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資　料 表彰者名簿

その他 表彰式会場での取材及び撮影は可能。

ただし、会場内に撮影禁止範囲を設けています。（別紙「撮影禁止範囲図」参照）

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　西
にし

　　（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　近藤
こんどう

　　（内線２２６１）

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

平 成 ２ ９ 年 ７ 月 １ ９ 日

九 州 地 方 整 備 局

　 別添のとおり、平成２９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）

平成２９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 非常勤職員（医員） 　３名

② 地域協働の河川管理の推進への功労（個人） 　８名

③ 水門等操作員 ２３名

④ 地域協働の河川管理の推進への功労（団体） 　１１団体

⑤ 道路環境の保全美化功労団体 １４団体

⑥ 優秀現場代理人・主任（監理）技術者 １４名

⑦ 優秀建設現場従事者 　８名

⑧ 若手優秀技術者 ２７名

⑨ 優秀技術者（業務部門） １６名

⑩ 優良施工業者（工事、業務部門） ８２社

⑪ 安全施工業者 １２社

⑫ １７３社

●表彰式

日　　時 平成２９年７月１９日（水）　１０：４５～

場　　所 福岡市立南市民センター

福岡市南区塩原２－８－２

ＴＥＬ　０９２－５６１－２９８１

※　なお、天候等の状況により中止する場合があります。

「平成２９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



（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

中西　弘 ナカニシ　ヒロシ 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

中村　尚人 ナカムラ　ナオト 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

西　　　宏 ニシ　ヒロシ 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

地域協働の河川管理の推進への功労【個人】（８名）

氏　　　名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

井之上　崇 イノウエ　タカシ 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

大原　昭七郎 オオハラ　ショウシチロ
ウ

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

金子　廣利 カネコ　ヒロトシ 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

上瀬　晴夫 カミセ　ハルオ 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 佐賀県

田原　和俊 タハラ　カズトシ 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 宮崎県

原　武文 ハラ　タケフミ 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

宮崎　久吉 ミヤザキ　ヒサキチ 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

村岡　洋 ムラオカ　ヒロシ 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（２３名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

秋篠　和弘 アキシノ　カズヒロ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

有馬　直樹 アリマ　ナオキ 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

安東　五郎太 アンドウ　ゴロウタ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

安藤　満 アンドウ　ミツル 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

石田　和平 イシダ　カズヒラ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

上田　末喜 ウエダ　スエキ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

岡　範明 オカ　ノリアキ 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

香月　壽 カツキ　ヒサシ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

釘宮　輝明 クギミヤ　テルアキ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

窪薗　利己 クボソノ　トシミ 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

塩見　澄郷 シオミ　スミサト 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

柴田　淳一 シバタ　ジュンイチ 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

田中　常雄 タナカ　ツネオ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県



津留　繁 ツドメ　シゲル 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

西山　正 ニシヤマ　タダシ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

野口　力人 ノグチ　リキト 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

納戸　進 ノト　ススム 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

泥谷　政行 ヒジヤ　マサユキ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

山下　勝義 ヤマシタ　カツヨシ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

吉田　守秀 ヨシダ　モリヒデ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

吉村　伸一 ヨシムラ　シンイチ 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

吉本　清 ヨシモト　キヨシ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

米満　輝昭 ヨネミツ　テルアキ 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

地域協働の河川管理の推進への功労【団体】（１１団体）

団　体　名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

I　LOVE　遠賀川実行委員会
アイ　ラブ　オンガガワ
ジッコウイインカイ

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

 諌早市連合婦人会 イサハヤシレンゴウフ
ジンカイ

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

株式会社キューセツ カブシキガイシャ　
キューセツ

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

株式会社筑邦銀行システム部
カブシキガイシャ　チク
ホウギンコウシステム
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

菊池川流域連携会議 キクチガワリュウイキ
レンケイカイギ

菊池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

久留米合川郵便局 クルメアイカワユウビ
ンキョク

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

高鍋自然愛好会 タカナベシゼンアイコ
ウカイ

小丸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

特定非営利活動法人　嘉瀬川交流軸
トクテイヒエイリカツド
ウホウジン　カセガワ
コウリュウジク

嘉瀬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

直方川づくり交流会 ノオガタカワヅクリコウ
リュウカイ

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

本明川を語る会 ホンミョウガワヲカタル
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

夢こうら・つくし ユメコウラ・ツクシ 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

道路環境の保全美化功労団体（１４団体）

団　体　名 フリガナ 功    績    概    要 住所所在地

旭建設株式会社 アサヒケンセツ（カブ） 国道１０号の保全及び美化に協力 宮崎県

生石港町港友会 イクシミナトマチコウユ
ウカイ 国道１０号の保全及び美化に協力 大分県

特定非営利活動法人 活気会
エヌピーオーホウジン　
カッキカイ 国道３４号の保全及び美化に協力 佐賀県

鹿児島市立河頭中学校 カゴシマシリツ　コガシ
ラチュウガッコウ 国道３号の保全及び美化に協力 鹿児島県



鹿児島土木設計ボランティア会
カゴシマドボクセッケイ
ボランティアカイ 国道２２５号の保全及び美化に協力 鹿児島県

株式会社 建設技術コンサルタンツ
カブシキガイシャ　ケン
セツギジュツコンサル
タンツ

国道３号の保全及び美化に協力 鹿児島県

小吹毛井福祉推進会 コブケイフクシスイシン
カイ 国道２２０号の保全及び美化に協力 宮崎県

下白木サロン シモシラキサロン 国道１０号の保全及び美化に協力 大分県

日南海岸コバノセンナを育てる会
ニチナンカイガン　コバ
ノセンナヲソダテルカイ 国道２２０号の保全及び美化に協力 宮崎県

日南市立鵜戸中学校 ニチナンシリツ　ウド
チュウガッコウ 国道２２０号の保全及び美化に協力 宮崎県

牧瀬杏会 マキセアンズカイ 国道２０３号の保全及び美化に協力 佐賀県

道守大分会議 ミチモリオオイタカイギ 国道１０号の保全及び美化に協力 大分県

ローズマリーの会 ローズマリーノカイ 国道３号の保全及び美化に協力 福岡県

ロードネット佐賀 ロードネットサガ 国道３４号の保全及び美化に協力 佐賀県



優秀現場代理人・主任（監理）技術者（１４名）

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

安藤　洋一 アンドウ　ヨウイチ
建設サービス株式会社 
熊本営業所

平成２７・２８年度　八代管内道路維持補修工事 熊本県

石川　勲 イシカワ　イサオ 小田開発工業株式会社
大分５７号大野竹田道路平井川橋下部工（Ｐ２
～Ｐ４）工事

大分県

上田　泰弘 ウエダ　ヤスヒロ 株式会社ミナミ冷設 人吉法務総合庁舎（２６）機械設備工事 熊本県

内田　正彦 ウチダ　マサヒコ 新開建設株式会社 平成２８年度　みやま地区歩道整備外工事 福岡県

鹿毛　大司郎 カゲ　ダイシロウ 井樋建設株式会社 巨瀬川江口橋架替（取付道路）受託合併工事 福岡県

坂元　正和 サカモト　マサカズ 吉原建設　株式会社 高崎地区左岸堤防補強外工事 宮崎県

庄村　憲夫 ショウムラ　ノリオ 株式会社加覧組 平成２７・２８年度川辺地区維持補修工事 鹿児島県

杉田　裕之 スギタ　ヒロユキ 株式会社　下村建設 佐賀４９７号高瀬地区改良工事 佐賀県

徳田　和則 トクダ　カズノリ ヤマグチ株式会社 平成２７年度牛之浜地区外交通安全対策工事 鹿児島県

徳永　文人 トクナガ　フミヒト 株式会社 大和土木 福地川上境排水樋管新設工事 福岡県

永原　和久 ナガハラ　カズヒサ
外薗建設工業　株式会
社

大小路地区上流築堤護岸外工事 鹿児島県

鍋島　保徳 ナベシマ　ヤスノリ 株式会社 熊野組 大浜上流地区堤防整備工事 熊本県

旭置　武志 ヒオキ　タケシ
五洋建設株式会社　九
州支店

伊万里港(七ツ島地区)道路(橋梁下部工)工事 福岡県

良永　一之 ヨシナガ　カズユキ 福東株式会社 福岡３号　脇田地区改良工事 福岡県



優秀建設現場従事者（８名）

氏    名 フリガナ 職 名 会 社 名
会社

所在地

安藤　貴幸 アンドウ　タカユキ 職長 株式会社　永冨建設工業 大分県

池端　章太郎 イケハタ　ショウタロ 職長 博多港管理株式会社 福岡県

浦野 智成 ウラノ　トモナリ 職長 株式会社　平松建設 熊本県

坂本　誠司 サカモト　セイジ 職長 株式会社 塩見組 福岡県

作本　幸二 サクモト　コウジ
建設機械運転工
（重機オペレー

タ）
株式会社 熊野組 熊本県

古市　政志 フルイチ　マサシ 建設機械運転工 株式会社加覧組 鹿児島県

松元　康生 マツモト　ヤスオ 石工 株式会社野添土木 鹿児島県

吉永　清年 ヨシナガ　キヨトシ 型枠工 有限会社　島原稲吉建設 長崎県



若手優秀技術者（２７名）

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

池田　剛 イケダ　ゴウ 株式会社 有迫組 国道２２５号宇宿地区電線共同溝工事 鹿児島県

池田　達哉 イケダ　タツヤ
あおみ建設株式会社  九
州支店

大分港(西大分地区)岸壁(-7.5m)(改良)(耐震)地
盤改良工事

福岡県

今村　敏 イマムラ　サトシ 松尾建設株式会社 鹿児島１０号大崎地区改築工事 佐賀県

上野　優 ウエノ　ユウ 株式会社 白海
北九州港(新門司地区)航路(-10m)浚渫[暫定- 
8m]工事(第2次)

福岡県

大場　寿史 オオバ　トシフミ 尾花建設　株式会社
平成２８年度筑後川水系（久留米右岸地区）河
川維持工事

福岡県

門田　寿朗 カドタ　トシロウ 株式会社　松井組
大分２１２号三光本耶馬渓道路三光田口地区第
２工区改良工事

大分県

菊川　貴博 キクカワ　タカヒロ 松鶴建設株式会社 福岡３号千代（２－２）地区無電柱化５工区工事 福岡県

楠元　潤二 クスモト　ジュンジ 株式会社　西海建設
長崎５７号下井牟田赤崎高架橋下部工（Ｐ２６－
Ｐ２７）外工事

長崎県

佐竹　広大 サタケ　コウダイ
株式会社　丸島アクアシ
ステム　九州支店

鶴田ダム発電取水管製作据付工事 福岡県

新村　直也 シンムラ　ナオヤ 国基建設　株式会社 西方地区浸透対策（第一工区）工事 鹿児島県

髙木　渉 タカキ　ワタル 利光建設工業株式会社 賀来川河道掘削外（その２）工事 大分県

高崎　一己 タカサキ　カズミ 薩摩建設　株式会社
平成２７・２８年度宮之城出張所管内外河川管
理施設維持管理工事

鹿児島県

田上　敦士 タノウエ　アツシ 株式会社 杉本建設 立野ダム瀬田工事用道路（４工区）改良工事 熊本県

田村　有治 タムラ　ユウジ
株式会社 駒井ハルテッ
ク 九州営業所

福岡２０８号　沖端高架橋上部工（Ｐ２６－Ａ２）
工事

福岡県

土井　一成 ドイ　イッセイ 富士建設株式会社 佐賀３４号姉川地区（上り線）改良外工事 佐賀県

遠山　浩太郎 トオヤマ　コウタロウ ヤマグチ株式会社 東九州道（志布志～大崎）小牧地区函渠工工事 鹿児島県

濱口　泰弘 ハマグチ　ヤスヒロ 株式会社 南陽建設
村道栃の木～立野線　栃の木地区災害応急復
旧工事

熊本県

古川　洋伸 フルカワ　ヒロノブ 﨑村組 下臼井地区上流部堤防補強工事 福岡県

増田　泰久 マスダ　ヤスヒサ 吉原建設　株式会社 元町地区浸透対策外工事 宮崎県



若手優秀技術者（２７名）

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

松﨑　勝浩 マツザキ　カツヒロ 岡本土木　株式会社 福岡３号陣山地区５工区電線共同溝工事 福岡県

松原　憲博 マツバラ　アキヒロ 肝付土建株式会社 垂水管内舗装修繕工事 鹿児島県

味園　英明 ミソノ　ヒデアキ 南生建設株式会社
鹿児島国道事務所管内舗装修繕外橋梁補修工
事

鹿児島県

満尾　裕也 ミツオ　ユウヤ 株式会社　吉川組 水無川２号砂防堰堤右岸堤体部改築工事 長崎県

矢野　雄介 ヤノ　ユウスケ 九州環境建設株式会社 筑後川恵利地区（上流）堤防補強工事 福岡県

山﨑　烈 ヤマサキ　ツヨシ 株式会社　下村建設 佐賀４９７号高瀬地区改良工事 佐賀県

山本　祐介 ヤマモト　ユウスケ 株式会社　中山建設 熊本３号町中第２橋下部工（Ａ２）外工事 熊本県

脇山　祐司 ワキヤマ　ユウジ 笠原建設株式会社 松浦川管内掘削築堤外工事 佐賀県



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

石飛　俊男 イシトビ　トシオ
株式会社　建設技術研究所　
九州支社

嘉瀬川事業評価及び治水計画検討業務 福岡県

上野　裕次 ウエノ　ユウジ 株式会社 オービット
平成２８年度久留米維持管内道路附属物
点検業務

福岡県

緒方　秀行 オガタ　ヒデユキ
株式会社　西部技建コンサル
タント

大分河川国道管内橋梁補修設計外業務 宮崎県

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

遠賀川水系中下流測量設計業務 大分県

小林　清文 コバヤシ　キヨフミ 株式会社　大進 川内川水系かわまちづくり測量設計業務 鹿児島県

清水　純生 シミズ　スミオ 日本工営株式会社福岡支店
平成２７年度　筑後川・矢部川・嘉瀬川管
内測量及び設計業務

福岡県

立川　博司 タチカワ　ヒロシ
扇精光コンサルタンツ株式会
社

平成２８年度森山拡幅用地関係図書作成
等業務

長崎県

谷本　卓也 タニモト　タクヤ 株式会社　徳岡設計 西都児湯森林管理署（２７）設計業務 大阪府

中原　良一 ナカハラ　リョウイチ いであ株式会社 九州支店 菊池川環境影響検討外１件業務 福岡県

橋本　文子 ハシモト　アヤコ
株式会社東京建設コンサルタ
ント九州支社

平成２７年度　筑後川流域土砂動態調査
検討業務

福岡県

花田　隆元 ハナダ　タカモト
八千代エンジニヤリング株式
会社 九州支店

大分川ダム基本計画検討外業務 福岡県

松本　豊隆 マツモト　トヨタカ 西日本技術開発株式会社 五ヶ瀬川水系河川環境基図作成業務 福岡県

宮本　一史 ミヤモト　カズフミ
八千代エンジニヤリング株式
会社九州支店

平成２８年度中九州横断道路計画検討業
務

福岡県

森元　賢哉 モリモト　ケンヤ
株式会社東京建設コンサルタ
ント九州支社

平成２８年度球磨川水系災害時行動計画
検討業務

福岡県

森本　尚弘 モリモト　ナオヒロ
株式会社　オリエンタルコンサ
ルタンツ　九州支店

平成27年度　熊本管内道路環境調査業務 福岡県

吉田　直紹 ヨシダナオツグ
株式会社　ダイヤコンサルタ
ント　九州支社

平成２８年度　佐伯管内道路防災点検業
務

福岡県

優秀技術者（業務部門）（１６名）



優良施工業者（工事部門）（４５社）

業　者　名 表彰工事名

株式会社 ＩＨＩインフラ建設　
九州支店

河口堰水門扉（制水５号ゲート）修繕工事 〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂１－１１－３

あおみ建設株式会社　九
州支店

大分港(西大分地区)岸壁(-7.5m)(改良)(耐震)
地盤改良工事

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前１－４－４

旭建設株式会社 平成２６・２７年度　延岡大橋補修外工事 〒883-0051 宮崎県日向市向江町1丁目200番地

株式会社　安部工務店 平成２８年度行橋筑豊管内構造物補修工事 〒807-1144 北九州市八幡西区真名子二丁目3番35号

井樋建設株式会社 巨瀬川江口橋架替（取付道路）受託合併工事 〒830-0049 福岡県久留米市大石町５０７番地の２

今泉工業株式会社 厳木ダムオリフィスゲート設備外塗替工事 〒844-0027 佐賀県西松浦郡有田町南原丁８０－８

株式会社　植村組 鶴田ダム再開発放流ゲート操作室新築工事 〒890-0008 鹿児島県鹿児島市伊敷五丁目９番８号

株式会社　大藪組 矢部川松原堰仮締切緊急対応工事 〒833-0005 福岡県筑後市長浜２０４３番地の１

岡本建設株式会社 佐賀３４号姉川橋(上り線）下部工外工事 〒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
大分５７号大野竹田道路平井川橋下部工（Ｐ２
～Ｐ４）工事

〒876-1105 大分県佐伯市大字海崎８４８番地の１

株式会社加覧組 平成２７・２８年度川辺地区維持補修工事 〒897-0213 鹿児島県南九州市川辺町小野１１８４

株式会社 河建 福岡２０８号　筑後川橋下部工（Ｐ０１下り）工事 〒839-0215 福岡県みやま市高田町濃施６３４

株式会社　川原建設 中川原地区築堤護岸工事 〒871-0434 大分県中津市耶馬溪町大字樋山路３８番地

川本建設工業　株式会社 福岡３号八幡トンネル補修工事 〒807-0832 北九州市八幡西区東筑２丁目４番８号

株式会社　九州緑化産業
平成２８年度国営海の中道海浜公園維持管理
工事

〒813-0002 福岡市東区下原四丁目１６番３６号

株式会社 倉岡建設 平成２８年度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215番地

五洋建設株式会社　九州
支店

伊万里港(七ツ島地区)道路(橋梁下部工)工事 〒812-8614 福岡県福岡市博多区博多駅東２－７－２７

株式会社　西海建設
長崎５７号下井牟田赤崎高架橋下部工（ＡＰ３）
外工事

〒850-0032 長崎県長崎市興善町2番8号

株式会社　下村建設 佐賀４９７号高瀬地区改良工事 〒845-0022 佐賀県小城市三日月町久米1946

昭和コンクリート工業株式
会社　九州支店

九州横断道（嘉島～山都）釜出地区跨道橋上
部工工事

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4-2-10

新開建設株式会社 平成２８年度　みやま地区歩道整備外工事 〒832-0811 福岡県柳川市三橋町中山２７

新成建設株式会社 九重地区道路維持補修工事 〒870-0854 大分市大字羽屋279番地1

株式会社 ダイニチ開発 平成２８年度宮崎右岸地区河川維持管理工事 〒880-0835 宮崎市阿波岐原町前浜４２７６番地９１８

住          所



優良施工業者（工事部門）（４５社）

業　者　名 表彰工事名 住          所

堤工業株式会社
福岡２０８号　筑後川橋下部工（Ｐ０１上り・Ｐ０
２上り）工事

〒832-0059 福岡県柳川市下宮永町６２０番地

東光電気工事株式会社　
九州支社

福岡第１法務総合庁舎（２６）電気設備工事 〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院３－１５－６

砥上建設株式会社
平成２８年度　道の駅たちばな駐車場改良工
事

〒839-0253 福岡県柳川市大和町鷹ノ尾３５３番地

株式会社　友岡建設
東九州道（佐伯～蒲江）谷川地区工事用道路
撤去外工事

〒878-0011 大分県竹田市大字会々2808-5

株式会社　中野建設 小浜橋耐震補強工事 〒840-8588 佐賀県佐賀市水ヶ江2丁目11-23

株式会社　中野建設 復元建物改修外工事 〒840-8588 佐賀県佐賀市水ヶ江２－１１－２３

株式会社 名村造船所　佐
賀営業所

新境川橋上部工工事 〒849-0937 佐賀県佐賀市鍋島3-3-20

株式会社野添土木 長谷川４号床固工・右岸導流堤工事 〒891-1542 鹿児島市持木町４０番地

株式会社 乗富鉄工所 花ノ木堰水門扉（２号ゲート）修繕工事 〒832-0806 福岡県柳川市三橋町柳河９３４－４

株式会社日立プラントサー
ビス　九州支店

福岡第１法務総合庁舎（２６）機械設備工事 〒812-0039 福岡県福岡市博多区冷泉町２番１号

株式会社　福田組　九州支
店

山ノ井（下流）排水機場吐出樋管応急対策工
事

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南３丁目７番３５号

福東株式会社 福岡３号　脇田地区改良工事 〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南３丁目２０番２１
号

外薗建設工業　株式会社 大小路地区上流築堤護岸外工事 〒895-0067 鹿児島県薩摩川内市上川内町３２５５番地

株式会社　堀内組 長崎４９７号志佐地区改良２期工事 〒858-0980 長崎県佐世保市光町109番地

株式会社　増田工務店 串間西方地区改築外関連工事 〒884-0002 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４７５０番地

松尾建設株式会社 鹿児島１０号大崎地区改築工事 〒840-8666 佐賀市八幡小路１番１０号

松山建設　株式会社 福岡２０１号香春地区舗装修繕工事 〒810-0011 福岡市中央区高砂2丁目24番23号

丸宮建設株式会社
宮崎法務分室（２８）建築改修その他工事外１
件工事

〒885-0114 宮崎県都城市庄内町８０３１番地２

宮川建設株式会社 博多港東防波堤（改良）工事 〒810-0075 福岡県福岡市中央区港２－４－２１

みらい建設工業株式会社　
九州支店

博多港(中央ふ頭地区)岸壁改良工事 〒812-0036
福岡県福岡市博多区上呉服町１０番１号　博
多三井ビル

ヤマグチ株式会社 平成２７年度牛之浜地区外交通安全対策工事 〒899-6507 鹿児島県霧島市牧園町宿窪田1960

株式会社 大和土木 福地川上境排水樋管新設工事 〒826-0042 福岡県田川市大字川宮３３３－１



優良施工業者（業務部門）（３７社（団体））

業　者　名 表彰業務名

株式会社　あい設計　九州支社 税務大学校熊本研修所（２８復旧）設計業務 〒810-0011
福岡県福岡市中央区高砂１丁目１１－１　
福岡ゼネラルビル５階

株式会社　旭総合コンサルタン
ト

平成２７年度福岡２０１号飯塚庄内田川事業
損失事後調査等業務

〒885-0044 宮崎県都城市安久町６３３８－５

アジア航測株式会社　長崎営業
所

平成２８年度　溶岩ドーム減災対策検討業務 〒850-0033
長崎県長崎市万才町６番３５号　三井生
命長崎ビル

いであ株式会社 九州支店 菊池川環境影響検討外１件業務 〒812-0055 福岡県福岡市東区東浜1-5-12

株式会社 エコー九州事務所 関門航路濁り拡散予測検討業務 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町１－１－１

応用地質株式会社 九州支社
平成２８年度佐賀国道改築事業水文調査業
務

〒811-1302 福岡県福岡市南区井尻2-21-36

扇精光コンサルタンツ株式会社
平成２８年度森山拡幅用地関係図書作成等
業務

〒851-0134 長崎県長崎市田中町５８５番地４

株式会社オリエンタルコンサル
タンツ九州支店

平成２８年度佐賀国道管内交通事故分析検
討外業務

〒812-0011 福岡県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

平成２７年度有明海沿岸道路用地関係図書
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式会
社

遠賀川水系中下流測量設計業務 〒870-0946 大分県大分市大字曲９３６－１

一般財団法人　橋梁調査会
平成２８年度熊本管内橋梁保全設計施工技
術支援業務

〒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

五ヶ瀬川かわまちづくり及び事業評価検討業
務

〒812-0023
福岡市博多区奈良屋町2-1博多蔵本太田
ビル7階

株式会社　建設技術研究所　九
州支社

嘉瀬川事業評価及び治水計画検討業務 〒810-0041 福岡市中央区大名２－４－１２

一般財団法人　砂防・地すべり
技術センター

平成２８年度桜島火山砂防基本計画改訂検
討業務

〒102-0074 東京都千代田区九段南４丁目８番２１号

新和技術コンサルタント　株式
会社

平成２８年度川内川水系流量観測その外業
務

〒890-0008 鹿児島市伊敷四丁目１２番１３号

株式会社新和コンサルタント
平成２８年度安良川（幸津地区）用地調査等
業務

〒818-0131 太宰府市水城二丁目１８番３７号

株式会社セイコー
平成２７年度　筑後川流域堤防外地質調査
業務

〒830-0055 久留米市上津１丁目２４番１３号

株式会社　西部技建コンサルタ
ント

袋川橋詳細設計業務 〒886-0004 宮崎県小林市細野４１５８番地

大福コンサルタント株式会社
平成２８年度東九州自動車道（鹿屋外）事業
損失事前調査業務

〒890-0068 鹿児島市東郡元町１７番１５号

株式会社　ダイヤコンサルタン
ト　九州支社

平成２８年度　佐伯管内道路防災点検業務 〒812-0044 福岡市博多区千代５丁目３番１９号

株式会社高崎総合コンサルタン
ト

平成２８年度　筑後川下流水文観測所保守
点検及び資料整理業務

〒839-0809 久留米市東合川３丁目７番５号

タナベ環境工学株式会社
平成２８年度大分川・大野川河川水質調査業
務

〒870-1117
大分県大分市高江西一丁目４３２３番地
の４

中央開発株式会社　九州支社 八代港（外港地区）土質調査（第2次） 〒814-0103 福岡県福岡市城南区鳥飼６－３－２７

中電技術コンサルタント株式会
社　九州営業所

新門司沖環境影響評価書作成業務 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神１－１３－６

株式会社千代田コンサルタント
宮崎営業所

平成２７年度　宮崎県南地域環境調査（動植
物外）業務

〒880-0872 宮崎県宮崎市永楽町１７３番地１

住          所



優良施工業者（業務部門）（３７社（団体））

業　者　名 表彰業務名 住          所

東亜コンサルタント株式会社
平成２８年度無人化施工の継続的活用に係
る検討業務

〒870-0132 大分県大分市大字千歳３７１番地の１

株式会社東京建設コンサルタン
ト九州支社

平成２８年度球磨川水系災害時行動計画検
討業務

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南２丁目１２番３号

一般財団法人　土木研究セン
ター

平成２８年度　福岡県南地域地質関係設計
施工技術業務

〒110-0016 東京都台東区台東１丁目６番４号

株式会社中原総合鑑定所 本明川ダム土地評価業務 〒890-0063 鹿児島市鴨池１－１２－１７

日本工営株式会社福岡支店
平成２７年度　筑後川・矢部川・嘉瀬川管内
測量及び設計業務

〒812-0007 福岡市博多区東比恵１丁目２番１２号

日本工営株式会社　福岡支店
平成２８年度阿久根川内道路牛ノ浜地区外
地質調査業務

〒812-0007 福岡市博多区東比恵1-2-12

株式会社 ニュージェック九州支
店

熊本空港地下道耐震補強検討業務 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神２－８－３０

パシフィックコンサルタンツ株
式会社　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２－１９－
２４

株式会社　久永コンサルタント
平成２８年度鶴田ダム再開発神子地区測量
及び設計業務

〒890-0007 鹿児島市伊敷台一丁目２２番２号

株式会社　福山コンサルタント
平成２８年度北九州国道管内事故要因分析
外業務

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東３－６－１８

八千代エンジニヤリング株式会
社九州支店

平成２８年度中九州横断道路計画検討業務 〒810-0062 福岡市中央区荒戸二丁目１番５号

耶馬渓ダム・平成大堰フォローアップ
検討業務水源地環境センター・西日本
技術開発設計共同体

耶馬渓ダム・平成大堰フォローアップ検討業
務

〒102-0083
東京都千代田区麹町２－１４－２　麹町Ｎ
Ｋビル



安全施工業者（１２社（団体））

業　者　名 表彰工事名

株式会社 植村組
志布志港(若浜地区)防波堤(沖)（改良）補
修工事

〒890-0008 鹿児島県鹿児島市伊敷５－９－８

岡上建設　株式会社 北九州国道事務所管内安全対策工事 〒871-0923
福岡県築上郡上毛町大字下唐原１３４５－
１

肝付土建株式会社 垂水管内舗装修繕工事 〒893-1103 鹿児島県鹿屋市吾平町麓3992-5

株式会社 佐伯建設 付替林道河内地区中流（２工区）工事 〒870-0047 大分県大分市中島西三丁目５番１号

松鶴建設株式会社
福岡３号千代（２－２）地区無電柱化５工区
工事

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前１－５－１

株式会社　田浦組 松原本町地区迂回路設置工事 〒852-8061 長崎県長崎市滑石2丁目6番24号

宅島建設株式会社 水無川１号砂防堰堤右岸袖部改築外工事 〒854-0513 長崎県雲仙市小浜町南本町７番地２２

南生建設株式会社
鹿児島国道事務所管内舗装修繕外橋梁
補修工事

〒892-0848 鹿児島県鹿児島市平之町８番１３号

富士・峰地域維持型建設共同企業体 平成28年度六角川下流堤防等維持工事 〒849-1105
佐賀県杵島郡白石町大字遠江３０３－１３

山口建設株式会社 前満江交差点改良工事 〒849-1425 佐賀県嬉野市塩田町大字五町田甲269

株式会社 山崎産業 恒富地区下流掘削工事 〒812-0073 宮崎県延岡市貝の畑町２９０３番地

株式会社　山本組 加久藤橋下部工（A２・P2）受託工事 〒889-4412
宮崎県西諸県郡高原町大字西麓６４３番
地

住          所



災害復旧等功労業者（１７３社）

業　者　名 表彰概要

株式会社 アイエステー 災害防止活動等における貢献 〒860-0833 熊本県熊本市中央区平成３－１６－１３

株式会社 アイ・デベロップ・コン
サルタンツ

災害防止活動等における貢献 〒812-0888 福岡県福岡市博多区板付４－７－３５

青木あすなろ建設株式会社 　九
州支店

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

株式会社 旭鑑定補償 災害防止活動等における貢献 〒812-0012 福岡県福岡市中央区白金２－１１－９

株式会社 旭総合コンサルタント 災害防止活動等における貢献 〒885-0044 宮崎県都城市安久町６３３８－５

平成２８年度阿蘇大橋地区外事業管
理支援業務日本工営・第一復建・日本
振興設計共同体

災害防止活動等における貢献 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵１－２－１２

株式会社 アバンス 災害防止活動等における貢献 〒862-0942 熊本県熊本市東区江津１－３－４８

株式会社 安部組 災害防止活動等における貢献 〒874-0926 大分県別府市京町４番１９号

株式会社 有明測量開発社（２） 災害防止活動等における貢献 〒861-4108 熊本県熊本市南区幸田２－７－１

いであ株式会社　九州支店 災害防止活動等における貢献 〒812-0055 福岡県福岡市東区東浜１－５－１２

岩奥産業株式会社 災害防止活動等における貢献 〒869-4401 熊本県八代市泉町柿迫８１５５

株式会社 ウエスコ　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２－４－１１

上田工業株式会社 災害防止活動等における貢献 〒882-0837 宮崎県延岡市古城町５－４６

内山緑地建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒839-1214 福岡県久留米市田主丸町地徳3558番地1

雲仙・三洲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 〒861-4113 熊本県熊本市南区八幡5-10-45

栄興・三共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 〒869-4701 熊本県八代市千丁町太牟田４５９－２

エイコー・コンサルタンツ株式会
社

災害防止活動等における貢献 〒815-0083 福岡県福岡市南区高宮５－１０－１２

株式会社 エイト日本技術開発　
九州支社

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３－１－８０

エスエスエンジニア株式会社 災害防止活動等における貢献 〒822-0007 福岡県直方市大字下境2123番地

応用地質株式会社　九州支社
（２）

災害防止活動等における貢献 〒811-1302 福岡県福岡市南区井尻２－２１－３６

熊本高森線扇の坂橋復旧工事駒井ハ
ルテック・岩永組特定建設工事共同企
業体

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２－４－１７

熊本高森線大切畑大橋復旧工事日立
造船・橋口組特定建設工事共同企業
体

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３－２－１

平成２８年度災害復旧国道３号大窪地
区道路復旧工事中川・熊野特定建設
工事共同企業体

災害防止活動等における貢献 〒865-0007 熊本県玉名市河崎７９３－３

株式会社 オオバ　九州支店 災害防止活動等における貢献 〒810-0074 福岡県福岡市中央区大手門１－１－１２

大淀開発株式会社 災害防止活動等における貢献 〒885-0042 宮崎県都城市上長飯町５４２７番地１

住          所



尾上・苓州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 〒861-3516 熊本県上益城郡山都町千滝２２２－１

株式会社　オリエンタルコンサル
タンツ　　九州支店

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3-2-8

株式会社 皆楽園 災害防止活動等における貢献 〒860-0832 熊本県熊本市中央区萩原町６－２１

株式会社 上津建設 災害防止活動等における貢献 〒899-4633 鹿児島県垂水市二川１０２２番地

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　熊本支店

災害防止活動等における貢献 〒862-0954 熊本県熊本市中央区神水１－２５－１１

木上梅香園株式会社 災害防止活動等における貢献 〒862-0959 熊本県熊本市中央区白山２－１－１７

株式会社 木村建設運輸 災害防止活動等における貢献 〒839-0801 福岡県久留米市宮ノ陣五丁目21番27号

キャタピラー九州株式会社　福
岡支店

災害防止活動等における貢献 〒818-0081 福岡県筑紫野市針摺東３丁目６番１号

九建設計株式会社 災害防止活動等における貢献 〒876-0822 大分県佐伯市西浜３番４３号

株式会社 九州開発エンジニヤリ
ング（３）

災害防止活動等における貢献 〒862-0912 熊本県熊本市東区錦ヶ丘３３－１７

株式会社 九州建設計画エンジ
ニアリング

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（２）

災害防止活動等における貢献 〒870-0946 大分県大分市大字曲９３６－１

九州航空株式会社 災害防止活動等における貢献 〒870-0009 大分県大分市王子町１２－１

株式会社 九州建設マネジメント
センター

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２－５－１９

協同エンジニアリング株式会社 災害防止活動等における貢献 〒870-0876 大分市大字三芳１２３８番地の１

株式会社 協和コンサルタンツ　
九州支社

災害防止活動等における貢献 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神３－１１－２０

平成２８年度災害復旧国道３号清藤地
区道路復旧工事坂本・矢部開発特定
建設工事共同企業体

災害防止活動等における貢献 〒861-3513 熊本県上益城郡山都町下市２４２－１

クボタ機工株式会社　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３－２－８

株式会社 熊谷組 九州支店（２） 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四丁目10番
10号

平成２８年度県道熊本高森線熊本阿蘇地区事業
管理支援業務九州地域づくり協会・エスケイエン
ジニアリング設計共同体

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２－５－１９

株式会社 熊本建設コンサルタン
ト

災害防止活動等における貢献 〒862-0917 熊本県熊本市東区榎町１６－５２

平成２８年度災害復旧県道熊本高森
線小森地区道路復旧工事橋口・杉本
特定建設工事共同企業体

災害防止活動等における貢献 〒862-0969 熊本県熊本市南区良町４－１０－９８

平成２８年度災害復旧県道熊本高森
線鳥子地区道路復旧工事味岡・技建
日本特定建設工事共同企業体

災害防止活動等における貢献 〒868-0501 熊本県球磨郡多良木町多良木１４４－１

熊本フェリー株式会社 災害防止活動等における貢献 〒861-5274 熊本県熊本市西区新港１－２

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

熊本高森線桑鶴大橋復旧工事日立・
諫山特定建設工事共同企業体 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３－２－１



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丁目３番
１１号

有限会社　ケルン・コンサルタン
ツ

災害防止活動等における貢献 〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江２－１４－６４

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２－４－１２

建設サービス株式会社　鹿児島
営業所

災害防止活動等における貢献 〒899-2514 鹿児島県日置市伊集院町中川１４６７－１

株式会社 建設プロジェクトセン
ター

災害防止活動等における貢献 〒861-8010 熊本県熊本市東区上南部２－２０－３

興亜・末広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 〒869-0103
熊本県玉名郡長洲町腹赤字堀越１５３０－
１

光陽無線株式会社 災害防止活動等における貢献 〒812-0875 福岡県福岡市博多区新和町２－３－３２

株式会社 興和測量設計 災害防止活動等における貢献 〒861-5501 熊本県熊本市北区改寄町２１４１－１

平成２８年度災害復旧国道３号古閑地
区道路復旧工事日章工業・熊本ニチレ
キ特定建設工事共同企業体

災害防止活動等における貢献 〒862-0918 熊本県熊本市東区花立５－１４－３２

国際航業株式会社　福岡支店 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三丁目6番
3号

一般財団法人　国土技術研究セ
ンター

災害防止活動等における貢献 〒105-0001
東京都港区虎ノ門３－１２－１ニッセイ虎ノ
門ビル

株式会社 五省コンサルタント 災害防止活動等における貢献 〒812-0027 福岡県福岡市博多区下川端町９－１２

許斐建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒880-1301 宮崎県東諸県郡綾町大字入野１２０５

坂本・吉本・吉田地域維持型建
設共同企業体

災害防止活動等における貢献 〒861-3513 熊本県上益城郡山都町下市242-1

佐藤・髙喜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 〒862-0913 熊本県熊本市東区尾ノ上４－１９－４

株式会社 三晃建設コンサルタン
ト

災害防止活動等における貢献 〒861-2102 熊本県熊本市東区沼山津４－２２－３

三州建設・礎地域維持型建設共
同企業体

災害防止活動等における貢献 〒862-0926 熊本県熊本市東区保田窪５－４－１８

サンライズ経常建設共同企業体 災害防止活動等における貢献 〒861-5525 熊本県熊本市北区徳王１－１－４６

株式会社 シー・バス・プランニン
グ

災害防止活動等における貢献 〒862-0911 熊本県熊本市東区健軍１－７－２１

ニシダテクノサービス株式会社 災害防止活動等における貢献 〒860-0416 熊本県宇土市松山町４５３０

株式会社 清水組 災害防止活動等における貢献 〒885-1205 宮崎県都城市高城町石山２５３番地

十五・吉田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 〒860-0824 熊本県熊本市中央区十禅寺１－１０－１４

株式会社 十八測量設計 災害防止活動等における貢献 〒862-0972 熊本県熊本市中央区新大江３－９－４８

株式会社 シャトー海洋調査九州
支店

災害防止活動等における貢献 〒810-0022
福岡県福岡市中央区薬院１－１６－５－７
０２

株式会社 白石総合コンサルタン
ト

災害防止活動等における貢献 〒871-0024 大分県中津市中央町１－２－３５

平成２８年度災害復旧白川十禅寺地
区特殊堤外復旧工事光進・宝特定建
設工事共同企業体

災害防止活動等における貢献 〒861-8035 熊本県熊本市東区御領２－２８－１

平成２８年度災害復旧白川蓮台寺地区特殊堤復
旧工事明興・池田特定建設工事共同企業体　構
成員　株式会社 池田建設

災害防止活動等における貢献 〒861-5401 熊本県玉名市天水町小天７３７１



平成２８年度災害復旧白川新地地区
高潮堤復旧工事五領・肥後木村特定
建設工事共同企業体

災害防止活動等における貢献 〒861-8035 熊本県熊本市東区御領６－３－５７

新和技術コンサルタント株式会
社

災害防止活動等における貢献 〒890-0008 鹿児島県鹿児島市伊敷４－１２－１３

株式会社 新和コンサルタント 災害防止活動等における貢献 〒818-0131 福岡県太宰府市水城２－１８－３７

平成２８年度災害復旧国道３号杉島地
区道路復旧工事八十・アイエスティー
特定建設工事共同企業体

災害防止活動等における貢献 〒861-8028 熊本県熊本市東区新南部６－１－５３

熊本高森線すすきの原橋外復旧工事
川田建設・増永組特定建設工事共同
企業体

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２－５－１９

株式会社 清電社 災害防止活動等における貢献 〒870-0905 大分県大分市向原西１－８－２９

株式会社 ゼクシオ 災害防止活動等における貢献 〒861-4202 熊本県熊本市南区城南町宮地１００２－１

セントラルコンサルタント株式会
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３－１１－２
８

株式会社 綜合技術コンサルタン
ト　九州支店

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１－９－３

大栄・丸立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 〒861-3544 熊本県上益城郡山都町杉木４６５－１

大日本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 〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東２－１０－３
５

株式会社 ダイヤコンサルタント　
九州支社(2)

災害防止活動等における貢献 〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代５－３－１９

熊本５７号災害復旧高尾野１号橋外詳
細設計業務橋梁コンサルタント・千代
田コンサルタント設計共同体

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1-9-11

株式会社 高橋建設 災害防止活動等における貢献 〒869-0502 熊本県宇城市松橋町松橋１０２８

平成２８年度災害復旧国道３号高平地
区外道路復旧工事青木・武田特定建
設工事共同企業体

災害防止活動等における貢献 〒868-0408 熊本県球磨郡あさぎり町免田東１７７２

株式会社 髙村建設 災害防止活動等における貢献 〒861-3105 熊本県上益城郡嘉島町上六嘉１０５９－２

株式会社 高山建設 災害防止活動等における貢献 〒889-4411
宮崎県西諸県郡高原町大字広原１５２番
地

株式会社 竹尾組 災害防止活動等における貢献 〒882-1621
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字岩戸６９２
番のイ

平成２８年度災害復旧国道３号田尻地
区道路復旧工事土井・江川特定建設
工事共同企業体

災害防止活動等における貢献 〒869-4213 熊本県八代市鏡町有佐２２６

平成２８年度災害復旧国道５７号立野
地区道路復旧工事森工業・熊阿建設
工業特定建設工事共同企業体

災害防止活動等における貢献 〒869-2225 熊本県阿蘇市黒川１３４７

一般財団法人　ダム技術セン
ター

災害防止活動等における貢献 〒110-0008
東京都台東区池之端２－９－７　池之端日
殖ビル２階

平成２８年度災害復旧俵山地区工事
用道路整備工事緒方・八方特定建設
工事共同企業体

災害防止活動等における貢献 〒861-1324 熊本県菊池市野間口１０９７

熊本高森線俵山トンネル外復旧工事
鹿島・杉本特定建設工事共同企業体 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３－１２－１
０

株式会社 ダンテック 災害防止活動等における貢献 〒861-8035 熊本県熊本市東区御領６－４－３３

中央コンサルタンツ株式会社　
福岡支店

災害防止活動等における貢献 〒812-0039 福岡県福岡市博多区冷泉町２－１

株式会社 中央土木コンサルタン
ト

災害防止活動等における貢献 〒861-8030 熊本県熊本市東区小山町１６７４－５

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１－１－１



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

東亜建設技術株式会社 災害防止活動等における貢献 〒819-0046 福岡県福岡市西区西の丘１－７－１

東亜コンサルタント株式会社 災害防止活動等における貢献 〒870-0132 大分市大字千歳３７１番地の１

株式会社 同仁グローカル 災害防止活動等における貢献 〒861-2202 熊本県上益城郡益城町田原２０８１－２５

都北産業株式会社 災害防止活動等における貢献 〒885-0005 宮崎県都城市神之山町４８６６番地２

富岡建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒887-0033 宮崎県日南市大字平山２２９２番地４

株式会社 友岡組 災害防止活動等における貢献 〒879-6433
大分県豊後大野市大野町大原１１７２番地
２

平成２８年度災害復旧村道鳥子地区
工事用道路整備工事三和・八代港湾
工業特定建設工事共同企業体

災害防止活動等における貢献 〒868-0035 熊本県人吉市五日町２６－５

中内・昇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 〒869-3472 熊本県宇城市不知火町松合842

株式会社 中原総合鑑定所 災害防止活動等における貢献 〒890-0063 鹿児島県鹿児島市鴨池１－１２－１７

南州・古田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 〒861-4101 熊本県熊本市南区近見４－１２－３０

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１－１－１

西日本建技株式会社 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１－１３－６　
竹山博多ビル３階

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大字尾仲５１７－１

西日本測量設計株式会社 災害防止活動等における貢献 〒862-0918 熊本県熊本市東区花立５－５－８７

株式会社 西村建設 災害防止活動等における貢献 〒861-4703 熊本県下益城郡美里町畝野２９００

株式会社　ニチゾウテック　九州
事業部

災害防止活動等における貢献 〒869-0113 熊本県玉名郡長洲町大字有明１番地

日米電子株式会社 災害防止活動等における貢献 〒810-0013 福岡県福岡市中央区大宮１－３－１０

日新興業株式会社 災害防止活動等における貢献 〒882-0812 宮崎県延岡市本小路７４

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

平成２８年度災害復旧国道３号野田地
区道路復旧工事中山・南邦特定建設
工事共同企業体

災害防止活動等における貢献 〒866-0833 熊本県八代市夕葉町３－７

平成２８年度災害復旧袴野地区工事
用道路整備工事福岡・髙野特定建設
工事共同企業体

災害防止活動等における貢献 〒866-0895 熊本県八代市大村町３４８

橋口組・藤本組地域維持型建設
共同企業体

災害防止活動等における貢献 〒862-0969 熊本県熊本市南区良町4-10-98

パシフィックコンサルタンツ株式
会社　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
４

株式会社 パスコ　熊本支店 災害防止活動等における貢献 〒862-0954 熊本県熊本市中央区神水１－２４－６

肥後・南陽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 〒869-2506 熊本県阿蘇郡小国町大字上田３２１７

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１－２－１９



株式会社 福山コンサルタント 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３－６－１８

株式会社 冨士設計 災害防止活動等における貢献 〒870-0045 大分市城崎町二丁目4番１３号

フジタ・大豊・アイサワ・吉田組
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 〒812-0027 福岡県福岡市博多区下川端町１－１

富士通株式会社　九州支社 災害防止活動等における貢献 〒812-8510 福岡県福岡市博多区東比恵3丁目1番2号

藤永組・和久田建設地域維持型建設
共同企業体 災害防止活動等における貢献 〒866-0831 熊本県八代市萩原町１－１１－６

株式会社 藤元建設 災害防止活動等における貢献 〒880-1101 宮崎県東諸県郡国富町大字本庄４８４８

平和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 〒839-0862 福岡県久留米市野中町９１４

株式会社 外薗運輸機工 災害防止活動等における貢献 〒895-0212 鹿児島県薩摩川内市陽成町１４６６番地１

株式会社 前川建設 災害防止活動等における貢献 〒861-1331 熊本県菊池市隈府１５１２－１８

株式会社 松下組 災害防止活動等における貢献 〒869-5563 熊本県芦北郡芦北町湯浦２４５－１

松本・大政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 〒861-4203 熊本県熊本市南区城南町隈庄５０５－３

株式会社 水野建設コンサルタン
ト（３）

災害防止活動等における貢献 〒862-0933 熊本県熊本市東区小峯２－６－２６

株式会社 ミゾタ 災害防止活動等における貢献 〒840-8686 佐賀市伊勢町15番1号

三井共同建設コンサルタント株
式会社　九州支社

災害防止活動等における貢献 〒812-00132福岡県福岡市博多区博多駅東２－１４－１

平成２８年度災害復旧国道５７号南阿
蘇地区道路復旧工事藤本建設工業・
翔栄特定建設工事共同企業体

災害防止活動等における貢献 〒869-1404 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽３３７７－１

明興・成南地域維持型建設共同企業
体　構成員　成南建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒861-8083 熊本県熊本市北区楡木３－１－３

明治・三共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 〒861-4101 熊本県熊本市南区近見６－３－２０

株式会社 森組 災害防止活動等における貢献 〒891-2103 鹿児島県垂水市市木２２８番地１

株式会社 盛武組 災害防止活動等における貢献 〒889-0102 宮崎県延岡市北川町長井３９１４

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１－１－５２

八千代エンジニヤリング株式会
社　九州支店（２）

災害防止活動等における貢献 〒810-0062 福岡県福岡市中央区荒戸２－１－５

矢野建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒882-0104 宮崎県延岡市北方町角田丑１０５６

山本・吉田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 〒860-0082 熊本県熊本市西区池田4-16-16

祐徳近海汽船株式会社 災害防止活動等における貢献 〒836-0843 福岡県大牟田市不知火町３－２−４

湯川建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒882-0034 宮崎県延岡市昭和町３－２０１４

豊・大義・大同経常建設共同企
業体

災害防止活動等における貢献 〒864-0057 熊本県荒尾市大島字角田１０４－５

横浜防災株式会社 災害防止活動等における貢献 〒221-0046
神奈川県横浜市神奈川区神奈川本町３－
６　土屋ビル204



吉永・共栄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 〒861-4172 熊本県熊本市南区御幸笛田２－１５－１

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番地３

株式会社 ワコー 災害防止活動等における貢献 〒861-4172 熊本県熊本市南区御幸笛田３－１９－１
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