７－４２

株式会社トーケイ 災害防止活動等における貢献 〒879-4202 大分県日田市天瀬町赤岩２６－１

株式会社中野建設 災害防止活動等における貢献 〒840-8588 佐賀県佐賀市水ケ江二丁目１１番２３号

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一丁目１番１
号

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

西日本総合コンサルタント株式会社 災害防止活動等における貢献 〒849-0902
佐賀県佐賀市久保泉町大字上和泉３１１４
番地３

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



災害復旧等功労業者（７６社）

企　　業　　名 表彰概要 住          所

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
２３号

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（若
築建設株式会社福岡支店内）

日本振興株式会社九州支店 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２－５－２１

日本地研株式会社 災害防止活動等における貢献 〒812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡５－２５－２５

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

株式会社パスコ佐賀支店 災害防止活動等における貢献 〒840-0804 佐賀県佐賀市神野東２－２－１

春山建設工業株式会社 災害防止活動等における貢献 〒889-1702 宮崎県宮崎市田野町乙９５２５

平野建設産業株式会社 災害防止活動等における貢献 〒847-0815 佐賀県唐津市西寺町１３８８番地

福岡芝浦電子株式会社 災害防止活動等における貢献 〒815-0033 福岡県福岡市南区大橋一丁目２番１９号

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

株式会社堀内組 災害防止活動等における貢献 〒858-0908 長崎県佐世保市光町１０９

株式会社丸福建設 災害防止活動等における貢献 〒849-0201
佐賀県佐賀市久保田町大字徳万１６４７番
地

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

峰・富士地域維持型建設共同企業
体

災害防止活動等における貢献 〒849-0501
佐賀県杵島郡江北町大字山口１３９８番地
１

牟田建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒842-0103 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲１７５６

森永建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒849-0201 佐賀県佐賀市久保田町大字徳万４８番地１

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一丁目１番５２号

八千代エンジニヤリング株式会社
九州支店

災害防止活動等における貢献 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴３丁目９番３９号

株式会社山口組 災害防止活動等における貢献 〒857-0043 長崎県佐世保市天満町４－２５

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番地

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

有限会社増田土木 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１０４５－３

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

龍南建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒880-0921 宮崎県宮崎市大字本郷南方１８５７－３



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４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４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４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、壇上において各部門の代表者へ賞状をお渡しする予定です

が、飛沫防止対策のため、マスク着用のまま受賞者の氏名等、賞状の読み上げを行

います。


