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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、受賞者の動線確保のため、別紙「動線範囲図」の範囲内での撮影につい

　　てはご配慮をお願いします。

問い合わせ先

　　　国土交通省九州地方整備局総務部人事課長　臼井
うすい

　　（内線２２５１）

　　　国土交通省九州地方整備局総務部人事課　課長補佐　寺師
てらし

　　（内線２２５２）

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

平成３０年７月１８日

九 州 地 方 整 備 局

　 別添のとおり、平成３０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。
　なお、ICT技術を全面的に活用した工事を対象として、本年度より表彰部門にICT
工事優秀施工業者を新設しました。



（別添）

平成３０年７月１８日

件名

　（ 概 要 ）

    九州地方整備局では、国土交通行政の推進に関し、功績が顕著である個人ならびに団体
　に対し、下記のとおり 国土交通行政功労表彰を行います。

●表 彰 者  （名簿は別紙）

① 非常勤職員（医員） 　５名

② 地域協働の河川管理の推進における功労（個人） 　３名

③ 水門等操作員 １１名

④ 各種委員会における功労 　２名

⑤ 地域協働の河川管理の推進における功労（団体） 　１１団体

⑥ 道路環境の保全美化功労団体 　８団体

⑦ 優秀現場代理人・主任（監理）技術者 １３名

⑧ 優秀建設現場従事者 １２名

⑨ 若手優秀技術者 ２３名

⑩ 優秀技術者（業務部門） １４名

⑪ 優良施工業者（工事、業務部門） ７８社（団体）

⑫ ＩＣＴ工事優秀施工業者 １２社

⑬ 安全施工業者 ２０社

⑭ ７０社（団体）

●表彰式

日　　時 平成３０年７月１８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３０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）

（五十音順、敬称略）

非常勤職員（医員）（５名）

氏  名 フリガナ 功    績    概    要 住所

岡留　敏秀 オカドメ　トシヒデ 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

小野　英伸 オノ　ヒデノブ 永年にわたり嘱託医として職員の健康管理業務に精励 大分県

権頭　修 ゴンドウ　オサム 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

藤野　昭宏 フジノ　アキヒロ 永年にわたり嘱託医として職員の健康管理業務に精励 福岡県

牧　明 マキ　アキラ 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

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

岩本　正 イワモト　タダシ 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

坂本　榮治 サカモト　エイジ 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

杉尾　哲 スギオ　サトル 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

水門等操作員（１１名）

氏  名 フリガナ 功    績    概    要 住所

石橋　 イシバシ　ツトム 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

大石　八郎 オオイシ　ハチロウ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

小野　健治 オノ　ケンジ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

加藤　高弘 カトウ　タカヒロ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

佐藤　祐治 サトウ　ユウジ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

田代　純一 タシロ　ジュンイチ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

野瀬　康博 ノセ　ヤスヒロ 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

泥谷　完治 ヒジヤ　カンジ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

廣瀬　光則 ヒロセ　ミツノリ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

松本　大四郎 マツモト　ダイシロウ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

吉松　誠二 ヨシマツ　セイジ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

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

姫野　由香 ヒメノ　ユカ 事業評価監視委員会における功労 大分県

吉武　哲信 ヨシタケ　テツノブ 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における功労【団体】（１１団体）

団　体　名 フリガナ 功    績    概    要 住所

諫早市永昌東町自治会
諫早市天満町自治会

イサハヤシエイショウ
ヒガシマチジチカイ
イサハヤシテンマチョ
ウジチカイ

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

大川信用金庫諸富支店 オオカワシンヨウキン
コモロドミシテン

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

大塚地域まちづくり推進委員会
オオツカチイキマチヅ
クリスイシンイインカイ

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

大野島開拓四百年祭実行委員会
オオノシマカイタクヨン
ヒャクネンサイジッコウ
イインカイ

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

特定非営利活動法人
遠賀川流域住民の会

オンガガワリュウイキ
ジュウミンノカイ

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

田川ふるさと川づくり交流会 タガワフルサトカワヅ
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

特定非営利活動法人
バイオマスワークあったらし会

バイオマスワークアッ
タラシカイ

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

松原ダム湖面環境推進委員会
マツバラダムコメンカ
ンキョウスイシンイイン
カイ

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

竜門倶楽部 リュウモンクラブ 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

特定非営利活動法人
レスキュー・サポート九州

レスキューサポート
キュウシュウ

山国川水系他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

６町内公民館 ロクチョウナイコウミン
カン

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（８団体）

団　体　名 フリガナ 功    績    概    要 住所

イオン九州株式会社
イオン唐津ショッピングセンター

イオンキュウシュウ　イ
オンカラツショッピング
センター

国道２０２号の保全及び美化に協力 佐賀県

イオン九州株式会社
イオン江北店

イオンキュウシュウ　イ
オンコウホクテン 国道３４号の保全及び美化に協力 佐賀県

キラキラ花の会 キラキラハナノカイ 国道２１０号の保全及び美化に協力 福岡県

株式会社国土技術コンサルタンツ
コクドギジュツコンサ
ルタンツ 国道３号の保全及び美化に協力 鹿児島県

不知火町公民館 シラヌイマチコウミンカ
ン 国道２０８国道の保全及び美化に協力 福岡県

竹友会 チクユウカイ 国道３４号の保全及び美化に協力 長崎県

豊友会 ホウユウカイ 国道１０号（大分市内及び中津市内）の保全及び美化に協力 大分県

旧市花壇サポートクラブ モトマチカダンサポー
トクラブ 国道２２６号の保全及び美化に協力 鹿児島県



優秀現場代理人・主任（監理）技術者（１３名）

氏        名 フリガナ 企　　業　　名 表彰工事名 企業住所

安東　五雄 アンドウ　イツオ 株式会社友岡組
大分５７号大野竹田道路三宅地区第５工区改良
外工事

大分県

小河　圭司 オゴウ　ケイジ 松山建設株式会社 福岡２０２号　春吉橋迂回路橋下部工（Ａ１）工事 福岡県

國本　雅宏 クニモト　マサヒロ 有限会社八十建設 緑川走潟上流地区築堤工事 熊本県

後藤　俊郎 ゴトウ　トシロウ 株式会社八方建設 熊本３号　須屋高架橋下部工工事 熊本県

後藤　啓文 ゴトウ　ヒロフミ
熊野・中川地域維持型建
設共同企業体

平成２８年度災害復旧　古城地区工事用道路工
事

熊本県

近藤　肇 コンドウ　ハジメ 株式会社時里組 平成２８年度　木塚地区歩道整備外工事 福岡県

進藤　頼継 シンドウ　ヨリツグ
たくみ経常建設共同企業
体

福岡１０号新山国大橋下部工（Ｐ１）工事 福岡県

德吉　英二 トクヨシ　エイジ 株式会社南組
平成２９年度筑後川水系（吉井地区）河川維持
工事

福岡県

中山　勇樹 ナカヤマ　ユウキ 株式会社渡辺組
鹿児島３号東西道路市道中洲通線１工区改築
工事

鹿児島県

原口　龍治 ハラグチ　リュウジ 株式会社南組 福岡２０８号　大野島地区改良外工事 福岡県

森　建樹 モリ　ケンジ 唐津土建工業株式会社 呼子大橋補修工事 佐賀県

安井　将晃 ヤスイ　マサテル 株式会社山﨑建設 佐賀４９７号高瀬地区改良外工事 佐賀県

矢野　晃史 ヤノ　アキフミ
森工業・池田建設地域維
持型建設共同企業体

平成２８年度災害復旧　熊本５７号車帰地区道
路改良（その１）工事

熊本県



優秀建設現場従事者（１２名）

氏    名 フリガナ 職 名 企　　業　　名 企業住所

上園　正重 ウエゾノ　マサシゲ とび工 大隅リース　株式会社 鹿児島県

上野　剛章 ウエノ　ヨシノリ 土工 有限会社　マグネット 宮崎県

黒添　秀行 クロゾエ　ヒデユキ 機械設備据付工 有限会社　西川機工 熊本県

米衛　政義 コメエ　マサヨシ 建設機械運転工 富岡建設　株式会社 宮崎県

坂田　明博 サカタ　アキヒロ 舗装工 西部道路株式会社 長崎県

佐々木　浩二 ササキ　コウジ 切断穿孔工 株式会社　大隅機工 鹿児島県

佐藤　崇弘 サトウ　タカヒロ
橋梁架設工
（主任技術者）

日本ピー・シー・テー建設株式会社 宮崎県

髙﨑　賢一 タカサキ　ケンイチ 鉄筋工 株式会社　ノーグチ 熊本県

滝野　敏明 タキノ　トシアキ 土工 日東工業　株式会社 大分県

橘木　琢也 タチバナキ　タクヤ 土工 福上産業　株式会社 鹿児島県

眞村　貴志 マムラ　タカシ 左官工 株式会社　熊野組 熊本県

山下　正 ヤマシタ　タダシ 建設機械運転工 株式会社福井建設 佐賀県



若手優秀技術者（２３名）

氏        名 フリガナ 企　　業    名 表彰工事名 企業住所

池島　清輝 イケジマ　キヨテル 林建設株式会社 吉松地区左岸堤防強化工事 鹿児島県

井上　浩輔 イノウエ　コウスケ
三井住友建設株式会社
九州支店

九州横断道（嘉島～山都）太田川橋上部工工事 福岡県

大籠　真也 オオゴモリ　シンヤ 株式会社中野建設 佐賀４９７号府招乙房地区９号函渠設置工事 佐賀県

織部　孝広 オリベ　タカヒロ 株式会社佐伯建設 国分地区河道掘削(その2)工事 大分県

笠置　哲也 カサギ　テツヤ 株式会社安部組 中津維持管内橋梁補修外工事 大分県

城井　英一 キイ　エイイチ 清水丸源建設株式会社 福岡３号東田地区改良工事 福岡県

小濵　智紀 コハマ　トモノリ ヤマグチ株式会社 国道３号砂岳ロックシェッド撤去工事 鹿児島県

小森　郁夫 コモリ　イクオ 株式会社上滝
長崎５７号仁反田川橋下部工（Ｐ１３）外一連工
事

長崎県

桟敷野　栄基 サシキノ エイキ 株式会社八方建設 竃門上流地区河道整備その他工事 熊本県

清水　孝輔 シミズ　コウスケ 若松港湾工業株式会社
平成２９年度関門航路（大瀬戸～六連地区）航
路（－１４ｍ）浚渫工事

福岡県

田熊　大作 タクマ　ダイサク 尾花建設株式会社 福岡２０８号　西蒲池地区舗装工事 福岡県

竹之下　正輝 タケノシタ　マサキ 株式会社島津建設 国道２２５号宇宿工区電線共同溝工事 鹿児島県

多田　新吾 タダ　シンゴ
株式会社日本ピーエス九
州支店

熊本３号町中第２橋上部工（Ａ１～P５）工事 福岡県

田中　健 タナカ　タケシ 祐徳建設興業株式会社 佐賀国道佐賀地区外保全工事 佐賀県

戸髙　規行 トダカ　ノリユキ コーアツ工業株式会社
東九州道（志布志～大崎）平良上第一跨道橋外
上部工工事

鹿児島県

冨安　洋祐 トミヤス　ヨウスケ 井樋建設株式会社 佐田川鳥飼樋門改築受託工事 福岡県

枦山　博通 ハゼヤマ　ヒロミチ 山下建設株式会社 東九州道（志布志～大崎）田尾地区函渠工工事 鹿児島県

原田　久 ハラダ　ヒサシ 株式会社盛田組
大分５７号大野竹田道路挾田地区第２工区改良
外工事

大分県



若手優秀技術者（２３名）

氏        名 フリガナ 企　　業    名 表彰工事名 企業住所

前村　圭介 マエムラ　ケイスケ 大淀開発株式会社 金田地区浸透対策（その１）工事 宮崎県

松元　誠一 マツモト　セイイチ 肝付土建株式会社 下之門地区護岸補修その他工事 鹿児島県

三浦　誠二郎 ミウラ　セイジロウ 柴田建設株式会社 平成２８年度　竹田地区舗装修繕外工事 大分県

村島　孝明 ムラシマ　タカアキ 株式会社福岡建設 平成２９年度水島地区耐震対策その２工事 熊本県

柳田　康仁 ヤナギタ　ヤスヒト 八作建設株式会社 恒富地区堤防整備外工事 宮崎県



氏        名 フリガナ 企　　業    名 表彰業務名 企業住所

今薗　淳司 イマゾノ　アツシ
株式会社水野建設コンサルタ
ント

平成２９年度　国道５７号北側復旧ルート
測量設計業務

熊本県

大野　泰教 オオノ　ヤスノリ
パシフィックコンサルタンツ株
式会社九州支社

平成２９年度　熊本管内道路整備計画資
料作成業務

福岡県

上家　仁 カミイエ　ジン
パシフィックコンサルタンツ株
式会社 九州支社

平成２９年度今古賀交差点改良事業外施
工計画等検討業務

福岡県

酒井 奈美 サカイ ナミ 西日本技術開発株式会社 菊池川水系かわまちづくり計画検討業務 福岡県

下尾﨑　泰宏 シモオザキ　ヤスヒロ 大福コンサルタント株式会社
平成２８年度　緑川ダム管内測量及び施設
補修設計業務

鹿児島県

原口  洋介 ハラグチ　ヨウスケ
株式会社高崎総合コンサルタ
ント

平成２９年度　福岡国道改築関係道路詳
細修正設計業務

福岡県

福本　圭吾 フクモト　ケイゴ
三井共同建設コンサルタント
株式会社九州支社

平成２９年度緑川水系築堤護岸設計測量
業務

福岡県

本多　明 ホンダ　　アキラ
中央コンサルタンツ株式会社
福岡支店

平成29年度大分管内交通安全対策検討
業務

福岡県

松下　雅之 マツシタ　マサユキ 株式会社冨士設計 平成２９年度　佐伯管内測量設計業務 大分県

水町　道治 ミズマチ　ミチハル
朝日開発コンサルタンツ株式
会社

平成２９年度鹿児島国道事務所管内測量・
設計業務

鹿児島県

村手　達佳 ムラテ　タツヨシ いであ株式会社九州支店 大分川ダム周辺環境調査業務 福岡県

毛利　誠也 モウリ　セイヤ
株式会社東京建設コンサルタ
ント九州支社

筑後川水系治水計画検討業務 福岡県

湯淺　康弘 ユアサ　　ヤスヒロ
株式会社共同技術コンサルタ
ント

延岡管内河川測量設計業務 宮崎県

渡邊  茂樹 ワタナベ　シゲキ
株式会社オリエンタルコンサ
ルタンツ 九州支店

平成２９年度　福岡国道管内幹線道路ネッ
トワーク計画検討業務

福岡県

優秀技術者（業務部門）（１４名）



優良施工業者（工事部門）（４６社（団体））

企　　業　　名 表彰工事名

株式会社天本緑地造園 国営吉野ヶ里歴史公園園内改修工事 〒841-0072 佐賀県鳥栖市村田町五反三歩1493番地1

株式会社植村組 長崎樋門改修工事 〒890-0008 鹿児島県鹿児島市伊敷五丁目９番８号

江上建設株式会社 矢部川鷹ノ尾地区（下流）築堤工事 〒831-0016 福岡県大川市大字酒見４７４－９

大淀開発株式会社
平成２８・２９年度都城地区道路維持補修工
事

〒885-0042 宮崎県都城市上長飯町５４２７番地１

岡本建設株式会社 平成２９年度　松浦川河口部環境整備工事 〒849-0314 佐賀県小城市芦刈町三王崎110番地

岡本土木株式会社 福岡３号前田地区３工区電線共同溝工事 〒802-0073 北九州市小倉北区貴船町９番１３号

笠原建設株式会社 山内地区道路防災対策工事 〒847-0861 佐賀県唐津市二夕子３丁目１番１号

唐津土建工業株式会社 呼子大橋補修工事 〒847-0861 佐賀県唐津市二タ子２－７－５１

河津建設株式会社
大分212号三光本耶馬渓道路三光田口地区
第8工区改良工事

〒877-0036 大分県日田市三芳小渕町151番地

株式会社岸本組 浜玉高架橋耐震補強工事 〒847-0881 佐賀県唐津市竹木場５２０６－８２

熊野・中川地域維持型建
設共同企業体

平成２８年度災害復旧　古城地区工事用道
路工事

〒865-0064 熊本県玉名市中１１８９番地

建設サービス株式会社熊
本営業所

平成２８・２９年度　熊本管内道路維持補修工
事

〒861-4161 熊本県熊本市南区富合町小岩瀬２３４－３

コーアツ工業株式会社
東九州道（志布志～大崎）平良上第一跨道
橋外上部工工事

〒890-0008 鹿児島市伊敷5丁目17番5号

笹原建設株式会社 平田地区掘削築堤工事 〒871-0026 大分県中津市大字高瀬１２３４番地

柴田建設工業株式会社
福岡３号戸切高架橋オンランプ下部工（２工
区）工事

〒820-0011 福岡県飯塚市柏の森４７７番地１

株式会社島津建設 国道２２５号宇宿工区電線共同溝工事 〒892-0871 鹿児島市吉野町９７００番地１

株式会社精研 福岡県警察第二機動隊(28)機械設備工事 〒542-0081 大阪市中央区南船場二丁目1番3号

西部道路株式会社 長崎４９７号調川地区舗装工事 〒857-0854 長崎県佐世保市福石町4番19号

大新造園株式会社 宮崎ワシントニアパーム更新工事 〒880-0837 宮崎県宮崎市村角町阿波２４８８番地３

たくみ経常建設共同企業
体

福岡１０号新山国大橋下部工（P1)工事 〒820-0021 福岡県飯塚市潤野1133-6

株式会社田代組 下内田樋管改築工事 〒895-0041 鹿児島県薩摩川内市隈之城町１８６５番地

東洋建設株式会社九州支
店

細島港（外港地区）防波堤（南沖）築造工事 〒810-0022
福岡市中央区薬院三丁目3番31号　六番館２
階

株式会社時里組 平成28年度　木塚地区歩道整備外工事 〒830-0065 福岡県久留米市荒木町今２２２-１

徳澤建設株式会社 平成２８・２９年度鹿屋管内維持修繕工事 〒899-7301 鹿児島県曽於郡大崎町菱田２５９３－１

住          所



優良施工業者（工事部門）（４６社（団体））

企　　業　　名 表彰工事名 住          所

株式会社友岡組
大分５７号大野竹田道路三宅地区第５工区
改良外工事

〒879-6433 大分県豊後大野市大野町大原１１７２番地２

株式会社中島工務店 佐賀４９７号古里地区２工区舗装工事 〒845-0022 佐賀県小城市三日月町久米２１１１－８

名村・三井特定建設工事
共同企業体

伊万里港（七ツ島地区）道路（橋梁上部工）工
事

〒849-0937 佐賀市鍋島３丁目3-20鍋島ｼｪｽﾄﾋﾞﾙ3F

有限会社南海電気サービ
ス

名瀬合同庁舎（２８）発電設備更新工事 〒880-0856 宮崎県宮崎市日ノ出町４１番地３

西田鉄工株式会社 大分川ダム利水放流設備工事 〒869-0494 熊本県宇土市松山町４５４１

のぼる技建株式会社 三池港土砂固化処理・運搬工事（第２次） 〒836-0096 福岡県大牟田市萩尾町１丁目３５８－１

株式会社八方建設 熊本３号　須屋高架橋下部工工事 〒861-1311 熊本県菊池市赤星２１１４－１

株式会社日立製作所九州
支社

菰田排水機場２号原動機更新外工事 〒814-8577 福岡市早良区百道浜二丁目１番１号

フジタ道路株式会社九州
支店

熊本空港誘導路（Ｐ２－Ｐ３）改良工事 〒812-0027 福岡市博多区下川端町１番１号

株式会社富士ピー・エス
九州支店

平成28年度災害復旧立野地区外橋梁補修
工事

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通二丁目4番8号

株式会社平和建設 小野屋大橋耐震補強外工事 〒870-0304 大分市大字久原796番地の１

増田建設株式会社 佐賀４９７号井手野地区安全施設設置工事 〒849-1602 佐賀県藤津郡太良町大字多良1815

株式会社松永産業 平成２９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

松山建設株式会社
福岡２０２号　春吉橋迂回路橋下部工（Ａ１）
工事

〒810-0011 福岡市中央区高砂２－２４－２３

株式会社丸福建設 城原川姉地区築堤外工事 〒849-0201 佐賀県佐賀市久保田町大字徳万１６４７

株式会社南組 福岡２０８号　大野島地区改良外工事 〒838-0122 福岡県小郡市松崎１６６－１

宮原建設株式会社 ハローワーク八代（Ｈ２８）建築その他工事 〒868-0005 熊本県人吉市上青井町１４０

森工業・池田建設地域維
持型建設共同企業体

平成２８年度災害復旧　熊本５７号車帰地区
道路改良（その１）工事

〒869-2225 熊本県阿蘇市黒川1347

有限会社八十建設 緑川走潟上流地区築堤工事 〒861-8028 熊本市東区新南部６丁目１番５３号

株式会社山﨑建設 佐賀４９７号高瀬地区改良外工事 〒840-0013 佐賀県武雄市橘町大字大日8292

山下建設株式会社
東九州道（志布志～大崎）田尾地区函渠工
工事

〒899-7305 鹿児島県曽於郡大崎町仮宿１７４１番地

有限会社隆将カンパニー 福岡２０１号筑豊管内舗装修繕工事 〒825-0002 福岡県田川市大字伊田5000番地



優良施工業者（業務部門）（３２社（団体））

企　　業　　名 表彰業務名

株式会社梓設計九州支社 鹿児島第３合同庁舎（２８）設計業務 〒810-0004
福岡県福岡市中央区渡辺通５丁目２３番
８号　サンライトビル

いであ株式会社九州支店
平成29年度福岡空港滑走路増設（国際線
北側拡張エプロン）土壌調査

〒812-0055 福岡市東区東浜１丁目５番１２号

エイコー・コンサルタンツ株式
会社

平成２９年度北九州国道管内橋梁点検業
務

〒815-0083 福岡市南区高宮５丁目１０番１２号

株式会社オリエンタルコンサル
タンツ 九州支店

平成２９年度　福岡国道管内幹線道路ネッ
トワーク計画検討業務

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前３－２－８

九州建設コンサルタント株式会
社

平成29年度大野川水辺現地調査(底生動
物）外業務

〒870-0946 大分県大分市大字曲９３６－１

株式会社建設技術コンサルタン
ツ

平成２８年度川内川河川構造物測量設計
等業務

〒890-0007
鹿児島県鹿児島市伊敷台一丁目22番1
号

株式会社孝栄設計コンサルタン
ト

平成２９年度福岡空港滑走路増設用地調
査点検等技術業務

〒811-1302 福岡市南区井尻１丁目３６番２０号

株式会社国土開発コンサルタン
ト

平成２８・２９年度　延岡管内施設点検業務 〒880-0015 宮崎県宮崎市大工３－１５５

三洋テクノマリン株式会社九州
支社

平成２９年度熊本港周辺環境調査 〒812-0022 福岡市博多区神屋町１０番１５号

株式会社新英コアテクニカ
平成２８年度六角川永野地区物件調査等
業務

〒843-0023 佐賀県武雄市武雄町大字昭和１３５番地

株式会社新和コンサルタント
平成２９年度阿久根川内道路（阿久根～西
目）土地評価業務

〒818-0131 福岡県太宰府市水城二丁目１８番３７号

株式会社セイコー
平成２９年度　筑後川河川事務所管内上流
域外地質調査業務

〒830-0055 福岡県久留米市上津１－２４－１３

セントラルコンサルタント株式
会社九州支店

平成２９年度伊万里道路外改築事業設計
及び測量業務

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東３－１１－２８

株式会社大建
平成２８年度国道３号植木バイパス（大摩地
区）用地調査等業務

〒814-0031
福岡県福岡市早良区南庄２丁目９番１２
号

大福コンサルタント株式会社
平成２８年度　緑川ダム管内測量及び施設
補修設計業務

〒890-0068 鹿児島市東郡元町１７番１５号

大福コンサルタント株式会社
平成２９年度国道３号吉田交差点改良用地
調査等業務

〒890-0068 鹿児島市東郡元町１７番１５号

太陽技術コンサルタント株式会
社

五ヶ瀬川水系流量観測業務 〒882-0062 宮崎県延岡市松山町1170番地1

株式会社高崎総合コンサルタン
ト

平成２９年度　福岡国道改築関係道路詳細
修正設計業務

〒839-0809 福岡県久留米市東合川３－７－５

中央コンサルタンツ株式会社福
岡支店

平成29年度大分管内交通安全対策検討業
務

〒812-0039 福岡市博多区冷泉町2番1号

中央復建コンサルタンツ株式会
社　九州支社

平成29年度北九州港湾・空港整備事務所
管内港湾施設実施設計外１件

〒812-0038 福岡市博多区祇園町4番61号

株式会社東京建設コンサルタン
ト九州支社

筑後川水系治水計画検討業務 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2-12-3

西日本技術開発株式会社 菊池川水系かわまちづくり計画検討業務 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通１丁目１番１号

日本工営株式会社 　福岡支店
平成２９年度AIを用いた河川の水位流量予
測検討業務

〒812－0007福岡市博多区東比恵１丁目２番１２号

公益社団法人　日本港湾協会
平成２９年度志布志港長期的機能配置のあ
り方検討業務

〒107-0052 東京都港区赤坂３丁目３番５号

パシフィックコンサルタンツ株
式会社九州支社

平成２９年度　長崎地域道路網調査計画外
業務

〒812-0012
福岡市博多区博多駅中央街7番21号（紙
与博多中央ビル　13階）

住          所



優良施工業者（業務部門）（３２社（団体））

企　　業　　名 表彰業務名 住          所

パシフィックコンサルタンツ株
式会社九州支社

平成29年度大分港海岸（津留地区）細部設
計外１件

〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街７番２１号

株式会社冨士設計 平成２９年度　佐伯管内測量設計業務 〒870-0942 大分市大字羽田９３０番地１

平和総合コンサルタント株式会
社

平成２８年度隈上川桜井地区補償説明等
業務

〒839-0862 福岡県久留米市野中町９１４番地

一般社団法人北部九州河川利用
協会

平成２９年度遠賀川水系樋門樋管等調査
検討業務

〒839-0801 福岡県久留米市宮ノ陣３－８－８

株式会社水野建設コンサルタン
ト

平成２９年度　国道５７号北側復旧ルート測
量設計業務

〒862-0933 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
式会社九州支社

平成２９年度緑川水系築堤護岸設計測量
業務

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-14-1

八千代エンジニヤリング株式会
社九州支店

平成２９年度鹿児島国道事務所管内道路
網検討業務

〒810-0062 福岡県福岡市中央区荒戸二丁目1番5号



ＩＣＴ工事優秀施工業者（１２社）

企　　業　　名 表彰工事名

味岡建設株式会社 熊本３号水俣ＩＣ部函渠工外工事 〒868-0501 熊本県球磨郡多良木町多良木１４４－１

アスミオ．株式会社  今宿道路　前原多久地区改良工事 〒819-0038 福岡市西区大字羽根戸１５９－４

株式会社緒方建設
九州横断道（嘉島～山都）倉道地区改良
２１期工事

〒861-1324 熊本県菊池市野間口１０９７

岡本建設株式会社 踊瀬地区道路改良工事 〒849-0314 佐賀県小城市芦刈町三王崎１１０

小田開発工業株式会社
大分５７号大野竹田道路坪泉地区改良
外工事

〒876-1105 大分県佐伯市海崎848番地の1

鎌田建設株式会社 鹿児島３号出水北ＩＣ６工区改良工事 〒899-4462 鹿児島県霧島市国分敷根１４１番地

株式会社河建 筑後川高野地区（上流）築堤工事 〒839-0215 福岡県みやま市高田町濃施６３４

株式会社川原建設
大分212号三光本耶馬溪道路田口IC地
区第2工区改良工事

〒871-0434
大分県中津市耶馬溪町大字樋山路38番
地

株式会社田島組 羽月川下流掘削工事 〒895-1401
鹿児島県薩摩川内市入来町副田２１８６
番地２

株式会社長崎西部建設 半造川築堤その他工事 〒850-0053 長崎市玉園町２番３７号

株式会社野添土木
平成２９年度　桜島管内保全・維持修繕
工事

〒891-1542 鹿児島県鹿児島市持木町４０番地

株式会社山崎産業 宮崎２１８号深角西工区改良工事 〒882-0073 宮崎県延岡市貝の畑町２９０３番地

住          所



安全施工業者（２０社（団体））

企　　業　　名 表彰工事名

株式会社安部工務店 平成２９年度中間出張所管内維持工事 〒807-1144
福岡県北九州市八幡西区真名子２－３－
３５

井樋建設株式会社 福岡２０８号　筑後川橋下部工（Ｐ８）工事 〒830-0049 福岡県久留米市大石町５０７－２

株式会社川浪組 境橋床版改修（P1～P3）工事 〒877-0078 大分県日田市大字友田3725

株式会社髙喜工業　　 高島地区浸透対策その他工事 〒861-0541 熊本県山鹿市鍋田1774-1

五領建設株式会社
平成２８・２９年度　阿蘇管内道路維持補
修工事

〒861-8035
熊本県熊本市東区御領六丁目三番五七
号

株式会社西海建設
長崎５７号下井牟田地区５工区国道付替
改良工事

〒850-0032 長崎県長崎市興善町2番8号

株式会社佐々木建設
平成２８・２９年度　佐伯地区維持補修工
事

〒879-3301
大分県佐伯市字宇目大字小野市４９８５
番地２

三交電気工事株式会社
福岡３号桃園地区交通安全施設設置外
工事

〒811-1311 福岡県福岡市南区横手3丁目14番15号

柴﨑建設株式会社
水無川1号砂防堰堤右岸袖部盛土外工
事

〒859-1313 長崎県雲仙市国見町土黒丙４３４番地

砥上建設株式会社 三池港土砂固化処理・運搬工事 〒839-0253 福岡県柳川市大和町鷹ノ尾３５３番地

株式会社西九州道路
平成28・29年度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

日特建設株式会社九州支店
平成28年度災害復旧戸下地区外斜面対
策工事

〒812-0027 福岡市博多区下川端町１番３号

日本地研株式会社
平成28年度災害復旧立野地区外斜面対
策工事

〒812-0894 福岡市博多区諸岡５丁目２５番２５号

株式会社廣瀬組
巨瀬川高島橋架替（Ｐ１橋脚）受託合併
工事

〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田274-
2

豊国工業株式会社九州支店 大分川ダム選択取水設備工事 〒739-0024
広島県東広島市西条町御薗宇６４００－
３

丸昭建設株式会社 熊本３号水俣ＩＣ部２号函渠設置外工事 〒868-0071 熊本県人吉市西間上町２４７９－１

丸宮建設株式会社 上川東地区付属施設設置工事 〒885-0114 宮崎県都城市庄内町８０３１番地２

矢野建設株式会社 宮崎１０号　財光寺地区改築工事 〒882-0104 宮崎県延岡市北方町角田丑１０５６番地

龍南建設株式会社 加久藤橋下部工（Ｐ３）受託工事 〒880-0921 宮崎県宮崎市大字本郷南方1857番地3

株式会社渡辺組
東九州道（大崎～鹿屋）細山田橋下部工
（Ｐ１）工事

〒890-0045 鹿児島県鹿児島市武二丁目4番1号

住          所



災害復旧等功労業者（７０社）

企　　業　　名 表彰概要

有田建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒822-0031 福岡県直方市大字植木２１３３－１

池部土木株式会社 災害防止活動等における貢献 〒８７７-０００４ 大分県日田市城町１丁目２番５４号

石橋開発株式会社 災害防止活動等における貢献 〒807-1141
福岡県北九州市八幡西区楠橋上方２－
１４－４５

株式会社石橋組 災害防止活動等における貢献 〒825-0002 福岡県田川市大字伊田９９番地の４

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

井樋建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒８３０-００４９ 福岡県久留米市大石町５０７－２

株式会社永大開発コンサルタ
ント

災害防止活動等における貢献 〒820-0016 福岡県飯塚市菰田東２－２２－５５

株式会社エーワンコンサルタン
ト

災害防止活動等における貢献 〒８３０-００６１ 福岡県久留米市津福今町３６６－２

株式会社エスケイエンジニアリ
ング

災害防止活動等における貢献 〒８１８-００７２ 福岡県筑紫野市二日市中央１－１－５０

株式会社オービット 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１－２５－４１

株式会社大藪組 災害防止活動等における貢献 〒833-0005 筑後市長浜２０４３－１

尾花建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒839-0804 久留米市宮ノ陣町若松１－１９

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

株式会社川浪組 災害防止活動等における貢献 〒８７７-００７８ 大分県日田市大字友田３７２５

川原興業株式会社 災害防止活動等における貢献 〒８７７-００６２ 大分県日田市大字上野６１４

北九船舶有限会社 災害防止活動等における貢献 〒804-0064
福岡県北九州市戸畑区沖台1丁目9番8
号

株式会社久栄綜合コンサルタ
ント

災害防止活動等における貢献 〒８３０-００６１ 福岡県久留米市津福今町３４９－１８

九州環境建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒830-0047 久留米市津福本町１６４９－５１

一般社団法人九州建設技術管
理協会

災害防止活動等における貢献 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前１丁目１９の３

九州建設コンサルタント株式会
社

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

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 大分県大分市大字三芳１２３８－１

株式会社久保組 災害防止活動等における貢献 〒８３８-１３１４ 福岡県朝倉市長渕７２５－１

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丁目2番

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１－３－１
１

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

建武工業　株式会社 災害防止活動等における貢献 〒839-0817 久留米市山川町１６４３－７

住          所



災害復旧等功労業者（７０社）

企　　業　　名 表彰概要 住          所

株式会社郷原組 災害防止活動等における貢献 〒８３９-１２２２
福岡県久留米市田主丸町志塚島４４１－
１

株式会社国土開発コンサルタ
ント

災害防止活動等における貢献 〒880-0015 宮崎県宮崎市大工３丁目１５５号

株式会社才田組 災害防止活動等における貢献 〒８１２-０８７４ 福岡県福岡市博多区光丘町１－２－３０

清水丸源建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒825-0005 福岡県田川市大字糒６５６－１

株式会社下徳産業 災害防止活動等における貢献 〒８７７-１３６５ 大分県日田市大字有田３１９－１２

新開建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒832-0811 柳川市三橋町中山２７

成央建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒834-0034 八女市高塚６７９

第一復建株式会社 災害防止活動等における貢献 〒８１５-００３１ 福岡県福岡市南区清水４－２－８

株式会社大建 災害防止活動等における貢献 〒８１４-００３１ 福岡県福岡市早良区南庄２－９－１２

大成ジオテック株式会社 災害防止活動等における貢献 〒８３０-００３８ 福岡県久留米市西町１１７４－１０

大和海工株式会社 災害防止活動等における貢献 〒804-0013 北九州市戸畑区境川２丁目８番７号

大和コンサル株式会社 災害防止活動等における貢献 〒８３０-００２２ 福岡県久留米市城南町２３－３

株式会社高山組 災害防止活動等における貢献 〒８３９-１３０２ 福岡県うきは市吉井町徳丸３２５－１

田中建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒８７７-００５３ 大分県日田市大字高瀬７２８－５

株式会社谷口組 災害防止活動等における貢献 〒826-0041 福岡県田川市大字弓削田１３９５番地

株式会社谷組 災害防止活動等における貢献 〒８７７-００３２ 大分県日田市大字日高３０４０

株式会社堤組 災害防止活動等における貢献 〒839-0261 柳川市大和町皿垣開７番地

堤工業株式会社 災害防止活動等における貢献 〒832-0059 柳川市下宮永町６２０

株式会社テクノ 災害防止活動等における貢献 〒８３９-０８０９ 福岡県久留米市東合川３－１－２１

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

株式会社東京建設コンサルタ
ント  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２－１２－
３

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

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邉通１－１－１

西日本コンサルタント株式会社 災害防止活動等における貢献 〒８７０-０８５２ 大分県大分市大字奥田６４６－１

ニッスイマリン工業株式会社 災害防止活動等における貢献 〒804-0076 北九州市戸畑区銀座二丁目6番27号

日鉄鉱コンサルタント株式会社
九州本社

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２－６－２
３



災害復旧等功労業者（７０社）

企　　業　　名 表彰概要 住  所

一般社団法人日本埋立浚渫協
会九州支部

災害防止活動等における貢献 〒808-0024 北九州市若松区浜町１－４－７

日本航測株式会社 災害防止活動等における貢献 〒820-0001 福岡県飯塚市鯰田４０５－３３

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丁目２５番２
５号

株式会社パスコ福岡支店 災害防止活動等における貢献 〒812-0007 福岡市博多区東比恵３丁目５番２号

光工業株式会社 災害防止活動等における貢献 〒825-0002 福岡県田川市大字伊田１７１６-１

株式会社久富組 災害防止活動等における貢献 〒839-0823 久留米市善導寺町与田２６０

久富建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒８３９-０８２４ 福岡県久留米市善導寺町飯田３６５

株式会社廣瀬組 災害防止活動等における貢献 〒830-0416 三潴郡大木町大字八丁牟田２７４－２

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三丁目６
番１８号

平和測量設計株式会社 災害防止活動等における貢献 〒８３９-０８０９ 福岡県久留米市東合川７－１０－１１

株式会社ポルテック 災害防止活動等における貢献 〒101-0047 東京都千代田区内神田一丁目8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 〒８１２-００１３
福岡県福岡市博多区博多駅東２－１４－
１

株式会社南組 災害防止活動等における貢献 〒８３８-０１２２ 福岡県小郡市松崎１６６－１

森部建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒８３８-１３１４ 福岡県朝倉市長渕６１８

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三丁目２番地
の４

龍南建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒880-0921 宮崎市本郷南方1857番地3

和興測量設計株式会社 災害防止活動等における貢献 〒８３９-０８０９ 福岡県久留米市東合川３－１－１０
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映写室（3階〉
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