
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　光武
みつたけ

　　（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２６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 ６ 年 ７ 月 １ ７ 日

九 州 地 方 整 備 局



（別添）

平成２６年７月１７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 非常勤職員（医員） 　  ３名

② 道路モニター 　  ３名

③   　３名

④ 水門等操作員   ３５名

⑤  ６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   １８名

⑧ 優秀建設現場従事者   １２名

⑨ 若手優秀技術者 　１５名

⑩ 優秀技術者（業務部門） 　２２名

⑪ 優良施工業者（工事、業務部門）   ９４社（団体）

⑫ 安全施工業者   ２０社（団体）

⑬ 　  １社

●表彰式

日　　時 平成２６年７月１７日（木）　１０：４５～

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、天候等の状況により中止する場合があります。

契約後ＶＥ優良施工業者

地域協働の河川管理の推進における功労（団体）

「平成２６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）

非常勤職員（医員）（３名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

久留　敏弘 ヒサドメ　トシヒロ 永年にわたり嘱託医として職員の健康管理業務に精励 鹿児島県

平塚　敏 ヒラツカ　サトシ 永年にわたり嘱託医として職員の健康管理業務に精励 福岡県

南曲　尚 ミナミマガリ　ヒサシ 永年にわたり嘱託医として職員の健康管理業務に精励 鹿児島県

道路モニター（３名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

井野上　 宗 イノウエ　タカシ 永年にわたる道路モニター業務に精励 大分県

朝長　  廣 トモナガ　ヒロシ 永年にわたる道路モニター業務に精励 長崎県

山ノ内　マサ子 ヤマノウチ　マサコ 永年にわたる道路モニター業務に精励 福岡県

地域協働の河川管理の推進における功労【個人】（３名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

駄田井　正 ダタイ　タダシ 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

野見山　ミチ子 ノミヤマ　ミチコ 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

濱崎　　勝 ハマサキ　マサル 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

水門等操作員（３５名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

今村　利彦 イマムラ　トシヒコ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

植村　優 ウエムラ　マサル 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

岡島　健一 オカジマ　ケンイチ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

小川内　繁利 オガワウチ　シゲトシ 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

甲斐　敏則 カイ　トシノリ 永年にわたる水門操作業務に精励 宮崎県

梶原　錠三 カジワラ　ジョウゾウ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

川口　繁美 カワグチ　シゲミ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

木村　一雄 キムラ　カズオ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

黒川　元輔 クロカワ　ゲンスケ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

桑野　軍治 クワノ　グンジ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

後藤　哲郎 ゴトウ　テツロウ 永年にわたる水門操作業務に精励 宮崎県

笹川　覺 ササガワ　サトル 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県



水門等操作員（３５名）

下津　昇 シモツ　ノボル 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

園田　静雄 ソノダ　シズオ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

髙島　秀一 タカシマ　シュウイチ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

田代　典康 タシロ　ノリヤス 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

田中　洋三 タナカ　ヨウザブ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

田村　孝幸 タムラ　タカユキ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

田村　利文 タムラ　トシフミ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

寺町　正人 テラマチ　マサト 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

永野原　靜夫 ナガノハラ　シズオ 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

中村　友義 ナカムラ　トモヨシ 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

成松　繁春 ナリマツ　シゲハル 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

濵野　守男 ハマノ　モリオ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

深町　荘一郎 フカマチ　ソウイチロウ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

藤田　靖智 フジタ　ヤストモ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

松浦　克己 マツウラ　カツミ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

松崎　智好 マツザキ　トモヨシ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

松瀬　史郎 マツセ　シロウ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

松田　博美 マツダ　ヒロミ 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

丸下　春松 マルシタ　ハルマツ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

三嶋　達雄 ミシマ　タツオ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

溝辺　力 ミゾベ　チカラ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

宮本　守 ミヤモト　マモル 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

芳野　俊正 ヨシノ　トシマサ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

地域協働の河川管理の推進における功労【団体】（６団体）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

犬鳴川みどりの会 イヌナキガワミドリノカ
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　大川未来塾 エヌピーオーホウジン
オオカワミライジュク

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

ＮＰＯ法人　大淀川流域ネットワーク
エヌピーオーホウジン
オオヨドガワリュウイキ
ネットワーク

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

ＮＰＯ法人　拓生会 エヌピーオーホウジン
タクセイカイ

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　ひた水環境ネットワークセンター
エヌピーオーホウジン
ヒタミズカンキョウネッ
トワークセンター

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 大分県

番匠川流域ネットワーク バンジョウガワリュウイ
キネットワーク

番匠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 大分県



道路環境の保全美化功労団体（４団体）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

霧島会 キリシマカイ 国道１０号の保全及び美化に協力 宮崎県

県立浮羽工業高等学校ＥＧクラブ
ケンリツウキハコウ
ギョウコウトウガッコウ
イージークラブ

国道２１０号の保全及び美化に協力 福岡県

多久市そうじの会 タクシソウジノカイ 国道２０３号の保全及び美化に協力 佐賀県

多寿喜会 タスキカイ 国道３４号の保全及び美化に協力 長崎県



優秀現場代理人・主任（監理）技術者（１８名）

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

網屋　弘 アミヤ　ヒロシ 福地建設（株） 鶴田ダムフーチング補修工事 鹿児島県

石原　淳也 イシハラ　ジュンヤ （株）植村組
鹿児島２２５号郡元地区電線共同溝（南郡元工
区）工事

鹿児島県

板倉　直樹 イタクラ　ナオキ 後藤建設（株） 大野川耐震対策（その３）工事 大分県

梅木　勝則 ウメキ　カツノリ 佐藤企業（株） 国道５７号滝室地区（２工区）法面災害復旧工事 熊本県

嬉野 哲哉 ウレシノ　テツヤ 牟田建設（株） 佐賀２０３号鷹取地区外改良工事 佐賀県

河村　敏和 カワムラ　トシカズ
（株）日本ピ－エス  福岡
支店

熊本３号湯浦川橋上部工（Ｐ３～Ｐ６）工事 福岡県

木村　敏治 キムラ　トシハル 福岡道路　（株） 平成２４年度　福岡維持管内交通安全対策工事 福岡県

幸野　勝美 コウノ　カツミ （株）菅組
別府港海岸（上人ヶ浜地区）潜堤築造工事（２工
区）

大分県

瀬利　穣 セリ　ユタカ アスミオ．（株） 福岡３号東比恵（２）地区電線共同溝２工区工事 福岡県

中迫　誠二 ナカサコ　セイジ （株）岡﨑組 名貫橋側道橋外補修工事 宮崎県

中村　善洋 ナカムラ　ヨシヒロ 唐津土建工業（株） 佐賀４９７号古里２号橋下部工工事 佐賀県

鍋山　徹 ナベヤマ　トオル 徳澤建設（株） 沢尻橋架替（下部工）その他工事 鹿児島県

西山　伸幸 ニシヤマ　ノブユキ （株）盛武組
東九州道（県境～北川）熊野江地区６号函渠工
工事

宮崎県

東　洋二 ヒガシ　ヨウジ 味岡建設（株） 国道５７号滝室洞門（２工区上り）下部工工事 熊本県

前村　和文 マエムラ　カズフミ 三和建設（株） 九折瀬第２砂防堰堤工事 熊本県

三上　智和 ミカミ　トモカズ （株）愛宕建設工業 福岡３号　博多バイパス外安全対策工事 福岡県

森　豊稔 モリ　トヨノリ 藤木建設（株） 山鹿地区堤防護岸外応急補修工事 福岡県

森下　雅智 モリシタ　マサトモ （株）緒方建設 国道５７号滝室洞門（１工区下り）下部工工事 熊本県



優秀建設現場従事者（１２名）

氏    名 フリガナ
会社

所在地

相原　勲 アイハラ　イサオ 福岡県

石田　健一 イシダ　ケンイチ 宮崎県

石野　洋 イシノ　ヒロシ 鹿児島県

上元　利美 カミモト　トシミ 宮崎県

高木　伸介 タカギ　シンスケ 鹿児島県

忠政　儀洋 タダマサ　ヨシヒロ 熊本県

原　　周平 ハラ　シュウヘイ 福岡県

平形　弘行 ヒラカタ　ヒロユキ 佐賀県

宮﨑　康次郎 ミヤザキ　ヤスジロウ 熊本県

向　英喜 ムカイ　ヒデキ 大分県

完山　清貴 モトヤマ　キヨタカ 大分県

山元　鶴男 ヤマモト　ツルオ 鹿児島県佐藤建設（株）【職長】

（株）麻生島工務店【職長】

（有）新和産業【重機オペレーター】

（株）村尾運送【クレーンオペレーター】

龍南建設（株）【職長】

（株）楠田【職長】

九州日植（株）　熊本営業所【法面工】

会 社 名

小野田ケミコ（株）  九州支店【主任技術者】

天建組（株）【オペレーター・職長】

（株）橘新建設【職長】

東和安全産業（株）【路面表示施工技能士】

新和重機建設（株）【土工（重機オペレーター）】



若手優秀技術者（１５名）

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

石川　了一 イシカワ　リョウイチ 梅高建設（株） 大野川耐震対策（その１）工事 大分県

稲垣　浩一 イナガキ　コウイチ 上田工業（株） 野田地区上流治水対策（河道掘削）工事 宮崎県

岩田　吉弘 イワタ　ヨシヒロ （株）佐伯建設 別府港海岸（北浜地区２）上部工築造工事 大分県

小川　武洋 オガワ　タケヒロ
若築建設（株）  九州支
店

鹿児島港（中央港区）橋梁（Ｃ）（Ｐ２-Ａ２）上部工
事

福岡県

苧園　昌史 オゾノ　マサフミ 三和建設（株） 渡地区付属施設工事 熊本県

門田　耕次 カドタ　コウジ 南生建設（株） 国道３号鹿児島地区外舗装維持修繕工事 鹿児島県

金森　玄洋 カナモリ　ハルヒロ 安藤造園土木（株） 子供の砦（２期）整備工事 福岡県

古賀　達郎 コガ　タツロウ （株）渡辺組
志布志港（若浜地区）防波堤（沖）ケーソン製作
工事

鹿児島県

古賀　基二 コガ　モトジ （株）才田組 巨瀬川田主丸樋管新設外工事 福岡県

下川　博之 シモカワ　ヒロユキ
若築・関門港湾特定建設
工事共同企業体

関門航路（早鞆瀬戸地区）航路（―１４ｍ）浚渫
工事（前田Ｂ工区）

福岡県

鶴井　正吾 ツルイ　ショウゴ 中川建設（株） 福岡３２２号嘉麻地区改築工事 福岡県

延　和宏 ノブ　カズヒロ （株）髙喜工業 大浜中流地区築堤工事 熊本県

泥谷　隆洋 ヒジヤ　タカヒロ 鎌田建設（株） 隈之城川堤防補強その他工事 鹿児島県

丸山　雅也 マルヤマ　マサヤ 吉原建設（株） 祓川遊砂地（その１）工事 宮崎県

村井　雄一 ムライ　ユウイチ （株）森工業 国道５７号滝室洞門（１工区上り）下部工工事 熊本県



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

石井　健太郎 イシイ　ケンタロウ
（株）オリエンタルコンサルタンツ
九州支店

平成２５年度　伊万里道路外設計測量業
務

福岡県

大江　和正 オオエ　カズマサ
八千代エンジニヤリング（株）
九州支店

嘉瀬川ダム施設・設備挙動解析評価検討
業務

福岡県

岡田　敏治 オカダ　トシハル （株）日水コン　九州支所 松浦川水系環境整備事業評価検討業務 福岡県

柿原　芳彦 カキハラ　ヨシヒコ 応用地質（株）  九州支社
福岡２０１号行橋インター関連軟弱地盤対
策工検討業務

福岡県

加登住　誠 カトズミ　マコト
立野ダム地質総合解析業務八
千代エンジニヤリング・九州地質
コンサルタント設計共同体

立野ダム地質総合解析業務 福岡県

近藤　玲次 コンドウ　レイジ （一財）砂防・地すべり技術センター
平成２５年度　雲仙岳水無川事業評価検
討業務

東京都

坂本　洋 サカモト　ヒロシ
（株）建設技術研究所
九州支社

平成２５年度　番匠川河道対策検討業務 福岡県

佐渡　耕一郎 サド　コウイチロウ
（株）地圏総合コンサルタント
九州支店

遠賀川水系堤防安全性照査及び堤防強
化対策設計業務

福岡県

高瀬　和博 タカセ　カズヒロ
（株）三洋コンサルタント
九州支店

管内防波堤津波対策水理特性検討調査 福岡県

髙山　知司 タカヤマ　トモツカ （一財）沿岸技術研究ｾﾝﾀｰ
有明海及び周防灘における埋没対策高度
化検討調査

東京都

竹原　哲郎 タケハラ　テツロウ 日本工営（株）  福岡支店
大規模土砂移動検知センサー配置計画
検討業務

福岡県

竹本　謙二 タケモト　ケンジ （株）国土開発コンサルタント
平成２５年度　延岡管内道路施設点検業
務

宮崎県

田中　智行 タナカ　トモユキ
中央コンサルタンツ（株）
福岡支店

平成２５年度　宮崎大橋外橋梁補修設計
業務

福岡県

田原　和久 タバル　カズヒサ
パシフィックコンサルタンツ（株）
九州支社

浜玉高架橋外耐震補強設計業務 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２５年度　長崎管内道路調査計画業
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

球磨川水系環境整備評価検討業務 福岡県

二井　伸一 ニイ　シンイチ （株）アンジェロセック
平成２４年度　有明海沿岸道路（南部地
区）道路設計外業務

東京都

西村　一朗 ニシムラ　イチロウ （株）長大  福岡支社
国道３号熊本地区外橋梁耐震補強設計業
務

福岡県

福田　周吾 フクダ　シュウゴ
（株）橋梁コンサルタント
福岡支社

平成２５年度　小峰高架橋（下り線）実施
設計業務

福岡県

優秀技術者（業務部門）（２２名）



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

優秀技術者（業務部門）（２２名）

松下　俊樹 マツシタ　トシキ
（株）建設技術研究所
九州支社

合志川堰改築検討設計業務 福岡県

宮本　一史 ミヤモト　カズフミ
八千代エンジニアリング（株）
九州支店

平成２５年度　大分管内道路交通特性外
調査検討業務

福岡県

若泉　誠 ワカイズミ　マコト
（株）建設環境研究所
九州支社

平成２４・２５年度　東九州道基礎調査業
務

福岡県



優良施工業者（工事部門）（５３社）

会    社    名 表彰工事名

朝日工業（株）
大分１０号別大拡幅日出地区第３工区外改築
工事

〒870-0018 大分県大分市豊海４丁目３番１９号

味岡建設（株） 国道５７号滝室洞門（２工区上り）下部工工事 〒868-0501 熊本県球磨郡多良木町多良木１４４番地の１

アスミオ.（株）
福岡３号東比恵（２）地区電線共同溝２工区工
事

〒819-0038 福岡県福岡市西区大字羽根戸１５９－４

（株）愛宕建設工業 福岡３号博多バイパス外安全対策工事 〒819-0025 福岡県福岡市西区石丸１丁目１５番１４号

安藤造園土木（株） 子供の砦（１期）整備工事 〒814-0002 福岡県福岡市早良区西新２－１－５４

（株）池田建設 大浜上流地区築堤工事 〒861-5401 熊本県玉名市天水町小天７３７１

岩崎建設（株） 福岡２０１号糸飛大橋外７橋橋梁補修工事 〒810－0002 福岡県福岡市中央区西中州１２番２５号

（株）植村組
鹿児島２２５号郡元地区電線共同溝（南郡元工
区）工事

〒890-0008 鹿児島県鹿児島市伊敷５丁目９番８号

（株）大藪組 星野川柳原地区掘削排水工事 〒833-0005 福岡県筑後市長浜２０４３－１

（株）岡﨑組 名貫橋側道橋外補修工事 〒880-0916 宮崎県宮崎市大字恒久１８００－１

（株）緒方建設 国道５７号滝室洞門（１工区下り）下部工工事 〒861-1324 熊本県菊池市野間口１０９７

岡本土木（株）
福岡２００号茶売町地区下り１工区電線共同溝
工事

〒802-0073 福岡県北九州市小倉北区貴船町９番１３号

唐津土建工業（株） 佐賀４９７号古里２号橋下部工工事 〒847-0861 佐賀県唐津市二タ子２丁目７番５１号

（株）川原建設 蕨野下流地区築堤・掘削工事 〒871-0434 大分県中津市耶馬溪町大字樋山路３８番地

（株）岸本組 徳須恵川護岸補修外工事 〒847-0881 佐賀県唐津市竹木場５２０６番地８２

（株）九南
東九州道（北浦～須美江）熊野江第二トンネル
照明設備設置工事

〒880-0912 宮崎県宮崎市大字赤江２番地

（株）協和製作所 岩弘第６樋管外機械設備工事 〒849-0921 佐賀県佐賀市高木瀬西六丁目１０番１号

（株）熊丸組 福岡２０８号八江地区無電柱化１工区工事 〒830-0421 福岡県三潴郡大木町大字奥牟田８２７－６

黒木建設（株） 佐賀２０２号白野地区改築工事 〒848-0045 佐賀県伊万里市松島町１００－１

建設サービス（株）
大分営業所

大分地区道路維持補修工事 〒870-1123 大分県大分市大字寒田字ダイ１０５７－２

コイト電工（株）
九州支店

東九州道（県境～北川）古江トンネル非常用設
備設置工事

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南２丁目９番１６号

佐藤企業（株）
国道５７号滝室地区（２工区）法面災害復旧工
事

〒862-0913 熊本県熊本市東区尾ノ上４丁目１９番４号

（株）下村建設 田頭地区河道掘削及び護岸工事 〒845-0022 佐賀県小城市三日月町久米１９４６

住          所



優良施工業者（工事部門）（５３社）

会    社    名 表彰工事名 住          所

親栄電設（株）
鹿児島３号新武岡トンネル外照明設備設置工
事

〒892-0805 鹿児島県鹿児島市大竜町６番８号

（株）菅組 取水設備基礎掘削工事 〒872-1202 大分県豊後高田市香々地４０８９

（株）菅組
別府港海岸（上人ヶ浜地区）潜堤築造工事（２
工区）

〒872-1202 大分県豊後高田市香々地４０８９

双峰設備（株） 長崎県警察機動隊機械設備工事 〒857-1166 長崎県佐世保市木風町１４７３番地７

（株）タカセ・エンジニアリング 女島第２樋管外機械設備工事 〒877-0000 大分県日田市大字竹田４１６番地の９

徳澤建設（株） 沢尻橋架替（下部工）その他工事 〒899-7301 鹿児島県曽於郡大崎町菱田２５９３番地１

（株）友岡組 大分５７号大野竹田道路尾峰地区改良外工事 〒879-6433 大分県豊後大野市大野町大原１１７２番地２

（株）友岡建設
東九州道（佐伯～蒲江）古市地区第４工区改
良工事

〒878-0011 大分県竹田市大字会々２８０８－５

（株）名村造船所
      福岡営業所

平成２５年度　新代横断歩道橋上部工工事 〒810－0001 福岡県福岡市中央区天神３丁目２番２０号

日本道路（株）
九州支店

鹿児島３号東西道路田上地区舗装工事 〒815-0033 福岡県福岡市南区大楠２丁目１２番１２号

（株）日本ピ－エス
      福岡支店

熊本３号湯浦川橋上部工（Ｐ３～Ｐ６）工事 〒812-0024 福岡県福岡市博多区綱場町２－２

（株）平昭 福岡西維持管内橋梁補修補強工事 〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田２丁目４番５２号

福岡道路（株）
平成２４年度　福岡維持管内交通安全対策工
事

〒812-0054 福岡県福岡市東区馬出1丁目１番１９号

福地建設（株） 鶴田ダムフーチング補修工事 〒899-6507 鹿児島県霧島市牧園町宿窪田２５１６

藤木建設（株） 山鹿地区堤防護岸外応急補修工事 〒807-0083 福岡県北九州市八幡西区大平３－１６－１０

富士通ネットワークソ
リューションズ（株）九州支
店

山鹿大堰放流設備制御処理装置設置工事 〒812-8510 福岡県福岡市博多区東比恵３－１－２

豊明建設（株） 平成２４年度　牛根境地区災害復旧工事 〒893-0005 鹿児島県鹿屋市共栄町１６番４号

（株）堀内組 長崎２０５号指方地区外改築工事 〒858-0908 長崎県佐世保市光町１０９番地

松本建設（株） 日南税務署（２４）増築その他工事 〒880-0021 宮崎県宮崎市清水１丁目９番２４号

（株）ミサト技建 国道３号緑川橋外１橋耐震補強工事 〒861-8043 熊本県熊本市東区戸島西６丁目１０番５号

（株）ミゾタ 下宮永排水機場２号主ポンプ外設備改造工事 〒840-8686 佐賀県佐賀市伊勢町１５番１号

三和建設（株） 九折瀬第２砂防堰堤工事 〒868-0035 熊本県人吉市五日町２６－５

南日本興業（株） 新狩野橋外橋梁補修工事 〒880-0943 宮崎県宮崎市生目台西３丁目８番地１



優良施工業者（工事部門）（５３社）

会    社    名 表彰工事名 住          所

牟田建設（株） 佐賀２０３号鷹取地区外改良工事 〒842-0103 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲１７５６

（株）メンテック 久留米維持管内橋梁耐震補強工事 〒839ｰ0861 福岡県久留米市合川町４２２番地

（株）森工業 国道５７号滝室洞門（１工区上り）下部工工事 〒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）熊野江地区６号函渠
工工事

〒889-0102 宮崎県延岡市北川町長井３９１４番地

森塗装（株） 日向大橋外補修工事 〒880-0824 宮崎県宮崎市大島町笹原１９８９番地

龍南建設（株） 蔵元第１樋管及び特殊堤整備工事 〒880-0921 宮崎県宮崎市大字本郷南方１８５７番地３

若築・安部日鋼特定建設
工事共同企業体

鹿児島港（中央港区）橋梁（Ｃ）（Ｐ２～Ａ２）上部
工事

〒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）（４１社）

会    社    名 表彰業務名

（株）旭総合コンサルタント
平成２４年度　花月川災害復旧工事藤山地
区用地調査等業務

〒885-0044 宮崎県都城市安久町６３３８番地５

（株）アバンス
平成２５年度　熊本管内交通安全事業地質
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
平成２４年度　有明海沿岸道路（南部地区）
道路設計外業務

〒163-1343 東京都新宿区西新宿６－５－１

（株）エイト日本技術開発
      九州支社

平成２４年度　末市トンネル外詳細設計業務 〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東１丁目１６
番１４号

（一財）沿岸技術研究センター
有明海及び周防灘における埋没対策高度化
検討調査

〒102-0092 東京都千代田区隼町３－１６

（株）オービット
福岡２０２号福重地区電線共同溝台帳作成
外業務

〒812-0894
福岡県福岡市博多区諸岡１丁目２２番９
号

（株）オリエンタルコンサルタンツ
　　　九州支店

平成２５年度　行橋・筑豊管内橋梁補強補修
設計業務

〒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１２階

基礎地盤コンサルタンツ（株）
九州支社

下大隈地区地質調査解析業務 〒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２５年度　福岡２０１号事業認定事前相
談用資料作成業務

〒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） 樋田地区外測量設計業務 〒870-0946 大分県大分市大字曲９３６番地の１

（株）橋梁コンサルタント
 　　    福岡支社

大川佐賀道路橋梁予備設計外業務 〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東１丁目９番
１１号

（株）建匠コンサルタント
平成２５年度　佐賀国道事務所用地調査点
検等技術業務

〒840-0054 佐賀県佐賀市水ヶ江五丁目８番１１号

（株）建設環境研究所
      九州支社

球磨川水系環境整備評価検討業務 〒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

平成２５年度　番匠川河道対策検討業務 〒810-0041　
福岡県福岡市中央区大名２丁目４番１２
号

建設情報コンサルタンツ（株）
平成２５年度　宮之城出張所管内河川管理
資料作成（その２）業務

〒895-0065 鹿児島県薩摩川内市宮内町４１２５－２

（株）国土開発コンサルタント 平成２５年度　延岡管内道路施設点検業務 〒880-0015 宮崎県宮崎市大工３丁目１５５番地

（一財）砂防・地すべり技術センター
平成２５年度　雲仙岳水無川事業評価検討
業務

〒102-0074
東京都千代田区九段南４－８－２１山脇ビ
ル

砂防エンジニアリング（株）
九州支社

大幡第１砂防堰堤補強外設計業務 〒862-0972
熊本県熊本市中央区新大江２丁目１２番
１号

（株）三洋コンサルタント
      九州支店

管内防波堤津波対策水理特性検討調査 〒800-0031 福岡県北九州市門司区高田１－３－１

新門司沖土砂処分場（３工区）技術検
討調査沿岸技術研究センター・日建設
計シビル設計共同体

新門司沖土砂処分場（３工区）技術検討調査 〒102-0092 東京都千代田区隼町３－１６

（株）新和コンサルタント
平成２５年度　祓川遊砂地用地調査等（高原
町地内）業務

〒818-0131 福岡県太宰府市水城２丁目１８番３７号

（株）セイコー 国道２０８号浦島橋関連地質調査業務 〒830-0055 福岡県久留米市上津１丁目２４番１３号

（株）西部技建コンサルタント
平成２５年度　高千穂日之影道路外測量設
計業務

〒886-0004 宮崎県小林市細野４１５８番地

（株）綜合技術コンサルタント
      九州支店

都城道路（南横市～平塚）道路詳細設計外
業務

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前１－９－３

（株）大建補償コンサルタント
菊池川水系菊池川小島地区（上流）外再算
定等業務

〒810－0074
福岡県福岡市中央区大手門２丁目１０番
２８号

住          所



優良施工業者（業務部門）（４１社）

会    社    名 表彰業務名 住          所

（株）高崎総合コンサルタント
平成２５年度　宮崎海岸モニタリング深浅測
量業務

〒839ｰ0807 福岡県久留米市東合川３丁目７番５号

（株）長大 福岡支社
東九州道（清武～北郷）広渡川橋修正設計
業務

〒810－0004
福岡県福岡市中央区渡辺通１丁目１番１
号

（株）東京建設コンサルタント
      九州支社

平成２５年度　宮崎海岸侵食対策効果・影響
分析及び対応検討業務

〒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）
大分川・大野川治水対策測量設計その他業
務

〒870-0856 大分県大分市大字畑中４３３番地

中日本航空（株）
福岡営業所

大分県南部航空レーザ計測（豊後大野市北
部ほか）業務

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東１丁目１４
番３３号

西日本技術開発（株） 彦山川下境地区河道整備検討業務 〒810－0004
福岡県福岡市中央区渡辺通１丁目１番１
号

（株）日水コン 九州支所 松浦川水系環境整備事業評価業務 〒812-0038
福岡県福岡市博多区祇園町７－２０（博多
祇園センタープレイス）

日鉄鉱コンサルタント（株）
九州本社

平成２５年度　大川佐賀道路津地区外道路
詳細設計業務

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目６番
２３号

（一社）日本建設機械施工協会 歩道（小型）清掃車の改良に関する検討業務 〒105-0011
東京都港区芝公園３－５－８　機械振興
会館内

日本工営（株） 福岡支店
大規模土砂移動検知センサー配置計画検討
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

付替林道河内地区中流測量設計業務 〒810－0001
福岡県福岡市中央区天神２丁目８番３０
号

（株）萩原技研
平成２５年度　矢部川大規模災害関連泰仙
寺地区外補償説明業務

〒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 浜玉高架橋外耐震補強設計業務 〒812-0011

福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目１９
番２４号

（株）パスコ 佐賀支店
唐津港・伊万里港国有港湾施設老朽化点検
調査

〒840-0804 佐賀県佐賀市神野東２－２－１

（株）福山コンサルタント
平成２５年度　熊本管内道路計画基礎資料
作成業務

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目６番
１８号

八千代エンジニヤリング（株）
九州支店

平成２５年度　長崎管内道路調査計画業務 〒810-0062　 福岡県福岡市中央区荒戸２－１－５



安全施工業者（２０社）

会    社    名 表彰工事名

（株）ＩＨＩインフラ建設　九州支店 松原ダムコンジットゲート２号改修工事 〒810－0011福岡県福岡市中央区高砂１－１１－３

（株）荒木組 新地地区外築堤及び河道掘削工事 〒854-0062 長崎県諫早市小船越町２－３

（株）石橋組 黒目地区上流部築堤護岸工事 〒825－0002福岡県田川市大字伊田９９の４

上田工業（株） 野田地区上流治水対策（河道掘削）工事 〒882-0837 宮崎県延岡市古城町5丁目46番地

（株）内村電設 日南労基（２４－２）電気改修その他工事 〒885-0073 宮崎県都城市姫城町１９街区１５号

鎌田建設（株） 鹿児島３号都ＩＣ跨道橋工事 〒899-4462 鹿児島県霧島市国分敷根１４１

（株）河建 矢部川鷹ノ尾地区外護岸災害復旧工事 〒839-0215 福岡県みやま市高田町濃施６３４

（株）髙喜工業 大浜中流地区築堤工事 〒861-0541 熊本県山鹿市鍋田１７７４－１

後藤建設（株） 大野川耐震対策（その３）工事 〒870-0131 大分県大分市大字皆春５５０番地の１

（株）センコー企画 大分川ダム管内維持工事 〒870-0318 大分県大分市大字丹生１９３－６

（株）高山組
一般国道２０８号柳川地区高畑大橋補強
工事

〒839-1302 福岡県うきは市吉井町徳丸３２５－１

谷川建設工業㈱
東九州道（佐伯～蒲江）佐伯南ＩＣ地区改
良工事

〒876-0852 大分県佐伯市常盤南町８－３３

（株）土井組 国道３号水俣地区外防災工事 〒869-4213 熊本県八代市鏡町有佐２２６番地

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

外薗建設工業（株） 川内川下流地区河道維持その他工事 〒895-0067 鹿児島県薩摩川内市上川内町３２５５番地

松尾建設（株） 兵庫地区路面整備工事 〒840-8666 佐賀県佐賀市八幡小路 １番１０号

松田産業（株）
裁判所平戸支部（２５）建築改修その他工
事

〒859-4807 長崎県平戸市田平町里免２４３－３

丸昭建設株式会社 熊本３号上下門橋下部工（Ａ１）外工事 〒868-0071 熊本県人吉市西間上町２４７９－１

峰組・松永産業経常建設共同企業体 大藪排水樋管改築及び築堤工事 〒849-0501
佐賀県杵島郡江北町大字山口１３９８番地
１

（株）渡辺組
志布志港（若浜地区）防波堤（沖）ケーソン
製作工事

〒890-0045 鹿児島県鹿児島市武２－４－１

住          所



契約後ＶＥ優良施工業者（１社）

会    社    名 表彰工事名

前田建設工業（株）
九州支店

東九州道（佐伯～蒲江）山口第１トンネル
新設工事

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１４
番１号

住          所


