
記 者 発 表 資 料

資　料 表彰者名簿

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　佐藤
さ と う

　　（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　緒方
おがた

　　（内線２２６１）

ＴＥＬ　０９２－４７１－６３３１

　 別添のとおり、平成２４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 ４ 年 ７ 月 ２ ０ 日

九 州 地 方 整 備 局
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（別添）

平成２４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 　２名

② 水門等操作員 ２５名

③ 各種委員会における功労（個人） 　４名

④ 道路環境の保全美化功労団体 　３団体

⑤ 優秀現場代理人・主任（監理）技術者 １８名

⑥ 優秀技術者（業務部門） 　８名

⑦ 優秀建設現場従事者 １３名

⑧ 優良施工業者（工事、業務部門） ５７社

⑨ 安全施工業者 １９社

⑩ 災害復旧等功労業者（工事、業務部門） 　２社

●表彰式

日　　時 平成２４年７月２０日（金）　１１：００～

場　　所 福岡第二合同庁舎

福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号

ＴＥＬ　０９２－４７１－６３３１

※　なお、天候等の状況により中止する場合があります。

「平成２４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
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（別紙）

道路モニター表彰（２名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

加治　康伸 カジ　ヤスノブ 永年にわたる道路モニター業務に精励 鹿児島県

山下　孝 ヤマシタ　タカシ 永年にわたる道路モニター業務に精励 熊本県

水門等操作員表彰（２５名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

大川　松壽 オオカワ　マツヒサ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

岡部　富男 オカベ　トミオ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

烏山　頌 カラスヤマ　マサル 永年にわたる水門操作業務に精励 長崎県

河野　唯雄 カワノ　タダオ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

東雲　朝則 シノノメ　トモノリ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

下津　和男 シモヅ　カズオ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

角田　正廣 スミダ　マサヒロ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

谷口  彰 タニグチ　アキラ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

地下　卓男 ヂゲ　タカオ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

時川　孝洋 トキガワ　タカヒロ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

西田　巖 ニシダ　イワオ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

西村　秋男 ニシムラ　アキオ 永年にわたる水門操作業務に精励 長崎県

野田　英治 ノダ　エイジ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

野々上　俊雄 ノノウエ　トシオ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

原田　政司 ハラダ　マサシ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

日巻　富彦 ヒマキ　トミヒコ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

平野　政春 ヒラノ　マサハル 永年にわたる水門操作業務に精励 長崎県

福留　昭信 フクドメ　アキノブ 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

堀　清廣 ホリ　キヨヒロ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

三浦　静 ミウラ　シズカ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

宮部　出夫 ミヤベ　イズオ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

村田　保 ムラタ　タモツ 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

籾井　誠一 モミイ　セイイチ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

森山　正敏 モリヤマ　マサトシ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

吉田　倶實 ヨシダ　トモミ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県
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各種委員会における功労（個人）表彰（４名）

氏       名 功    績    概    要 住所所在地

下津　昌司 シモツ　マサシ 九州地方ダム等管理フォローアップ委員会 熊本県

白石　哲 シライシ　サトシ 九州地方ダム等管理フォローアップ委員会 福岡県

東　和敬 ヒガシ　カズノリ 九州地方ダム等管理フォローアップ委員会 佐賀県

平野　宗夫 ヒラノ　ムネオ 九州地方ダム等管理フォローアップ委員会 福岡県

道路環境の保全美化功労団体表彰（３団体）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

いづろ商店街振興組合　 イヅロショウテンガイシ
ンコウクミアイ 一般国道２２５号の保全及び美化に協力 鹿児島県

大津町商工会女性部 オオヅマチショウコウ
カイジョセイブ 一般国道５７号の保全及び美化に協力 熊本県

潮見小学校区町内連絡会  シオミショウガッコウク
チョウナイレンラクカイ 一般国道３５号の保全及び美化に協力 長崎県
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優秀現場代理人・主任（監理）技術者表彰（１８名）

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

赤澤　清一 アカザワ　セイイチ 日本橋梁（株）
福岡２０８号徳益高架橋上部工（Ｐ８～Ｐ１２）工
事

福岡県

荒殿　健志 アラドノ　ケンシ （株）田島組 川内川管内保全工事 鹿児島県

江藤　雅之 エトウ　マサユキ 朝日工業（株）
大分１０号別大拡幅高崎山地区第３工区舗装工
事

大分県

奥　新一 オク　シンイチ （株）渡辺組 国道２２０号福山地区歩道整備工事 鹿児島県

久保田　高司 クボタ　タカシ 後藤建設（株）
Ｈ２３年度賀来川改修・県道小狭間大分線道路
改良受託合併工事

大分県

兒玉　和志 コダマ　カズシ 小田開発工業（株）
東九州道（蒲江～県境）波当津川第２工区付替
工事

大分県

佐藤　武文 サトウ　タケフミ 松尾建設（株） 福岡３号前田地区舗装外工事 佐賀県

佐藤　文昭 サトウ　フミアキ （株）西村土木建設 嘉瀬川十五地区上流河道掘削工事 佐賀県

篠塚　和明 シノヅカ　カズアキ （株）澄男工業 国道３号馬出横断歩道橋基礎工外工事 福岡県

城　浩之 ジョウ　ヒロユキ （株）石橋組 貞月地区床固工事 福岡県

進藤　頼継 シンドウ　ヨリツグ 九特興業（株） 福岡３号東田高架橋下部工（Ｐ４・Ｐ２）工事 福岡県

瀧口　正行 タキグチ　マサユキ 松浦・白石ＪＶ 河口堰魚道下流部新設工事 福岡県

田中　智徳 タナカ　トモノリ （株）富士ピー・エス 付替市道河内線河内橋上部工工事 福岡県

友田　修 トモタ　オサム 柴田建設工業（株） 福岡３号前田地区改良（３工区）工事 福岡県

中本　和博 ナカモト　カズヒロ 星野建設（株） 長崎２５１号小山地区改良工事 長崎県

羽賀　康博 ハガ　ヤスヒロ 上田工業（株） 平成２３年度沖田橋補修工事 宮崎県

平尾　司 ヒラオ　ツカサ （株）八方建設 熊本５７号法立地区外改良工事 熊本県

松村　隆一 マツムラ　リュウイチ （株）南州土木 浜戸川走潟地区築堤工事 熊本県
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氏        名 フリガナ 会    社    名 表彰業務名 会社所在地

出本　剛史 イズモト　タケシ
（株）オリエンタルコンサルタン
ツ

平成２３年度県北地域道路計画資料作成
業務

福岡県

神戸　信人 カンベ　ノブト
（株）オリエンタルコンサルタン
ツ　九州支店

平成２３年度北九州国道管内道路事業検
討業務

福岡県

竹中　浩輔 タケナカ　コウ
スケ

パシフィックコンサルタンツ
（株）　九州支社

福岡２０１号香春拡幅測量設計業務 福岡県

中野卓朗 ナカノ　タクロウ
パシフィックコンサルタンツ
（株）

平成２３年度福岡国道管内事故対策検討
業務

福岡県

西本　直史 ニシモト　ナオ
シ いであ（株）　九州支店

遠賀川下流域河道土砂動態解析検討業
務

福岡県

東田　幸一郎 ヒガシダ　コウ
イチロウ 新和技術コンサルタント（株） 川内川水系流量観測その他業務 鹿児島県

山上　淳一 ヤマウエ　ジュ
ンイチ

中央コンサルタンツ（株）　福
岡支店

筑後川下流域老朽排水機場土木施設診
断検討業務

福岡県

吉川　修司 ヨシカワ　シュ
ウジ （株）長大 西九州自動車道環境資料作成業務 福岡県

優秀技術者（業務部門）表彰（８名）
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優秀建設現場従事者表彰（１３名）

氏    名 フリガナ 職 名 会 社 名
会社

所在地

岩河内　庸年 イワコウチ　ツネトシ 職長 玉石重機（株） 福岡県

江口　隆規 エグチ　タカノリ 職長 （株）西村土木建設 佐賀県

大山　圭一 オオヤマ　ケイイチ 職長 （株）ミック九州 福岡県

神田　健次郎 カンダ　ケンジロウ
重機

オペレータ
（有）平神工業 大分県

末長　則男 スエナガ　ノリオ 職長 （株）福井建設 佐賀県

杉山　孝一 スギヤマ　コウイチ 職長 （株）田浦組 長崎県

塚本　健一 ツカモト　ケンイチ
重機

オペレータ
（株）親和 熊本県

野田　裕樹 ノダ　ユウキ クレーン玉掛 （株）ユウワ 宮崎県

濱本　昭寛 ハマモト　アキヒロ 職長 （有）シンセイ 長崎県

右谷　和浩 ミギタニ　カズヒロ 職長 （株）藤永組 熊本県

三原　達浩 ミハラ　タツヒロ 職長 （有）仁栄工業 大分県

森谷　勝利 モリタニ　カツトシ 職長 正築機工（有） 宮崎県

山口　一徳 ヤマグチ　カズノリ 職長 （株）大建 長崎県
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優良施工業者（工事部門）表彰（４２社）

優良施工業者 表彰工事名

朝日工業（株）
大分１０号別大拡幅高崎山地区第３工区舗装
工事

〒870-0018 大分県大分市豊海4-3-19

（株）綾建設 平成２３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

（株）石橋組 貞月地区床固工事 〒825-0002 福岡県田川市大字伊田99の4

（株）伊東建設 宮崎１０号北川ＩＣ東地区改良工事 〒882-0021 宮崎県延岡市無鹿町１－２２４８

上田工業（株） 平成２３年度沖田橋補修工事 〒882-0837 宮崎県延岡市古城町５－４６

小田開発工業（株）
東九州道（蒲江～県境）波当津川第２工区付
替工事

〒876-1105 大分県佐伯市大字海崎８４８番地の１

鹿島道路（株）九州支店 長崎２５１号眉山トンネル舗装工事 〒812-8513 福岡県福岡市博多区博多駅前3-12-10

（株）上津建設 東九州道（鹿屋～曽於）大谷地区改良工事 〒899-4633 鹿児島県垂水市二川１０２２番地

唐津土建工業（株） 佐賀第２合同庁舎（２３）建築改修その他工事 〒847-0861 佐賀県唐津市二夕子２丁目７番５１号

九特興業（株） 福岡３号東田高架橋下部工（Ｐ４・Ａ２）工事 〒820-0021 福岡県飯塚市潤野１１３４番地８

斉藤建設（株）
東九州道（志布志～鹿屋）細山田地区函渠工
工事

〒893-0037 鹿児島県鹿屋市田崎町2214番地

（株）さとうベネック
東九州道（蒲江～県境）森崎トンネル南新設工
事

〒870-0026 大分県大分市金池町３丁目３番１１号

菅設備（株）
海上保安学校門司分校（２３）機械改修その他
工事

〒806-0051 福岡県北九州市八幡西区東鳴水１－１０－５

（株）澄男工業 国道３号馬出横断歩道橋基礎工外工事 〒819-0038 福岡県福岡市西区大字羽根戸159-4

（株）関野建設 今任原地区法面修繕外工事 〒825-0017 福岡県田川市寿町7-35

（株）竹尾組 宮崎２１８号十郎ヶ尾地区函渠工外工事 〒882-1621
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字岩戸６９２番地
のイ

竹下建設工業（株） 本明川水系堤防等維持工事 〒852-8151 長崎県長崎市泉3丁目3-1

（株）田島組 川内川管内保全工事 〒895-1401 鹿児島県薩摩川内市入来町副田２１８６－２

（株）友岡建設 竹田地区維持補修工事 〒878-0011 大分県竹田市大字会々２８０８番地５

（株）南州土木 浜戸川走潟地区築堤工事 〒861-4101 熊本県熊本市南区近見４－１２－３０

（株）西九州道路 鳥栖管内道路維持補修工事 〒849-0937 佐賀県佐賀市鍋島１－８－２

（株）二宮鉄工 道園樋管外機械設備工事 〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富２８０

日本橋梁（株）
福岡２０８号徳益高架橋上部工（Ｐ８～Ｐ１２）工
事

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4-2-31

住          所
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優良施工業者（工事部門）表彰（４２社）

優良施工業者 表彰工事名 住          所

日本地研（株） 佐賀４９７号曲り南地区法面対策工事 〒812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡５－２５－２５

（株）乗富鉄工所 筑後川江見手水門ゲート設備改修工事 〒832-0806 福岡県柳川市三橋町柳河934-4

（株）葉隠緑化建設 体験学習施設西側植栽工事 〒840-0862 佐賀県佐賀市嘉瀬町大字扇町２６１７番地７号

（株）八方建設 熊本５７号法立地区外改良工事 〒861-1311 熊本県菊池市赤星2114-1

フジタ道路（株） 長崎34号久原地区北工区改築工事 〒812-0027 福岡県福岡市博多区下川端町1-1

富士通ネットワークソ
リューションズ（株）

六角川河口堰放流設備制御装置設置工事 〒812-8510 福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２

（株）富士ピー・エス
付替市道河内線河内橋上部工（中空床版）工
事

〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院１丁目１３番８号

濱崎建設（株） 筑後川（久留米右岸地区）除草維持工事 〒839-0801 福岡県久留米市宮ノ陣4丁目38番25号

（株）平原組 宮之城橋上流右岸築堤護岸工事 〒899-6104 鹿児島県姶良郡湧水町川西７９０－５

福地建設（株） 鶴田ダム堤体壁面補修工事 〒899-6507 鹿児島県霧島市牧園町宿窪田2516番地

外薗建設工業（株） 下水流排水樋管補修その他工事 〒895-0067 鹿児島県薩摩川内市上川内町３２５５

マーク建設（株） 伊左座地区下流部法面補修工事 〒806-0063 福岡県北九州市八幡西区市瀬3-7-41

（株）松尾組
福岡１０号新大之瀬橋（上り）耐震補強補修工
事

〒807-0073
福岡県北九州市八幡西区町上津役東１丁目１
４番１６号

松尾建設（株） 福岡３号前田地区舗装外工事 〒840-8666 佐賀県佐賀市八幡小路１番１０号

（株）松永産業 嘉瀬川ダム管内維持補修工事 〒840-0501　 佐賀県佐賀市富士町大字古湯８１８

丸福建設（株） 加治木維持出張所管内橋梁補修工事 〒892-0815 鹿児島県鹿児島市易居町４－３

宮地エンジニアリング（株）
福岡営業所

東九州道（北郷～日南）恵良川橋上部工工事 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名２丁目４番３０号

（株）明興建設 白川沖新地区築堤工事 〒861-5273 熊本県熊本市西区沖新町８２９－２

吉原建設（株） 高崎川築堤及び樋管改築工事 〒885-0032 宮崎県都城市中原町３２街区－１号
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優良施工業者（業務部門）表彰（１５社）

優良施工業者 表彰業務名

いであ（株）九州支店 犬鳴川金丸樋門詳細設計業務 〒812-0055 福岡県福岡市東区東浜1-5-12

扇精光（株）
国道４９７号伊万里松浦道路用地関係図書
等作成業務

〒850-0023 長崎県長崎市出来大工町36

（株）オリエンタルコンサルタンツ九州支店
平成２３年度北九州国道管内道路事業検討
業務

〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目２番
８号

（株）国土地質調査事務所 大淀川縄瀬地区（樋管）地質調査業務 〒880-0015 宮崎県宮崎市大工３丁目２２１番地１

新和技術コンサルタント（株） 川内川水系流量観測その他業務 〒890-0008 鹿児島県鹿児島市伊敷４－１２－１３

（株）新和コンサルタント
平成２２年　福岡外還（諸岡５丁目外）事業損
失事後調査等業務

〒818-0131 福岡県太宰府市水城２丁目１８番３７号

（株）ダイヤコンサルタント 伊万里松浦道路地すべり対策解析評価業務 〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代5-3-19

（株）高崎総合コンサルタント
平成２３年度　有明沿岸道路北部地区道路
設計外業務

〒839-0809 福岡県久留米市東合川３丁目７番５号

（財）ダム技術センター
嘉瀬川ダム大規模地震動耐震性能照査及び
評価業務

〒110ｰ0008 東京都台東区池之幡２－９－７

中央コンサルタンツ（株）
筑後川下流域老朽排水機場土木施設診断検
討業務

〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-11-23

（株）長大　福岡支社 西九州自動車道環境資料作成業務 〒810-0004
福岡県福岡市中央区渡辺通１丁目１－１
－６Ｆ

（株）東京建設コンサルタント 六角川水系河川整備総合検討業務 〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南２－１２－
３

（株）久永コンサルタント
平成２３年度大隅管内道路調査測量設計業
務

〒890-0007 鹿児島県鹿児島市伊敷台１丁目22-2

（株）益田設計事務所
ハローワーク久留米（２３）耐震改修外設計業
務

〒885-0036 宮崎県都城市広原町２－２

三井共同建設コンサルタント（株） 菊池川山鹿地区左岸築堤護岸実施設計業務 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-17-5

住          所
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安全施工業者表彰（１９社）

優良施工業者 表彰工事名

ANAI（株）
東九州道（蒲江～県境）丸市尾地区第４工
区改良工事

〒879-7761 大分県大分市大字中戸次４４６３番地の１

（株）荒木組 長崎３４号久原地区構造物設置工事 〒854-0062 長崎県諫早市小船越町2-3

（株）池田建設 元玉名下流地区堤防補強工事 〒861-5401 熊本県玉名市天水町小天７３７１

岩奥産業（株） 椎原地区渓流保全（流末）工事 〒869-4401 熊本県八代市泉町柿迫８１５５

笠原建設（株） 佐賀４９７号横尾西地区下改良工事 〒847-0861 佐賀県唐津市二タ子３丁目１番１号

（株）川浪組 筑後川水系（日田地区）堤防等維持工事 〒877-0078 大分県日田市大字友田３７２５

九昭電設工業（株）
平成２３年度北九州国道管内道路照明灯
維持工事

〒803-0801
福岡県北九州市小倉北区西港町３０番４
号

（株）協和製作所 松原ダムクレスト２号外改修工事 〒849-0921 佐賀県佐賀市高木瀬西６－１０－１

（株）上滝 水無川下流掘削工事 〒850-0842 長崎県長崎市新地町５番１７号

（株）土井組 萩原堤防補強工事 〒869-4213 熊本県八代市鏡町有佐２２６

（株）名村造船所 田頭橋架替（上部工）工事 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神３－２－２０

日特建設（株）九州支店 国道２２０号橘橋（下り）補修工事 〒812-0027 福岡県福岡市博多区下川端町１番３号

福岡２０８号諏訪川橋上部工新
設工事　三菱・日鉄特定ＪＶ

福岡２０８号諏訪川橋上部工新設工事 〒812-8646 福岡県福岡市博多区榎田１丁目３番６２号

（株）三竹工業 下小原地区防災工事 〒890-0008 鹿児島県鹿児島市伊敷6丁目12番32号

（株）森工業 熊本５７号瀬田跨線橋工事用道路工事 〒869-2225 熊本県阿蘇市黒川1347番地

（株）盛武組
東九州道（県境～北川）中野内地区改良
外工事

〒889-0102 宮崎県延岡市北川町長井３９１４

（株）大和土木 上西郷地区掘削護岸工事 〒826-0042 福岡県田川市大字川宮333-1

（株）渡辺組 国道２２０号福山地区歩道整備工事 〒890-0045 鹿児島県鹿児島市武２－４－１

豊國建設（株） 大分法務総合庁舎構内整備工事 〒870-0045 大分県大分市城崎町１丁目３番２８号

住          所
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災害復旧等功労業者（工事部門）表彰（２社）

優良施工業者 表彰工事名

利光建設工業株式会社 論田地区掘削工事 〒870-0919 大分県大分市新栄町８－１１

株式会社ゆう・ひがし 小田地区緊急復旧工事 〒889-4314 宮崎県えびの市大字大河平２５８３

住          所
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