
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　小野
お の

　　（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

　 別添のとおり、平成２７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 ７ 年 ７ 月 １ ５ 日

九 州 地 方 整 備 局



（別添）

平成２７年７月１５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） 　  ４名

② 道路モニター 　  １名

③   　４名

④ 水門等操作員   ３７名

⑤ 各種委員会における功労   　２名

⑥  ２団体

⑦ 道路環境の保全美化功労団体  ７団体

⑧ 優秀現場代理人・主任（監理）技術者   １６名

⑨ 優秀建設現場従事者   １３名

⑩ 若手優秀技術者 　１６名

⑪ 優秀技術者（業務部門） 　１６名

⑫ 優良施工業者（工事、業務部門）   ８１社（団体）

⑬ 安全施工業者   １９社（団体）

⑭ 　  １社

⑮ 　  １社

●表彰式

日　　時 平成２７年７月１５日（水）　１０：３０～

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２７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）

災害復旧等功労業者



（別紙）

非常勤職員（医員）（４名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

岩下　徹 イワシタ　トオル 永年にわたり嘱託医として職員の健康管理業務に精励 宮崎県

倉富　明彦 クラトミ　アキヒコ 永年にわたり嘱託医として職員の健康管理業務に精励 熊本県

深堀　茂樹 フカホリ　シゲキ 永年にわたり嘱託医として職員の健康管理業務に精励 長崎県

渡邊　尚 ワタナベ　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 佐賀県

道路モニター表彰（１名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

大原　正道 オオハラ　マサミチ 永年にわたる道路モニター業務に精励 長崎県

地域協働の河川管理の推進への功労【個人】（４名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

畦元  敦夫 アゼモト　アツオ 川内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 鹿児島県

上野　豊 ウエノ　ユタカ 川内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 鹿児島県

櫛山  武司 クシヤマ　タケシ 川内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 鹿児島県

中村  周二 ナカムラ　シュウジ 川内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 鹿児島県

水門等操作員表彰（３７名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

出水田  秋宣 イズミダ　アキノブ 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

市丸  邦雄 イチマル　クニオ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

牛島  英昭 ウシジマ　ヒデアキ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

鵜木  正義 ウノキ　マサヨシ 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

大内  明 オオウチ　アキラ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

大島  佳弘 オオシマ　ヨシ ヒロ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

小川  正志 オガワ　マサシ 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

鬼武  勘治 オニタケ　カンジ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

鬼武  孝則 オニタケ　タカノリ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

梶原  直 カジワラ　スナオ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

梶原  宏隆 カジワラ　ヒロタカ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

川原  啓子 カワハラ　ケイコ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県



水門等操作員表彰（３７名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

古賀  繁美 コガ　シゲミ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

児玉  孝二 コダマ　コウジ 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

﨑田  英治 サキタ　エイジ 永年にわたる水門操作業務に精励 長崎県

治部田  惇 ジブタ　アツシ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

清水  雅史 シミズ　マサシ 永年にわたる水門操作業務に精励 長崎県

田嶋  譲治 タジマ　ジョウジ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

田中  智明 タナカ　トモアキ 永年にわたる水門操作業務に精励 長崎県

田村  英俊 タムラ　ヒデトシ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

德永　一成 トクナガ　カズナリ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

永田  一俊 ナガタ　カズトシ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

西  幸次 ニシ　コウジ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

西村  俊則 ニシムラ　トシノリ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

野見山  征一 ノミヤマ　セイイチ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

野見山  正峰 ノミヤマ　セイホウ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

橋本  勝也 ハシモト　カツヤ 永年にわたる水門操作業務に精励 長崎県

橋本  健多郎 ハシモト　ケンタロウ 永年にわたる水門操作業務に精励 長崎県

早瀬  真一 ハヤセ　シンイチ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

針本  守 ハリモト　マモル 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

藤田  治士 フジタ　ハルオ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

真﨑  勝士 マサキ　ショウシ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

森口  淸鬼 モリグチ　キヨキ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

森山  保人 モリヤマ　ヤスト 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

山之上  利則 ヤマノウエ　トシノリ 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

山本  真己 ヤマモト　マサミ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

米  博幸 ヨネ　ヒロユキ 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（２名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

長　　安六 オサ　ヤスロク 事業評価監視委員会における功労 長崎県

巌佐　　庸 イワサ　ヨウ 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】（２団体）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

ＮＰＯ法人   アザメの会 エヌピーオーホウジン
アザメノカイ

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

ＮＰＯ法人  みずのとらベル隊
エヌピーオーホウジン
ミズノトラベルタイ

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

道路環境の保全美化功労団体表彰（７団体）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

有明の海を守るふれあいの会
アリアケノウミヲマモル
フレアイノカイ 国道２０３号の保全及び美化に協力 佐賀県

株式会社くらこん九州工場
カブシキガイシャ　クラ
コンキュウシュウコウ
ジョウ

国道１０号の保全及び美化に協力 宮崎県

郷之原夢楽づくり協議会 ゴウノハラムラヅクリ
キョウギカイ 国道２２０号の保全及び美化に協力 鹿児島県

富土ロード美化同好会 フトロードビカドウコウ
カイ 国道２２０号の保全及び美化に協力 宮崎県

ブルーステージ大塔 ブルーステージダイト
ウ 国道３５号の保全及び美化に協力 長崎県

株式会社ホテルマリックス カブシキガイシャ ホテ
ルマリックス 国道１０号の保全及び美化に協力 宮崎県

ロードスターズ ロードスターズ 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）技術者表彰（１６名）

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

大渕　貴友 オオブチ　タカトモ （株）緒方建設 繁根木川高津原橋上流左岸地区護岸補修工事 熊本県

片山　大司 カタヤマ　ダイシ 吉川建設（株） 小船越交差点舗装外工事 長崎県

桑野　伸一 クワノ　シンイチ 岡本建設（株） 早津江川天神搦樋管改築（二期）工事 佐賀県

古賀　友康 コガ　トモヤス
ライト工業（株）九州統括
支店

有水地区外道路防災工事 福岡県

佐藤　崇 サトウ　タカシ 後藤建設（株） 荷尾杵地区道路工事 大分県

高木　英樹 タカキ　ヒデキ 岩崎建設（株） 福岡２号門司地区上り電線共同溝工事 福岡県

堤　洋二 ツツミ　ヨウジ 砥上建設（株） 福岡２０８号大牟田地区電線共同溝１工区工事 福岡県

徳永　幸弘 トクナガ　ユキヒロ （株）瀬口組
福岡２０８号　沖端高架橋下部工（Ｐ９・１０・１２）
工事

福岡県

東　澄夫 ヒガシ　スミオ 極東興和（株） 福岡支店 熊本３号町中第１橋外上部工工事 福岡県

樋口  遊 ヒグチ　ユウ
本間・大本 特定建設
工事共同企業体

博多港（箱崎ふ頭地区）岸壁（－１２ｍ）（改良）
工事（第２次）

福岡県

村田　一馬 ムラタ　カズマ （株）下村建設 佐賀４９７号左り平下地区外改良工事 佐賀県

安井　将晃 ヤスイ　マサテル （株）山﨑建設 楠排水樋管改築及び築堤工事 佐賀県

吉岡　正也 ヨシオカ　ショウヤ （株）明興建設 緑川鯨油地区築堤工事 熊本県

吉田　博信 ヨシダ　ヒロノブ 井樋建設（株） 星野川柳原地区河道部下流掘削法面工事 福岡県

與那嶺　昇 ヨナミネ　ノボル
北川ヒューテック（株）
九州支店

国道２２５号郡元地区路面整備工事 福岡県

渡邉　勝巳 ワタナベ　カツミ （株）橋口組
九州横断道（嘉島～山都）太田川橋下部工（P1)
工事

熊本県



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

伊東　司 イトウ　ツカサ 土工 福上産業（株） 鹿児島県

岡谷 康一 オカヤ　コウイチ 職長 日本海工（株）九州支店 福岡県

桑原 和夫 クワハラ　カズオ 職長 博多港管理㈱ 福岡県

津江　礼二 ツエ　レイジ 石工 津江石工技建 宮崎県

中川  英幸 ナカガワ　ヒデユキ 職長重機オペレーター （株）福井建設 佐賀県

中原　孝弘 ナカハラ　タカヒロ 土工（電線共同溝工） （株）地工 福岡県

大戸　尚克 ネギ　ヒサカツ とび･土工 (有)大善工業 大分県

濵田　昭雄 ハマダ　アキオ 職長 五月産業(株) 鹿児島県

濱田　幸次 ハマダ　コウジ 職長 （株）大島造船所 長崎県

福田　政行 フクダ　マサユキ 鉄筋工 （株）井手口鉄筋 佐賀県

町田 俊広 マチダ　トシヒロ 橋梁特殊工 （株）永江建設工業 熊本県

山根　英司 ヤマネ　ヒデジ 重機オペレータ （有）平神工業 大分県

山之口　務 ヤマノクチ　ツトム 職長（重機オペ） （有）山之口建設 鹿児島県



若手優秀技術者表彰（１６名）

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

池田  徹 イケダ　トオル
本間・大本  特定建設
工事共同企業体

博多港（箱崎ふ頭地区）岸壁（－１２ｍ）（改良）
工事（第２次）

福岡県

池田　英樹 イケダ　ヒデキ 堤工業（株）
福岡２０８号　徳益高架橋下部工（Ｐ４１－Ｐ４４）
工事

福岡県

井上　亘 イノウエ　ワタル 三和建設（株） 椎葉谷砂防堰堤他（２期）工事 熊本県

岩本　隆宏 イワモト　タカヒロ （株）長崎西部建設 長崎２０５号深谷橋下部工２期工事 長崎県

川津　修介 カワツ　シュウスケ 笹原建設（株） 唐原地区護岸外工事 大分県

駒走　政英 コマバシリ　マサヒデ （有）山之口建設 池之園地区堤防改良（第２工区）工事 鹿児島県

相良  大輔 サガラ　ダイスケ 宮川建設（株）
博多港（箱崎ふ頭地区）岸壁（－１２ｍ）（改良）
工事

福岡県

白石　英樹 シライシ　ヒデキ コーアツ工業（株） 佐賀３４号姉川橋上部工工事 鹿児島県

菅本　和洋 スガモト　カズヒロ 柴田建設（株） 付替林道河内地区上流（１工区）工事 大分県

田上　敦士 タノウエ　アツシ （株）杉本建設 熊本５７号千束平地区改築２期工事 熊本県

奈須　亮次 ナス　リョウジ 上田工業（株） 大貫地区掘削外工事 宮崎県

廣　勇喜 ヒロ　ユウキ 大菱電気工業（株） 長崎財務事務所（２５）電気改修工事 長崎県

三重　雅哉 ミエ　マサヤ 林建設（株） 宮内地区上流築堤護岸工事 鹿児島県

本梅　辰也 モトウメ　タツヤ 太陽開発（株） 西鎌瀬地区築堤護岸受託合併工事 熊本県

矢野　正成 ヤノ　マサナリ ＡＮＡＩ（株）
賀来川改修・県道小挾間大分線道路改良受託
合併外工事

大分県

山中  晶裕 ヤマナカ　アキヒロ
（株）  駒井ハルテック
九州営業所

中津港（田尻地区）道路（跨道橋）上部工事 福岡県



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

池本　大輔 イケモト　ダイスケ （株）有明測量開発社 五木村生活再建施設測量設計業務 熊本県

今薗　淳司 イマゾノ　アツシ （株）水野建設コンサルタント 南九州西回り自動車道設計及び測量業務 熊本県

緒方　秀行 オガタ　ヒデユキ （株）西部技建コンサルタント 境橋橋梁補修設計外業務 宮崎県

金田　尚司 カネダ　ショウジ
（株）綜合技術コンサルタント
九州支店

国道3号今古賀高架橋（下り）外1橋予備
設計業務

福岡県

工藤　徹郎 クドウ　テツロウ
（株）オリエンタルコンサルタンツ
九州支店

佐賀４９７号新田川橋（陸上部２工区）詳
細設計業務

福岡県

真田　慎一 サナダ　シンイチ 九州工営（株）
東九州道（清武～日南）道路改築関連測
量設計業務

宮崎県

下尾﨑　泰宏 シモオザキ　ヤスヒロ 大福コンサルタント（株） 肝属川水系護岸外測量設計業務 鹿児島県

竹内　博輝 タケウチ　ヒロキ
八千代エンジニヤリング（株）
九州支店

球磨川下流域水循環検討外設計業務 福岡県

千々岩　浩巳 チヂイワ　ヒロミ
日鉄鉱コンサルタント（株）
九州本社

平成２６年度　延岡１０号橋梁点検業務 福岡県

徳永　智宏 トクナガ　トモヒロ
（株）建設技術研究所
九州支社

立野ダム下流河川河床変動検討業務 福岡県

中島　悟 ナカシマ　サトル （株）ウエスコ九州支社
平成２５年度阿久根川内地区環境影響評
価書作成業務

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２６年度　今宿道路外整備効果等検
討業務

福岡県

平川　了治 ヒラカワ　リョウジ
パシフィックコンサルタンツ
（株）九州支社

平成２６年度六角川流域大規模浸水被害
軽減行動計画検討業務

福岡県

堀内　克男 ホリウチ　カツオ
大日本コンサルタント（株）
九州支社

平成２６年度隈ノ上川下御所橋簡易型詳
細設計業務

福岡県

三谷　由加里 ミタニ　ユカリ
（株）建設技術研究所
九州支社

鶴田ダム再開発貯水池法面影響検討業
務

福岡県

森田　和宏 モリタ　カズヒロ 九州技術開発（株）
平成２５・２６年度佐賀導水路ポンプ場等
管理支援業務

佐賀県

優秀技術者（業務部門）表彰（１６名）



優良施工業者（工事部門）表彰（４４社）

優良施工業者 表彰工事名

井樋建設（株） 星野川柳原地区河道部下流掘削法面工事 〒839-0049 福岡県久留米市大石町５０７番地の２

岩崎建設（株） 福岡２号門司地区上り電線共同溝工事 〒810-0002 福岡県福岡市中央区西中州１２番２５号

（株）鵜池造園 ちびっこ広場整備その他工事 〒840-0005 佐賀県佐賀市蓮池町大字蓮池３６７番地の１

梅林建設（株） 付替市道河内線古道地区改良外工事 〒870-0044 大分県大分市舞鶴町１丁目４番３５号

（株）江川組 県道２０７号付替　比丘尼谷橋床版工工事 〒869-4222 熊本県八代市鏡町両出１３２４－１

大林道路（株）九州支店 東九州道（鹿屋～曽於）野神地区舗装工事 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２－１

（株）緒方建設
繁根木川高津原橋上流左岸地区護岸補修工
事

〒861-1324 熊本県菊池市野間口１０９７

（株）岡田電機 武雄検察支部（２５）電気設備工事 〒849-1302 佐賀県鹿島市大字井手４０

唐津土建工業（株） 武雄検察支部（２５－２）建築その他工事 〒847-0861 佐賀県唐津市二夕子２丁目７－５１

北川ヒューテック（株）
九州支店

国道２２５号郡元地区路面整備工事 〒812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂１丁目１２－３７

九州総合建設（株） 新門司沖土砂処分場護岸改良外1件工事 〒808-0024 福岡県北九州市若松区浜町１－６－１８

（株）協和製作所 玉名排水機場除塵設備更新工事 〒849-0921 佐賀県佐賀市高木瀬西６丁目１０番１号

清本鐵工（株）
東九州道（清武～北郷）北河内１号橋上部工
工事

〒889-0513 宮崎県延岡市土々呂町６丁目１６３３番地

光進建設（株） 立野ダム瀬田工事用道路（１工区）改良工事 〒861-8035 熊本県熊本市東区御領二丁目２８番１号

コーアツ工業（株） 佐賀３４号姉川橋上部工工事 〒890-0008 鹿児島県鹿児島市伊敷五丁目１７番５号

後藤建設（株） 荷尾杵地区道路工事 〒870-0131 大分県大分市大字皆春５５０番地の１

（株）  駒井ハルテッ ク
九州営業所

中津港（田尻地区）道路（跨道橋）上部工事 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目４番１７号

（株）佐々木建設 東九州道（山口地区）安全対策工事 〒879-3301 大分県佐伯市宇目大字小野市４９８５番地２

薩摩建設（株）
鶴田ダム再開発貯水池周辺進入路延伸他工
事

〒895-2201 鹿児島県薩摩郡さつま町求名２１８８

（株）下村建設 佐賀４９７号左り平下地区外改良工事 〒845-0022 佐賀県小城市三日月町久米１９４６番地

（株）瀬口組
福岡２０８号　沖端高架橋下部工（Ｐ９・１０・１
２）工事

〒837-0917 福岡県大牟田市大字草木字北の前２９３－１

（株）電業社機械製作所
九州支店

宝満川前川排水機場機械設備外修繕工事 〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番３５
号

東洋建設（株） 九州支店
苅田港（南港地区）防波堤地盤改良工事（第２
次）

〒810-0022
福岡県福岡市中央区薬院３丁目３番３１号六番
館２階

住          所



優良施工業者（工事部門）表彰（４４社）

優良施工業者 表彰工事名 住          所

砥上建設（株）
福岡２０８号大牟田地区電線共同溝１工区工
事

〒839-0253 福岡県柳川市大和町鷹ノ尾３５３

都北産業（株） 小丸川堤防法面補修その他工事 〒885-0005 宮崎県都城市神之山町４８６６番地２

（株）中川組
繁根木川高津原橋下流左岸地区護岸補修工
事

〒865-0007 熊本県玉名市河崎７９３－３

（株）長崎西部建設 久山歩道橋外塗替塗装工事 〒850-0053 長崎県長崎市玉園町２番３７号

（株）中野建設 復元建物屋根外安全対策工事 〒840-0054 佐賀県佐賀市水ヶ江２－１１－２３

（株）南州土木 白川明午橋下部工撤去及び新設工事 〒861-4101 熊本県熊本市南区近見４丁目１２番３０号

（株）橋口組
九州横断道（嘉島～山都）太田川橋下部工（Ｐ
１）工事

〒862-0969 熊本県熊本市南区良町４丁目１０－９８

福岡芝浦電子（株） 筑後川ダム統管管内ＣＣＴＶ設備外設置工事 〒815-0033 福岡県福岡市南区大橋１丁目２番１９号

福地建設（株） 宮内地区下流築堤護岸工事 〒899-6507 鹿児島県霧島市牧園町宿窪田２５１６番地

（株）富士ピー・エス
九州支店

伊万里港（久原南地区）橋梁（上部工）工事 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目４番８号

本間・大本  特定建設工事
共同企業体

博多港（箱崎ふ頭地区）岸壁（－１２ｍ）（改良）
工事（第２次）

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目８番３号
（第２博多プラザビル）

（株）松永産業 平成２６年度　嘉瀬川ダム管内維持工事 〒840-0501 佐賀県佐賀市富士町古湯８１８

（株）ミゾタ 佐賀４９７号北波多トンネル消火設備工事 〒840-0844 佐賀県佐賀市伊勢町１５番１号

（株）明興建設 緑川鯨油地区築堤工事 〒860-0047 熊本県熊本市西区春日５丁目１番２号

明大工業（株） 日田地区橋梁耐震補強外工事 〒874-0922 大分県別府市船小路町３番４３号

八作建設（株） 平成２６年度　東九州道外安全対策工事 〒882-0881 宮崎県延岡市三須町１３５５番地

（株）山﨑建設 楠排水樋管改築及び築堤工事 〒843-0013 佐賀県武雄市橘町大日８２９２

（株）山崎産業 宮崎２１８号　地山地区改良工事 〒882-0073 宮崎県延岡市貝の畑町２９０３番地

大和開発（株） 今町橋外橋梁耐震補強・補修工事 〒880-0852 宮崎県宮崎市高洲町２３５番地３

吉川建設（株） 小船越交差点舗装外工事 〒854-0066 長崎県諫早市久山町１４４２番地１

（株）リーチ開発 二川地区法面防災工事 〒892-0804 鹿児島県鹿児島市春日町７番１４号



優良施工業者（業務部門）表彰（３７社）

優良施工業者 表彰業務名

（株）旭鑑定補償
平成２６年度東九州自動車道裁決申請図書
作成業務

〒810-0012
福岡県福岡市中央区白金２丁目１１番９
号

（株）有明測量開発社 五木村生活再建施設測量設計業務 〒861-4108 熊本県熊本市南区幸田２丁目７番１号

いであ（株）九州支店 山国川水系河川改修影響調査検討業務 〒812-0055 福岡県福岡市東区東浜一丁目５番１２号

（株）ウエスコ九州支社
平成２５年度阿久根川内地区環境影響評価
書作成業務

〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南２－４－１
１

（株）オリエンタルコンサルタ
ンツ九州支店

佐賀４９７号新田川橋（陸上部２工区）詳細設
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

（株）東京建設コンサルタント
九州支社

遠賀川水系河道及び河川計画検討業務 〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南２丁目１２
番３号

（株）九州開発エンジニヤリング
一般国道１０号都城道路用地関係資料作成
等業務

〒862-0912 熊本県熊本市東区錦ヶ丘３３番１７号

九州技術開発（株）
平成２５・２６年度佐賀導水路ポンプ場等管理
支援業務

〒849-0937 佐賀県佐賀市鍋島５丁目７番２３号

九州建設コンサルタント（株） 川辺川流域砂防堰堤堆砂量調査業務 〒870-0946 大分県大分市大字曲９３６－１

九州工営（株）
東九州道（清武～日南）道路改築関連測量
設計業務

〒880-0015 宮崎県宮崎市大工２丁目１１７番地

（株）九州測量設計
平成２６年度彦山川流域堤防等状態調査業
務

〒807-1261
福岡県北九州市八幡西区木屋瀬１丁目２
２－７

（株）建設技術研究所九州支社 五ヶ瀬川分派施設詳細検討業務 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名２－４－１２

三州技術コンサルタント（株） 川内川河川構造物測量設計等業務 〒890-0042 鹿児島県鹿児島市薬師１－６－７

三洋テクノマリン（株）
九州支社

博多港環境改善方策モニタリング調査 〒812-0022 福岡市博多区神屋町１０番１５号

（株）白石総合コンサルタント 平成２６年度大野竹田道路補償説明等業務 〒871-0024 大分県中津市中央町１丁目２番３５号

（株）新英コアテクニカ
平成２６年度岩屋地区外事業損事後調査等
業務

〒843-0023 佐賀県武雄市武雄町大字昭和１３５番地

（株）セイコー
平成２６年度筑後川河川事務所管内地質調
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 境橋橋梁補修設計外業務 〒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

国道3号今古賀高架橋（下り）外1橋予備設計
業務

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前１－９－３

（株）大建
平成２６年度国道２２０号二川地区補償説明
等業務

〒814-0031
福岡県福岡市早良区南庄２丁目９番１２
号

大日本コンサルタント（株）
九州支社

平成２６年度隈ノ上川下御所橋簡易型詳細
設計業務

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東２－１０－
３５

大福コンサルタント（株） 肝属川水系護岸外測量設計業務 〒890-0068 鹿児島県鹿児島市東郡元町１７番１５号

（株）ダイヤコンサルタント
九州支社

平成２６年度伊万里道路地すべり調査業務 〒812-0044
福岡県福岡市博多区千代５丁目３番１９
号

中央開発（株）九州支社 北九州港現況詳細調査 〒814-0103 福岡県福岡市城南区鳥飼６－３－２７

西日本技術開発（株） 鶴田ダム再開発利水影響検討業務 〒810-0004
福岡県福岡市中央区渡辺通１丁目１番１
号

住          所



優良施工業者（業務部門）表彰（３７社）

優良施工業者 表彰業務名 住          所

日鉄鉱コンサルタント（株）
九州本社

平成２６年度　延岡１０号橋梁点検業務 〒812-0013
福岡県福岡市博多博多駅東２丁目６番２
３号

日本工営（株）福岡支店 鶴田ダム総合点検業務 〒812-0007
福岡県福岡市博多区東比恵１丁目２番１
２号

日本工営（株）福岡支店 伊万里港（七ツ島地区）道路（橋梁）詳細設計 〒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）九州支社

中小河川における機動的水防工法検討業務 〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目１９
番２４号

パシフィックコンサルタンツ
（株）九州支社

大分港海岸整備計画作成業務 〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目１９
番２４号

（株）福山コンサルタント 平成２６年度宮崎県南地域道路検討業務 〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目６番
１８号

平成２６年度緑川ダム総合点検業務
ダム技術センター・八千代エンジニ
ヤリング設計共同体

平成２６年度　緑川ダム総合点検業務 〒110-0008
東京都台東区池之端２－９－７　池之端
日殖ビル２階

平和総合コンサルタント（株）
平成２６年度有明海沿岸道路用地補償総合
技術業務

〒839-0862 福岡県久留米市野中町９１４番地

（株）水野建設コンサルタント 南九州西回り自動車道設計及び測量業務 〒862-0933 熊本県熊本市東区小峯２丁目６番２６号

三井共同建設コンサルタント
（株）九州支社

弥次排水樋管外耐震詳細設計業務 〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目１７
番５号

三井共同建設コンサルタント
（株）九州支社

北九州港バルク貨物対応方策検討調査 〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目１７
番５号

八千代エンジニヤリング（株）
九州支店

球磨川下流域水循環検討外設計業務 〒810-0062 福岡県福岡市中央区荒戸２丁目１番５号



安全施工業者表彰（１９社）

安全施工業者 表彰工事名

青木建設（株） 久連子川第８砂防えん堤（３期）他工事 〒868-0408
熊本県球磨郡あさぎり町免田東１７７２番
地

（株）石丸建設 佐賀４９７号古里１号橋下部工外工事 〒843-0021 佐賀県武雄市武雄町大字永島１５６６４

小田開発工業（株）
東九州道（佐伯～蒲江）青山地区構造物
設置工事

〒876-1105 大分県佐伯市大字海崎８４８番地の１

協和建設（株） 錦橋架替下部工（Ａ１，Ｐ１）工事 〒822-0003 福岡県直方市大字上頓野２４５８番地５

（株）熊野組 大浜上流地区築堤その他工事 〒865-0025 熊本県玉名市高瀬７４番地

建設サービス（株）宮崎営業所 平成２６年度宮崎地区道路維持補修工事 〒880-0121 宮崎県宮崎市大字島之内７１５３－１

合資会社三共建設
国道３号白鷺橋（Ｐ１－Ｐ３）外補強補修工
事

〒866-0861 熊本県八代市本町一丁目１３－２２

松鶴建設（株）
福岡３号陣山地区下り１工区電線共同溝
工事

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前１－５－１

（株）上滝
長崎財務事務所（２５）建築改修その他工
事

〒850-0842 長崎県長崎市新地町５番１７号

新成建設（株） 九重地区道路維持補修工事 〒870-0854 大分県大分市大字羽屋２７９番地１

西部道路（株） 本野入口交差点舗装外工事 〒857-0854 長崎県佐世保市福石町４番１９号

太陽開発（株） 西鎌瀬地区築堤護岸受託合併工事 〒866-0032 熊本県八代市新開町3番11号

（株）田島組 国道３号土橋入口交差点整備工事 〒895-1401
鹿児島県薩摩川内市入来町副田２１８６番
地２

西日本土木（株） 大分川ダム原石山進入路（その２）工事 〒879-0627 大分県豊後高田市新地１０７１番地

日新興業（株） 平成２６年度　長井地区改築工事 〒882-0812 宮崎県延岡市本小路７４番地

（株）松本組
福岡３号千早・名島地区無電柱化３工区
工事

〒812-0054 福岡県福岡市東区馬出１－１－１９

（株）丸福建設
筑後川黒津排水樋管改築及び築堤受託
合併工事

〒849-0201
佐賀県佐賀市久保田町大字徳万１６４７番
地

（株）三竹工業 古里地区外１件歩道設置工事 〒890-0008 鹿児島県鹿児島市伊敷六丁目１２番３２号

苓州建設工業（株）
裁判所天草支部（２６）建築改修その他工
事

〒863-0019 熊本県天草市小松原町１０－１２

住          所



災害復旧等功労業者（１社）

優良施工業者 表彰工事名

森部建設（株）
隈上川東隈上地区掘削護岸災害復旧工
事

〒838-1314 福岡県朝倉市長渕６１８

住          所



契約後ＶＥ優良施工業者（１社）

優良施工業者 表彰工事名

（株）安藤・間　九州支店 熊本３号女島トンネル新設工事 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名１－８－１０

住          所
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