
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　神河
かみかわ

　　（内線２２６１）

ＴＥＬ　０９２－４７１－６３３１

　 別添のとおり、平成２５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 ５ 年 ７ 月 １ ９ 日

九 州 地 方 整 備 局



（別添）

平成２５年７月１９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 　  ３名

②   　１名

③ 水門等操作員   ３２名

④ 各種委員会における功労（個人） 　  １名

⑤  ２団体

⑥ 用地取得功労（団体）  １団体

⑦ 道路環境の保全美化功労団体  ４団体

⑧ 優秀現場代理人・主任（監理）技術者   １６名

⑨ 優秀技術者（業務部門） 　１９名

⑩ 若手優秀技術者 　１２名

⑪ 優秀建設現場従事者   １３名

⑫ 優良施工業者（工事、業務部門）   ７８社

⑬ 安全施工業者   １８社

⑭ 　１７社

●表彰式

日　　時 平成２５年７月１９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。

災害復旧等功労業者（工事、業務、支援・協力部門）

地域協働の河川管理の推進における功労（団体）

「平成２５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

地域協働の河川管理の推進における功労（個人）



（別紙）

道路モニター表彰（３名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

川添　一利 カワゾエ　カズトシ 永年にわたる道路モニター業務に精励 長崎県

椎原　文夫 シイハラ　フミオ 永年にわたる道路モニター業務に精励 大分県

古里　秀一 フルサト　シュウイチ 永年にわたる道路モニター業務に精励 鹿児島県

地域協働の河川管理の推進への功労【個人】（１名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

中村　厸 ナカムラ　チカシ 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

水門等操作員表彰（３２名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

飯野　賢治 イイノ　ケンジ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

生野　直 イクノ　タダシ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

石田　千秋 イシダ　チアキ 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

今村　義治 イマムラ　ヨシハル 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

梅野　重雄 ウメノ　シゲオ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

大串　哲生 オオグシ　テツオ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

大嶋　米秋 オオシマ　ヨネアキ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

長船　健二 オサフネ　ケンジ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

小野　幸男 オノ　ユキオ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

北村　初次 キタムラ　ハツジ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

桑原　賢良 クワハラ　ケンリョウ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

坂本　和繁 サカモト　カズシゲ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

嶋津　恭三 シマヅ　キョウゾウ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

島津　修次 シマヅ　シュウジ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

田上　孝広 タノウエ　タカヒロ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

徳田　俊彦 トクダ　トシヒコ 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

中窪　照男 ナカクボ　テルオ 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

野田　忠幸 ノダ　タダユキ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

野中　理一 ノナカ　リイチ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

原口　幸夫 ハラグチ　ユキオ 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

冷川　幹雄 ヒヤカワ　ミキオ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県



平塚　勇 ヒラツカ　イサム 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

福山　早人 フクヤマ　ハヤト 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

藤井　博昭 フジイ　ヒロアキ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

富士岡　彰 フジオカ　アキラ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

藤村　慧 フジムラ　サトシ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

松尾　晋 マツオ　ススム 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

溝口　安文 ミゾグチ　ヤスフミ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

村上　登 ムラカミ　ノボル 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

山崎　雅宏 ヤマサキ　マサヒロ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

山下　博之 ヤマシタ　ヒロユキ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

弓削　孝 ユゲ　タカシ 永年にわたる水門操作業務に精励 宮崎県

各種委員会における功労（個人）表彰（１名）

氏       名 功    績    概    要 住所所在地

秋山　壽一郎 アキヤマ　ジュイチロウ 事業評価監視委員会 福岡県

地域協働の河川管理の推進への功労【団体】（２団体）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

香月・黒川ほたるを守る会 カツキ・クロガワホタル
ヲマモルカイ

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

ＮＰＯ法人　筑後川流域連携倶楽部
エヌピーオーホウジン
チクゴガワリュウイキレ
ンケイクラブ

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

用地取得功労【団体】（１団体）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

長崎県松浦市 ナガサキケンマツウラ
シ 用地取得における功労 長崎県

道路環境の保全美化功労団体表彰（４団体）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

鵜戸山をかっとしやる協議会
ウドサンヲカットシヤル
キョウギカイ 一般国道２２０号の保全及び美化に協力 宮崎県

小浜温泉５７ オバマオンセン５７ 一般国道５７号の保全及び美化に協力 長崎県

福岡トヨタ自動車株式会社 フクオカトヨタジドウ
シャ　カブシキガイシャ 一般国道１０号の保全及び美化に協力 福岡県

都城市市役所１０号線通り会②
ミヤコノジョウシシヤク
ショ１０ゴウセントオリ
カイ②

一般国道１０号の保全及び美化に協力 宮崎県



優秀現場代理人・主任（監理）技術者表彰（１６名）

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

安藤　弘一 アンドウ　ヒロカズ （株）坂下組 加久藤第四床固災害復旧工事 宮崎県

伊関　修 イセキ　オサム （株）天本緑地造園 古代の森列状埋葬墓地修景外工事 佐賀県

稲津　秀宣 イナツ　ヒデノブ （株）福岡建設 南川大橋下部工（Ｐ５）受託工事 熊本県

圓城寺　穣 エンジョウジ　ミノル 岡本建設（株） 佐賀４９７号上平野地区改良工事 佐賀県

奥村　保夫 オクムラ　ヤスオ 前田道路（株）九州支店 長崎２５１号下折橋地区舗装工事 福岡県

工藤　安幸 クドウ　ヤスユキ 矢野建設（株） 池田地区歩道整備工事 宮崎県

倉富　日出雄 クラトミ　ヒデオ

鹿児島３号新武岡トンネル
新設（２期）工事間・銭高特
定建設工事共同企業体

鹿児島３号新武岡トンネル新設（２期）工事 福岡県

田久保　榮松 タクボ　エイマツ 岩崎建設（株）
門司港湾合同庁舎（２３－２）建築改修その他工
事

福岡県

竹井　良盛 タケイ　ヨシモリ
東興ジオテック（株）
九州支店

長崎３４号久原地区法面工事 福岡県

田苗　輝昭 タナエ　テルアキ （株）杉本建設 国道57号阿蘇市滝室地区緊急迂回路設置工事 熊本県

谷田　雅史 タニダ　マサフミ
（株）日本ピーエス
福岡支店

東九州道（佐伯～蒲江）番匠川橋上部工（Ａ１～
Ｐ５）工事

福岡県

徳丸　隆之 トクマル　タカユキ 柴田建設工業（株） 戸倉・柳原統合井堰右岸災害復旧受託工事 福岡県

古城　寛人 フルジョウ　ヒロト

野添組・東野添建設・池
田建設地域維持型建設
共同企業体

平成２４年度垂水国道維持管内維持修繕工事 鹿児島県

村田　一馬 ムラタ　カズマ （株）下村建設 佐賀２０３号本山椿の原地区改良工事 佐賀県

山本　倫也 ヤマモト　トモヤ
東亜建設工業(株)
九州支店

鹿児島港（新港区）岸壁（-９ｍ）（改良）（耐震）築
造工事

福岡県

若松　健一 ワカマツ　ケンイチ ヤマグチ（株） 鹿児島３号高尾野地区２工区函渠工事 鹿児島県



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

金澤　友徳 カナザワ　トモノ
リ 日本工営（株）福岡支店 東九州道構造物修正設計外業務 福岡県

川口　小由美 カワグチ　サユ
ミ 応用地質（株）　九州支社

平成２４年度　高千穂日之影道路水文観
測（下半期）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） 大瀬川下流部外河川測量設計業務 大分県

清水　洋二 シミズ　ヨウジ
（株）橋梁コンサルタント
福岡支社

阿蘇市一の宮町坂梨地区仮橋外緊急調
査及び設計業務

福岡県

舘　浩司 タチ　コウジ （株）長大  福岡支社
針尾バイパス新早岐瀬戸大橋実施設計業
務

福岡県

津田　光則 ツダ　ミツノリ
八千代エンジニヤリング（株）
九州支店

平成２４年度大分管内道路交通特性外調
査検討業務

福岡県

中垣　桂一郎 ナカガキ　ケイ
イチロウ

（公財）福岡県すこやか健康
事業団

水質分析精度管理調査業務 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）
九州支社

平成２４年度　福岡国道管内事故対策検
討業務

福岡県

中山　尚 ナカヤマ　ヒサ
シ

（株）建設環境研究所
九州支社

白川・緑川水系かわまちづくり検討及び詳
細設計業務

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）
九州支店

平成２４年度城原川水環境調査業務 福岡県

平野　公章 ヒラノ　キミアキ 九州建設コンサルタント（株）
阿蘇市一の宮町坂梨地区外法面崩壊緊
急測量及び設計業務

大分県

松本　達郎 マツモト　タツロ
ウ いであ（株） 九州支店

鶴田ダム再開発鳥類及び動植物環境調
査業務

福岡県

望月　誠一 モチヅキ　セイ
イチ

（株）千代田コンサルタント
大分営業所

大分２１２号三光第１号トンネル外構造物
詳細設計業務

大分県

森元　賢哉 モリモト　ケンヤ
（株）東京建設コンサルタント
九州支社

遠賀川水系事業計画検討業務 福岡県

山口　順一郎 ヤマグチ　ジュ
ンイチロウ （株）長大　福岡支社

平成２４年度　佐伯管内橋梁補修設計業
務

福岡県

山中　健二郎 ヤマナカ　ケン
ジロウ

八千代エンジニヤリング（株）
九州支店

球磨川水系堤防耐震対策等実施設計業
務

福岡県

綿谷　博之 ワタタニ　ヒロユ
キ

（株）建設技術研究所
九州支社

立野ダム貯水池斜面地質資料整理業務 福岡県

渡邊　茂樹 ワタナベ　シゲ
キ

（株）オリエンタルコンサルタンツ
九州支店

平成２４年度　福岡県内道路網調査検討
業務

福岡県

渡部　康祐 ワタベ　コウス
ケ 日本工営（株） 福岡支店 ITSを活用した交通円滑化調査検討業務 福岡県

優秀技術者（業務部門）表彰（１９名）



若手優秀技術者表彰（１２名）

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

今村　敏　 イマムラ　サトシ 松尾建設（株） 宮崎１０号　天下地区改築工事 佐賀県

上田　和仁 ウエダ　カズヒト コーアツ工業（株） 鹿児島３号青山橋外２橋上部工工事 鹿児島県

甲斐　傑 カイ　スグル 龍南建設（株） 東九州道（北郷～日南）大藤地区改良外工事 宮崎県

梶原　真一 カジワラ　シンイチ
建設サービス（株）
福岡営業所

久留米地区道路維持修繕工事 福岡県

梶原　亨司 カジワラ　リョウジ （株）川浪組 広瀬橋耐震補強補修工事 大分県

児玉　卓也 コダマ　タクヤ （株）久保工務店 第三有村川１号堰堤工事 鹿児島県

近藤　裕臣 コンドウ　ヒロオミ （株）田浦組 長崎57号　下井牟田地区国道付替改良工事 長崎県

迫川　壮 サコガワ　ソウ 梅高建設（株） 蛇崎排水ポンプ場設置工事 大分県

谷口　正彦 タニグチ　マサヒコ 龍南建設（株） 中山谷１第１砂防堰堤工事 宮崎県

前田　賢治 マエダ　ケンジ
東興ジオテック（株）
九州支店

熊本３号湯浦地区法面１工区工事 福岡県

山下　安通 ヤマシタ　ヤスミチ （株）福田組  九州支店 太郎原取水樋管新設受託合併工事 福岡県

山角　彰洋 ヤマズミ　アキヒロ 丸福建設（株）
東九州道（鹿屋－曽於）月野川第二橋下部工（Ｐ
１）工事

鹿児島県



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

秋岡　力 アキオカ　ツトム
重機オペ
レーター

（株）福岡建設 熊本県

牛嶋　満明 ウシジマ　ミツアキ とび工 大智（株） 熊本県

大塚　徹二 オオツカ　テツジ
管工事

主任技術者
（有）大塚環境設備 福岡県

加藤　正美 カトウ　マサミ 職長 （株）堤建設 福岡県

黒原　和盛 クロハラ　カズモリ 型枠工 （有）丸達建設 福岡県

興梠　浩一 コオロギ　ヒロカズ
重機オペ
レーター

（有）栄高産業 宮崎県

田中　幸三 タナカ　コウゾウ 職長 都北産業（株） 宮崎県

冨田　裕文 トミタ　ヒロフミ 職長 グリーン工業（株） 熊本県

中田　次義 ナカタ　ツギヨシ
建設機械オ
ペレーター

柴﨑建設（株） 長崎県

濱口　健一 ハマグチ　ケンイチ 型枠工 （株）野中建設 佐賀県

松森　法和 マツモリ　ノリカズ
重機オペ
レーター

（株）　松森組 大分県

御手洗　好邦 ミタライ　ヨシクニ
重機オペ
レーター

（株）田島産業 大分県

山口　泰美 ヤマグチ　ヤスミ とび工
日本乾溜工業（株）
佐賀支店

佐賀県



優良施工業者（工事部門）表彰（４５社）

優良施工業者 表彰工事名

（株）ＩＨＩインフラ建設　九州支店
平成大堰１号魚道・水路ゲート操作制御設備
外改修工事

〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂１－１１－３

旭建設（株） 平成２４年度　祝子大橋外橋梁補修工事 〒883-0051 宮崎県日向市向江町一丁目２００番地

（株）天本緑地造園 古代の森列状埋葬墓地修景外工事 〒841-0072 佐賀県鳥栖市村田町五反三歩１４９３－１

岩崎建設（株）
門司港湾合同庁舎（２３－２）建築改修その他
工事

〒810-0002 福岡県福岡市中央区西中州１２番２５号

岩崎電気（株）福岡営業所
宮崎１０号北川第一トンネル外非常用設備設
置工事

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南５－９－２６

大淀開発（株） 高洲地区特殊堤耐震補強（３工区）工事 〒885-0042 宮崎県都城市上長飯町５４２７番地１

岡本建設（株） 佐賀４９７号上平野地区改良工事 〒849-0314 佐賀県小城市芦刈町三王崎１１０番地

河津建設（株）
東九州道（蒲江～県境）葛原トンネル北工区舗
装工事

〒877-0036 大分県日田市三芳小渕町１５１番地

（株）川浪組 広瀬橋耐震補強補修工事 〒877-0078 大分県日田市大字友田3725番地

協和工業（株） 佐伯労働総合庁舎（２４）機械改修その他工事 〒870-0906 大分県大分市大州浜１－４－３４

（有）倉岡建設 肝属川水系下流河川維持工事 〒893-1101 鹿児島県鹿屋市吾平町上名２１５０番地

建設サービス（株）福岡営業所 久留米地区道路維持修繕工事 〒834-0121 福岡県八女郡広川町大字広川字迎田153

（株）興電舎
宮崎１０号北川第一トンネル外照明設備設置
工事

〒882-0862 宮崎県延岡市浜町２２２－１

（株）坂下組 加久藤第四床固災害復旧工事 〒886-0004 宮崎県小林市細野３９１－１

笹原建設・翼工業経常建
設共同企業体

大野川松岡地区導水路床固改良外工事 〒871-0026 大分県中津市大字高瀬１２３４番地

薩摩建設（株）
宮之城出張所管内外河川管理施設維持管理
工事

〒895-2201 鹿児島県薩摩郡さつま町求名２１８８

ＪＦＥエンジニアリング（株）
九州支店

跡田川橋梁上部工工事 〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代１－１７－１

柴田建設工業（株） 戸倉・柳原統合井堰右岸災害復旧受託工事 〒820-0011 福岡県飯塚市柏の森４７７番地１

清水丸源建設（株） 川端地区下流堤防補修工事 〒825-0005 福岡県田川市大字糒６５６番地の１

（株）下村建設 佐賀２０３号本山椿の原地区改良工事 〒845-0022 佐賀県小城市三日月町久米１９４６番地

東亜建設工業（株）
九州支店

鹿児島港（新港区）岸壁（-９ｍ）（改良）（耐震）
築造工事

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前１－６－１６

東興ジオテック（株）
九州支店

熊本３号湯浦地区法面１工区工事 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前１－１９－３

（株）時里組 平成２４年度　徳益地区外交通安全対策工事 〒830-0065 福岡県久留米市荒木町今222番地の1

住          所



優良施工業者（工事部門）表彰（４５社）

優良施工業者 表彰工事名 住          所

富岡建設（株） 日南地区維持補修工事 〒887-0033 宮崎県日南市大字平山２２９２番地４

（株）長崎西部建設 長崎管内構造物補修外工事 〒850-0053 長崎県長崎市玉園町２番３７号

（株）中島工務店 赤坂大橋外補修工事 〒845-0022 佐賀県小城市三日月町久米２１１１番地８

西日本土木（株） 中津地区道路維持補修工事 〒879-0617 大分県豊後高田市大字高田1076-7

（株）日本ピーエス
福岡支店

東九州道（佐伯～蒲江）番匠川橋上部工（Ａ１
～Ｐ５）工事

〒812-0024 福岡県福岡市博多区綱場町２－２

日本無線（株）九州支社 竜門ダム放流設備制御装置設置工事 〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町１－３１

野添組・東野添建設・池田建
設地域維持型建設共同企業
体

平成２４年度垂水国道維持管内維持修繕工事 〒891-1543 鹿児島県鹿児島市東桜島町２４番地１

（株）野添土木 第三有村川１号床固工工事 〒891-1542 鹿児島県鹿児島市持木町４０番地

（株）福岡建設 南川大橋下部工（Ｐ５）受託工事 〒866-0895 熊本県八代市大村町３４８

（株）福田組  九州支店 太郎原取水樋管新設受託合併工事 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南３－７－３５

豊明建設（株） 鹿児島第２合同庁舎(23)建築改修その他工事 〒893-0005 鹿児島県鹿屋市共栄町１６番地４号

（株）前田組 中間堰取水口設置工事 〒820-0067 福岡県飯塚市川津５０４

前田道路（株）九州支店 長崎２５１号下折橋地区舗装工事 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目14番1号

（株）増田工務店 宮田川堤防嵩上（１工区）外工事 〒884-0002 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４７５０番地

松尾建設（株） 宮崎１０号　天下地区改築工事 〒840-8666 佐賀県佐賀市八幡小路１－１０

（株）松本組 国道３号　千鳥橋交差点改良外工事 〒812-0054 福岡県福岡市東区馬出1-1-19

松山建設（株） 福岡３号東田地区改良（３工区）工事 〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂２丁目２４－２３

（株）明電舎　九州支店 新武岡ﾄﾝﾈﾙ換気所外受変電設備設置工事 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉５－５－３

ヤマグチ（株） 鹿児島３号高尾野地区２工区函渠工事 〒899-6507 鹿児島県霧島市牧園町宿窪田１９６０

（株）山崎産業 松山地区掘削外工事 〒882-0073 宮崎県延岡市貝の畑町２９０３番地

（有）山之口建設 宮下北地区堤防改良その他工事 〒893-1205 鹿児島県肝属郡肝付町宮下１４１５番地

龍南建設（株） 中山谷１第１砂防堰堤工事 〒880-0921 宮崎県宮崎市大字本郷南方１８５７番地３



優良施工業者（業務部門）表彰（３３社）

優良施工業者 表彰業務名

（株）旭総合コンサルタント
一般国道２２０号風田地区外防災対策事業
用地調査等業務

〒885-0044 宮崎県都城市安久町６３３８番地５

いであ（株） 九州支店
鶴田ダム再開発鳥類及び動植物環境調査業
務

〒812-0055 福岡県福岡市東区東浜１－５－１２

エイコー・コンサルタンツ（株）
平成２４年度　福岡外環状道路和田池構造
物設計外業務

〒815-0031
福岡県福岡市南区清水1-14-20
ＡＥＣビル３Ｆ

（株）エイト日本技術開発九州支社
東九州道（清武～北郷）芳ノ元トンネル修正
設計外業務

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東１丁目１６番１４号

（株）エコー九州事務所 大淀川・小丸川における津波対策検討業務 〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東１丁目１８
番２５号

（株）エスケイエンジニアリング
東九州道（清武～日南）道路改築測量設計
（その２）業務

〒818-0072 福岡県筑紫野市二日市中央１丁目１番５０号

応用地質（株） 九州支社
平成２４年度　高千穂日之影道路水文観測
（下半期）業務

〒811-1302 福岡県福岡市南区井尻２－２１－３６

（株）オリエンタルコンサルタンツ
九州支店

平成２４年度　福岡県内道路網調査検討業
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

（株）九州開発エンジニヤリング 菊池川大浜地区水制調査業務 〒862-091 熊本県熊本市東区錦ヶ丘３３－１７

（一社）九州建設技術管理協会 新技術活用効果分析業務 〒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） 大瀬川下流部外河川測量設計業務 〒870-0946 大分県大分市大字曲９３６－１

（株）黒木総合鑑定 平成２４年度　大瀬川事業損失調査等業務 〒880-0013 宮崎県宮崎市松橋１－５－２７

（株）建設環境研究所 九州支社
遠賀川水系水防災等河川学習プログラム外
検討業務

〒812-0023 福岡県福岡市博多区奈良屋町２番１号

（株）建設技術研究所九州支社 大淀川・小丸川堤防耐震照査設計業務 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名２丁目４番１２号

（一財）国土技術研究センター
平成２４年度九州北部豪雨における矢部川
堤防検討業務

〒105-0001
東京都港区虎ノ門３－１２－１
（ニッセイ虎ノ門ビル）

（株）新日本技術コンサルタント 鈴之瀬地区測量業務 〒890-0034 鹿児島県鹿児島市田上８－２４－２１

新和技術コンサルタント（株） 国道２２０号押切地区算定等業務 〒890-0008 鹿児島県鹿児島市伊敷四丁目１２番１３号

（株）綜合技術コンサルタント
九州支店

平成２４年度鹿児島・指宿維持出張所管内橋
梁点検詳細設計業務

〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名２－１０－２９

大日測量設計（株） 平成２４年度筑後川上流流量観測業務 〒877-0011 大分県日田市中城町３－７

（株）長大　福岡支社 平成２４年度　佐伯管内橋梁補修設計業務 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通一丁目１番１号

（株）千代田コンサルタント
 大分営業所

大分２１２号三光第１号トンネル外構造物詳
細設計業務

〒870-1126 大分県大分市判田台北３－６－３

（株）東京建設コンサルタント
九州支社

山国川河川改修検討外業務 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南２－１２－３

（株）中原総合鑑定所 出水阿久根道路高尾野町外建物調査等業務 〒890-0063 鹿児島県鹿児島市鴨池１－１２－１７

西日本技術開発（株）
平成２４年度後期宮崎海岸広域・モニタリング
環境調査業務

〒810-0004
福岡県福岡市中央区渡辺通１丁目１番１号
電気ビルサンセルコ別館

日本工営（株） 福岡支店 東九州道構造物修正設計外業務 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵１丁目２番１２号

住          所



優良施工業者 表彰業務名 住          所

日本地研（株）
平成２４年度　唐津伊万里道路水文調査業
務

〒812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡５丁目２５番２５号

パシフィックコンサルタンツ（株）
九州支社

平成２４年度　福岡国道管内事故対策検討
業務

〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前2-19-24
大博センタービル

（株）福山コンサルタント
平成２４年度　延岡管内道路計画資料作成
業務

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東３－６－１８

平和総合コンサルタント（株） 菊池川水系菊池川大江田地区補償説明業務 〒839-0862 福岡県久留米市野中町９１４

平和測量設計（株） 平成２４年度矢部川流量観測業務 〒839-0809 福岡県久留米市東合川７－１０－１１

（株）水野建設コンサルタント 平成２４年度　白川流量観測業務 〒862-0933 熊本県熊本市小峯２丁目6番26号

八千代エンジニヤリング（株）
九州支店

平成２４年度城原川水環境調査業務 〒810-0062 福岡県福岡市中央区荒戸２－１－５

和興測量設計（株）
国道３号博多バイパス（香椎地区）裁決申請
図書作成等業務

〒839-0809 福岡県久留米市東合川3-1-10



安全施工業者表彰（１８社）

優良施工業者 表彰工事名

（株）緒方建設 稲佐交差点改良工事 〒861-1324 熊本県菊池市野間口1097

笠原建設（株） 行合野地区外築堤工事 〒847-0861 佐賀県唐津市二夕子3-1-1

（株）熊野組 菊池川下流右岸地区外維持管理工事 〒865-0025 熊本県玉名市高瀬７４

（株）佐伯建設
東九州道（蒲江～県境）波当津IC地区第３
工区改良工事

〒870-0047 大分県大分市中島西三丁目５番１号

（株）才田組 巨瀬川竹野地区第４樋管新設工事 〒812-0874 福岡県福岡市博多区光丘町１－２－３０

柴﨑建設（株） 赤松谷川２号導流提工事 〒859-1313 長崎県雲仙市国見町土黒丙４３４番地

（株）白海
関門航路（六連島西側地区）航路（-１５ｍ）
浚渫【暫定-１４ｍ】工事（第２ステップA工
区）

〒808-0008 福岡県北九州市若松区大字小竹１４３６

たくみ経常建設共同企業体 福岡２０１号猪熊地区改良工事 〒820-0021 福岡県飯塚市潤野１２３８－１８

竹下建設工業（株） 下大渡野地区構造物外設置工事 〒852-8151 長崎県長崎市泉３丁目３番１号

（株）田代組 向田地区下流環境整備水制設置工事 〒895-0041 鹿児島県薩摩川内市隈之城町１８６５

堤工業（株） 福岡208号　徳益高架橋下部工P47工事 〒832-0059 福岡県柳川市下宮永町620番地

（株）中野建設
八丁畷町地区電線共同溝管渠推進工工
事

〒840-8588 佐賀県佐賀市水ヶ江二丁目11番23号

（株）中山建設 大門地区築堤護岸工事 〒866-0833 熊本県八代市夕葉町３－７

南生建設（株）
鹿児島１０号加治木地区（上り線）舗装工
事

〒892-0848 鹿児島県鹿児島市平之町８－１３

日新興業（株） 平成２３年度　中の瀬地区歩道整備工事 〒882-0812 宮崎県延岡市本小路７４

野村建設工業（株） 平成２４年度大隅管内橋梁補修補強工事 〒899-1611 鹿児島県阿久根市赤瀬川3028番地

（株）百花園 古代の森主園路舗装外工事 〒847-0013 佐賀県唐津市南城内３－３２

南日本興業（株） 飯田橋外補修工事 〒880-0943 宮崎県宮崎市生目台西３丁目８番地１

住          所



災害復旧等功労業者（工事部門）表彰（８社）

優良施工業者 表彰工事名

（株）尾方組 元井谷水源応急対策工事 〒868-0201 熊本県球磨郡五木村甲５４２４－３

（株）上津建設
平成２４年度牛根境地区応急復
旧工事

〒899-4633 鹿児島県垂水市二川１０２２番地

川原興業（株） 花月川住吉地区緊急復旧工事 〒877-0062 大分県日田市大字上野６１４

木原建設（株） 矢部川六合地区緊急復旧工事 〒839-0261 福岡県柳川市大和町皿垣開４６

光進建設（株）
熊本５７号　滝室橋斜面緊急復
旧工事

〒861-8035 熊本県熊本市東区御領２丁目28番1号

（株）杉本建設
熊本５７号　阿蘇市滝室地区緊
急迂回路設置工事

〒869-2221 熊本県阿蘇市役犬原98-3

大乗技建日本（株）
田口及び下手砂防堰堤緊急除
石工事

〒868-0201 熊本県球磨郡五木村甲１０４６番地－９

（株）森工業
熊本５７号　阿蘇市坂梨地区斜
面崩壊緊急復旧工事

〒869-2225 熊本県阿蘇市黒川1347番地

住          所



災害復旧等功労業者（業務部門）表彰（５社）

優良施工業者 表彰業務名

（株）エスケイエンジニアリング
平成２４年度花月川浸水状況調
査業務

〒818-0072 福岡県筑紫野市二日市中央１－１－５０

九州建設コンサルタント（株）
阿蘇市一の宮町坂梨地区外法
面崩壊緊急測量及び設計業務

〒870-0946 大分県大分市大字曲936-1

（株）橋梁コンサルタント 福岡支社
阿蘇市一の宮町坂梨地区仮橋
外緊急調査及び設計業務

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東１丁目9番11号
大成博多駅東ビル6F

大和コンサル（株）
平成２４年度矢部川浸水状況調
査業務

〒830-0022 福岡県久留米市城南町２３－３

日本地研（株）
矢部川災害復旧地質調査検討
業務

〒812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡５－２５－２５

住          所



災害復旧等功労業者（支援・協力部門）表彰（４社）

優良施工業者 表彰概要

九州環境建設（株） 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

（株）タカセ・エンジニアリング 災害防止活動等における貢献 〒877-0037 大分県日田市大字竹田４１６－９

（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山領３３２－１

（株）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

住          所




