
記 者 発 表 資 料

資　料 受賞者名簿

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　加藤
か と う

　　（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　山下
やました

　　（内線２２５２）

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

令 和 ２ 年 ７ 月 ２ ０ 日

九 州 地 方 整 備 局

　 別添のとおり、令和２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）

令和２年７月２０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。

●受 賞 者  （名簿は別紙）

① 道路モニター 　２名

② 地域協働の河川管理の推進における功労（個人） 　７名

③ 水門等操作員 ２２名

④ 地域協働の河川管理の推進における功労（団体） 　　９団体

⑤ 道路環境の保全美化功労団体 　　８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 １２名

⑧ 若手優秀技術者 ４２名

⑨ 優秀技術者（業務部門） ３２名

⑩ 優良施工業者（工事、業務部門） ７８社（団体）

⑪ ＩＣＴ工事優秀施工業者 １５社

⑫ 働き方改革促進優秀施工業者（※新設部門） １８社

⑬ 安全施工業者 ２４社

⑭ ９７社

●表彰式

日　　時 令和２年８月７日（金）　１０：００～

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、新型コロナウイルス感染拡大の状況等により中止する場合があります。

「令和２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

新型コロナウイルス感染症への対処・予防の観点から、参加人数、
内容を縮小して実施させていただきます。

地域に密着してご活躍いただいております①～⑤の方々につきまし
ては、今年度は担当事務所による感謝状の伝達とさせていただきます。

⑥～⑭の方々につきましては、以下の日時により表彰式を行います。



○

①

②

○ 表彰実績は総合評価落札方式の企業能力の評価項目で
活用しており、他の部門と同様に活用します。

「働き方改革促進優秀施工業者」（令和2年新設）

九州地方整備局では、建設業界の週休２日の取り組みを支援
するため、令和2年度新設の「働き方改革促進優秀施工業者」
として１８社を表彰します。

「働き方改革促進優秀施工業者」部門は①かつ②の観点
で選定。

受注者希望方式
※

で工事期間において４週８休以
上の現場閉所日を確保した工事。

令和元年度に完成した九州地方整備局（営繕部・
港湾空港部除く）発注工事の中で優れた成績を収
めた工事

　※受注者希望方式とは、工事契約後に受注者が週休２日を実施
    するか任意に選択できる発注方式



（別紙）

（五十音順、敬称略）

道路モニター【個人】（２名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所

風戸　彰 カザト　アキラ 永年にわたる道路モニター業務に精励 大分県

吉野　幸秀 ヨシノ　ユキヒデ 永年にわたる道路モニター業務に精励 大分県

地域協働の河川管理の推進における功労【個人】（７名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所

井上　一夫 イノウエ　カズオ 嘉瀬川、六角川、松浦川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 佐賀県

吉良　久吾 キラ　キュウゴ 遠賀川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 福岡県

桑原　佐年 クワハラ　サトシ 川内川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 鹿児島県

坂田　佐一郎 サカタ　サイチロウ 小丸川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 宮崎県

髙村　稔 タカムラ　ミノル 筑後川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 大分県

原口　公子 ハラグチ　キミコ 遠賀川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 福岡県

湯崎　ヤエ子 ユザキ　ヤエコ 川内川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 鹿児島県

水門等操作員（２２名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所

朝見　幹博 アサミ　ミキヒロ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

石田　憲雄 イシダ　ノリオ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

伊藤　眞郷 イトウ　シンゴウ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

井上　和政 イノウエ　カズマサ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

岩津　孝秀 イワヅ　タカヒデ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

江島　敏憲 エジマ　トシノリ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

木津　良明 キヅ　ヨシアキ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

 野　泰博 コモノ　ヤスヒロ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

重冨　辰彦 シゲトミ　タツヒコ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

高橋　孝文 タカハシ　タカフミ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

髙椋　和博 タカムク　カズヒロ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

武本　貴史 タケモト　タカシ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

田中　清勝 タナカ　キヨカツ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

田中　秀幸 タナカ　ヒデユキ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

冨岡　謙一 トミオカ　ケンイチ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

楢崎　善夫 ナラサキ　ヨシオ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県



西川　貴史 ニシカワ　タカシ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

花田　忠昭 ハナダ　タダアキ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

堀越　睦夫 ホリコシ　ムツオ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

松井　誠 マツイ　マコト 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

柳田　秩宏 ヤナギタ　ツネヒロ 永年にわたる水門操作業務に精励 宮崎県

山本　孝一 ヤマモト　コウイチ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

地域協働の河川管理の推進における功労【団体】（９団体）

団　体　名 フリガナ 功    績    概    要 住所

川原町自治会 カワハラマチジチカイ 筑後川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 大分県

菊池川育てねっと キクチガワソダテネット 菊池川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 熊本県

公益財団法人久留米市都市公園管
理センター城島リバーサイドゴルフ場

コウエキザイダンホウジン
クルメシトシコウエンカンリ
センタージョウジマリバー
サイドゴルフジョウ

筑後川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 福岡県

筑後川クリーンアップ支援
隊

チクゴガワクリーンアッ
プシエンタイ

筑後川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 福岡県

特定非営利活動法人五ヶ
瀬川流域ネットワーク

トクテイヒエイリカツド
ウホウジンゴカセガワ
リュウイキネットワーク

五ヶ瀬川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 宮崎県

特定非営利活動法人下筌
ダム湖と森の会

トクテイヒエイリカツド
ウホウジンシモウケダ
ムミズウミトモリノカイ

筑後川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 大分県

特定非営利活動法人風治
さつきの会

トクテイヒエイリカツド
ウホウジンフウジサツ
キノカイ

遠賀川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 福岡県

特定非営利活動法人水辺
に遊ぶ会

トクテイヒエイリカツドウ
ホウジンミズベニアソブ
カイ

山国川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 大分県

中島自然再生協議会
ナカシマシゼンサイセ
イキョウギカイ

遠賀川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 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

株式会社筑邦銀行　日吉町
支店

カブシキガイシャチク
ホウギンコウ　ヒヨシマ
チシテン

国道209号の保全及び美化に協力 福岡県

九州ガス株式会社　大村支
店

キュウシュウガスカブシ
キガイシャ　オオムラシ
テン

国道34号の保全及び美化に協力 長崎県

スマイルグループ スマイルグループ 国道10号の保全及び美化に協力 福岡県

たるみず折鶴 タルミズオリヅル 国道220号の保全及び美化に協力 鹿児島県

日向測量設計株式会社
ヒュウガソクリョウセッ
ケイカブシキガイシャ 国道10号の保全及び美化に協力 宮崎県

福岡県信用組合　瀬高支店
フクオカケンシンヨウク
ミアイ　セタカシテン 国道209号の保全及び美化に協力 福岡県

ぶぜんあじさいクラブ ブゼンアジサイクラブ 国道10号の保全及び美化に協力 福岡県

宮浦220号線花の愛好会
ミヤウラ220ゴウセン
ハナノアイコウカイ 国道220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（１４名）

氏        名 フリガナ 企　　業　　名 表彰工事名 企業住所

青柳　徳宏 アオヤギ　ノリヒロ 鎌田建設株式会社 鹿児島３号境川橋下部工（Ｐ４・Ｐ５）工事 鹿児島県

池崎　茂宏 イケザキ　シゲヒロ
東亜建設工業株式会社
九州支店

平成31年度佐世保港(浦頭地区)岸壁(-10m)築
造工事

福岡県

石松　和徳 イシマツ　カズノリ 田中建設株式会社
平成３１年度　松原・下筌ダム管内維持修繕工
事

大分県

岩下　光一 イワシタ　コウイチ
徳倉建設株式会社九州
支店

熊本県警察学校（Ｈ３０）武道場建築その他工事 福岡県

押方　政明 オシカタ　マサアキ 松山建設株式会社 福岡３号千早・名島地区無電柱化１４工区工事 福岡県

神田　勝也 カンダ　カツヤ 谷川建設工業株式会社 令和元年度　小田地区歩道整備工事 大分県

坂元　慎吾 サカモト　シンゴ 株式会社田代組 曽木地区護岸災害復旧工事 鹿児島県

徳永　文人 トクナガ　フミヒト 株式会社大和土木 知古地区上流掘削築堤工事 福岡県

服部　信治 ハットリ　シンジ 株式会社南組 国道３号立花地区防災工事 福岡県

平尾　司 ヒラオ　ツカサ
八方・宇都宮地域維持型
建設共同企業体

平成３０年度災害復旧熊本５７号堀ヶ谷川橋下
部工（Ｐ１）外工事

熊本県

松永　勇治 マツナガ　ユウジ 株式会社大同工務店 白坂歩道橋外補修・補強工事 佐賀県

松村　明正 マツムラ　アキマサ
株式会社不動テトラ九州
支店

平成30年度名瀬港(本港地区)岸壁(-7.5m)(改良)
工事(第3次)

福岡県

森山　清司 モリヤマ　セイジ 株式会社郷原組 汐井谷川（小河内川左支渓05）砂防堰堤工事 福岡県

弓削　伸行 ユゲ　ノブユキ 尾花建設株式会社 福岡２０８号　大野島地区３号函渠工事 福岡県



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

枝川　賢治 エダガワ　ケンジ 土工 岩奥産業株式会社 熊本県

折田　信一 オリタ　ノブイチ 主任技術者 株式会社森崎建設工業 宮崎県

川原　郁男 カワハラ　イクオ 土工 株式会社吾平重機土木 鹿児島県

古賀　正照 コガ　マサテル 土工 株式会社洗組 長崎県

佐藤　稔秋 サトウ　トシアキ 建設機械運転工 株式会社緒方建設 熊本県

篠田　勇二 シノダ　ユウジ 建設機械運転工 利光建設工業株式会社 大分県

大部薗　誠 ダイブゾノ　マコト ｺﾝｸﾘｰﾄ工 株式会社下村建設 宮崎県

二宮　智啓 ニノミヤ　トモヒロ 土工 西日本土木株式会社 大分県

羽二生　宏 ハニウ　ヒロシ 主任技術者 福丸建設株式会社 長崎県

松永　康昭 マツナガ　ヤスアキ 主任技術者 シーテック株式会社 佐賀県

村尾　学 ムラオ　マナブ 建設機械運転工 株式会社村尾運送 鹿児島県

山田　榮作 ヤマダ　エイサク 法面工 有限会社幸永産業 宮崎県



若手優秀技術者（４２名）

氏        名 フリガナ 企　　業    名 表彰工事名 企業住所

石田　忠義 イシダ　タダヨシ
東洋建設株式会社九州
支店

令和元年度名瀬港（立神地区）防波堤（沖）災
害復旧ケーソン製作工事（第2次）

福岡県

市園　美浩 イチゾノ　ヨシヒロ 株式会社吉留組
東九州道（大崎～鹿屋）丸尾後地区（第2工
区）外改良工事

鹿児島県

上畑　慶 ウエハタ　ケイ 株式会社小山千緑園 平成３１年度　福岡南部地区緑化維持工事 福岡県

梅山　昌盛 ウメヤマ　マサモリ 三和建設株式会社 飯干川砂防堰堤補修工事 熊本県

大淵　智一 オオブチ　トモカズ 濱崎建設株式会社
平成３１年度筑後川水系（大川地区）河川維持
工事

福岡県

尾上　枝里 オガミ　エリ
株式会社ＩＨＩインフラシス
テム九州営業所

福岡２０８号　筑後川橋上部工（Ｐ０６－Ｐ４）工
事

福岡県

押川　雅史 オシカワ　マサシ 株式会社増田工務店 宮崎２２０号富土地区改築工事 宮崎県

甲斐　智弘 カイ　トモヒロ
村本・MMB・三和地域維
持型建設共同企業体

熊本高森線　俵山大橋復旧工事 福岡県

春日　謙治　 カスガ　ケンジ 日本地研株式会社 福岡３号八幡管内法面対策工事 福岡県

川崎　亨 カワサキ　トオル 株式会社山﨑建設 武雄管内舗装修繕工事 佐賀県

川邉　洋平 カワナベ　ヨウヘイ コーアツ工業株式会社
東九州道（志布志～大崎）宮ノ上跨道橋外上
部工工事

鹿児島県

木村　泰貴 キムラ　タイキ 株式会社佐伯建設 付替林道河内地区床版外工事 大分県

清藤　健志 キヨフジ　ケンジ 福地建設株式会社
平成３１年度加治木維持管内維持補修外舗装
修繕工事

鹿児島県

小林　秀行 コバヤシ　ヒデユキ
株式会社日立製作所九
州支社

蒲田津排水機場受変電設備外設置工事 福岡県

佐藤　ブライアン サトウ　ブライアン 日新興業株式会社 宮崎１０号　財光寺地区舗装工事 宮崎県

下田　誠 シモダ　マコト 岡本建設株式会社 佐賀２０８号諸富地区大型水路設置外工事 佐賀県

生野　智弘 ショウノ　トモヒロ 清本鉄工株式会社
平成３０年度　国道３号吉田北横断歩道橋上
部工工事

宮崎県

菅本　和洋 スガモト　カズヒロ 柴田建設株式会社 国分地区堤防補強外工事 大分県

芹川　俊 セリカワ　スグル 株式会社岩永組
九州横断道（嘉島～山都）御船川橋外床版工
工事

熊本県



若手優秀技術者（４２名）

氏        名 フリガナ 企　　業    名 表彰工事名 企業住所

園田　宜伯 ソノダ　ヨシタカ 株式会社光林緑化
平成３０・３１年度鹿児島・阿久根維持管内道
路植栽維持工事

鹿児島県

平　智樹 タイラ　トモキ 関門港湾建設株式会社
平成31年度関門航路(大瀬戸～早鞆瀬戸地
区)航路(-14m)浚渫工事

山口県

髙橋　茂雄 タカハシ　シゲオ 株式会社東亜工業所 福岡２０１号唐子歩道橋架替外工事 福岡県

田口　淳 タグチ　ジュン 株式会社中山建設 熊本３号長野地区改良３工区外工事 熊本県

田辺　匡佑 タナベ　タダスケ
東亜建設工業株式会社
九州支店

平成31年度佐世保港(浦頭地区)岸壁(-10m)
築造工事

福岡県

谷崎　拓也 タニザキ　タクヤ 株式会社東亜工業所 福岡３号八幡管内橋梁補修工事 福岡県

田端　省吾 タバタ　ショウゴ 株式会社熊野組 平成３０年度竜門ダム法面災害復旧工事 熊本県

富永　将太郎 トミナガ　ショウタロウ 株式会社植村組 川北地区護岸工事 鹿児島県

乗富　誠一 ノリトミ　セイイチ 久富建設株式会社 赤谷川右支渓０８砂防堰堤外工事 福岡県

濵田　恭二 ハマダ　キョウジ
建設サービス株式会社
佐賀営業所

平成３０・３１年度武雄管内道路維持補修工事 佐賀県

早井　将 ハヤイ　ススム
丸昭・佐藤産業地域維持
型建設共同企業体

平成３０年度災害復旧　小森地区改良外工事 熊本県

原　智之 ハラ　トモユキ 新成建設株式会社 平成３０・３１年度九重地区道路維持補修工事 大分県

原口　和樹 ハラグチ　カズキ 株式会社山﨑建設 令和元年度　松浦川河口部環境整備外工事 佐賀県

原田　成一朗 ハラダ　セイイチロウ 株式会社西海建設 長崎４９７号志佐地区浦免改良６期外工事 長崎県

福岡　憲治 フクオカ　ケンジ 富岡建設株式会社 平成３０・３１年度日南地区道路維持補修工事 宮崎県

藤崎　晃 フジサキ　ヒカル 岩崎建設株式会社
令和元年度　福岡国道管内北部地区橋梁補
修工事

福岡県

藤田　真一 フジタ　シンイチ 株式会社渡辺組
国道１０号国分広瀬地区舗装修繕外２工区工
事

鹿児島県

松下　稔 マツシタ　ミノル 日章工業株式会社 平成３０年度　阿蘇山鹿管内舗装修繕工事 熊本県



若手優秀技術者（４２名）

氏        名 フリガナ 企　　業    名 表彰工事名 企業住所

松本　司 マツモト　ツカサ 松尾建設株式会社 呼子大橋補修（３期）工事 佐賀県

三宅　陽介 ミヤケ　ヨウスケ 烏城塗装工業株式会社 新川橋（上り）塗替工事 岡山県

宮﨑　裕樹 ミヤザキ　ユウキ 吉川建設株式会社 大村管内舗装修繕外工事 長崎県

山下　薫 ヤマシタ　カオル 宅島建設株式会社 大村管内構造物補修外工事 長崎県

渡邉　栄一 ワタナベ　エイイチ
若築・吉田特定建設工事
共同企業体

平成30年度佐世保港(浦頭地区)岸壁(-10m)
築造工事

福岡県



氏        名 フリガナ 企　　業    名 表彰業務名 企業住所

伊藤　一之 イトウ　カズユキ 日本工営株式会社福岡支店
平成３０年度松原・下筌ダム流木等処理
方策検討業務

福岡県

岩谷　将徳 イワタニ　マサノリ
八千代エンジニヤリング株式
会社九州支店

天辰地区外築堤堤防整備検討及び設計
業務

福岡県

植　弘隆 ウエ　ヒロタカ
令和元年度阿蘇中央火口丘外砂防
堰堤予備設計業務砂防エンジニアリ
ング・有明測量開発社設計共同体

令和元年度阿蘇中央火口丘外砂防堰堤
予備設計業務

熊本県

片山　英一郎 カタヤマ　エイイチロウ 株式会社オービット
平成３０・３１年度　武雄管内橋梁点検外
業務

福岡県

北川　博也 キタガワ　ヒロヤ
株式会社ダイヤコンサルタン
ト九州支社

平成31年度　大野竹田道路水文調査業務 福岡県

工藤　浩一 クドウ　コウイチ
パシフィックコンサルタンツ株
式会社九州支社

平成３１年度　福岡都心部道路空間検討
調査外業務

福岡県

坂本　孝志 サカモト　タカシ 西日本技術開発株式会社
平成３１年度遠賀川小竹地区築堤護岸詳
細設計業務

福岡県

笹木　憲治 ササキ　ケンジ
エイコー・コンサルタンツ株式
会社

平成３０・３１年度　鳥栖管内（東部地区）
橋梁点検外業務

福岡県

佐藤　志倫 サトウ　モトツグ
株式会社建設技術研究所九
州支社

平成３１年度ICTの全面的な活用に向けて
の調査検討業務

福岡県

里見　武彦 サトミ　タケヒコ
サンコーコンサルタント株式
会社九州支社

佐賀国道管内交通対策事業測量調査設
計業務

福岡県

末松　誠二 スエマツ　セイジ
九州建設コンサルタント株式
会社

平成31年度大分川・大野川河川維持管理
計画検討業務

大分県

田上　貴士 タガミ　タカシ
株式会社オリエンタルコンサ
ルタンツ九州支社

令和元年度　佐賀広域道路網検討業務 福岡県

田所　篤博 タドコロ　アツヒロ
沿岸技術研究センタ－・エコ
－・いであ設計共同体

令和元年度関門航路埋没対策検討業務 東京都

塚元　伸一 ツカモト　シンイチ
応用地質株式会社九州事務
所

六角川水系堤防外調査計画設計 福岡県

豊國　法文 トヨクニ　ノリフミ 株式会社建設環境研究所
五ヶ瀬川河川水辺の国勢調査（底生生
物・河川空間利用実態）業務

福岡県

新山　庄一 ニイヤマ　ショウイチ　
朝日開発コンサルタンツ株式
会社

令和元年度東九州道溝橋補修設計業務 鹿児島県

西川　修作 ニシカワ　シュウサク 西日本技術開発株式会社
令和元年度津江導水路施設測量設計業
務

福岡県

西原　剛 ニシハラ　タケシ
太陽技術コンサルタント株式
会社

平成３１年度　五ヶ瀬川水系河川管理施
設点検及び測量設計業務

宮崎県

橋本　圭太郎 ハシモト　ケイタロウ 日本地研株式会社
平成３１年度下関港（西山地区）岸壁（-
12m）（改良）土質調査

福岡県

優秀技術者（業務部門）（３２名）



氏        名 フリガナ 企　　業    名 表彰業務名 企業住所

優秀技術者（業務部門）（３２名）

稗田　玲 ヒエダ　アキラ 株式会社ＹＳアーキテクツ
三重合同庁舎（２０１９）改修設備外設計業
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

川内川管内堤防強化対策詳細設計等業
務

福岡県

福元　秀一郎 フクモト　シュウイチロウ
株式会社東京建設コンサルタ
ント九州支社

耶馬渓ダム緊急対策（放流警報装置配置
計画等）検討業務

福岡県

藤本　圭太郎 フジモト　ケイタロウ 株式会社建設技術研究所 令和元年度　佐伯トンネル外点検業務 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３０年度福岡国道管内無電柱化詳細
修正設計外業務

福岡県

松下　俊樹 マツシタ　トシキ
株式会社建設技術研究所九
州支社

平成３０・３１年度　白川管内利水関連施設
調査検討業務

福岡県

松下　正博 マツシタ　マサヒロ
株式会社東京建設コンサルタ
ント九州支社

平成３０・３１年度六角川水系総合治水対
策検討業務

福岡県

宮内　泉 ミヤウチ　イズミ
三井共同建設コンサルタント
株式会社

令和元年度　大川佐賀道路（川副地区）予
備修正外設計業務

福岡県

宮原　仁 ミヤハラ　ヒトシ 株式会社セイコー
平成３１年度　筑後川・矢部川管内地質調
査業務

福岡県

村上　央 ムラカミ　ヒロシ 大福コンサルタント株式会社
平成３０年度鹿児島東西道路外道路設計
業務

鹿児島県

森　伊佐男 モリ　イサオ 株式会社エコー九州事務所
令和元年度大淀川下流部河道管理検討
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
ルタンツ九州支社

令和元年度　熊本管内道路環境影響評価
業務

福岡県

結城　要 ユウキ　カナメ
株式会社新日本技術コンサ
ルタント

平成31年度指宿港海岸変形把握業務 鹿児島県



優良施工業者（工事部門）（４０社（団体））

企　　業　　名 表彰工事名

あおみ建設株式会社九州
支店

平成31年度大分港海岸（津留地区）護岸（改
良）鋼矢板打設工事

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前１-４-４

株式会社安部日鋼工業九
州支店

東九州道（大崎～鹿屋）細山田橋上部工工
事

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目12番6
号（花村ビル6階）

株式会社岩永組
令和元年度災害復旧二重峠トンネル電気室
（大津工区）工事

 〒860-0812 熊本県熊本市中央区南熊本４－８－３２

株式会社植由樹園
平成３０・３１年度都城地区道路植栽維持管
理工事

〒880-0916 宮崎県宮崎市大字恒久４６８番地

株式会社大島造船所九州
営業所

長崎５７号　森山IC西OFFランプ橋上部工工
事

〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前１－４－１博
多駅前第一生命ビルディング２階

株式会社大藪組
福岡２０８号　大川高架橋床版(Ｐ１８－Ｐ２３)
工事

〒833-0005 福岡県筑後市長浜２０４３番地１

株式会社岡﨑組
東九州道（清武～北郷）鏡州地区改良（６工
区）外工事

〒880-0916 宮崎県宮崎市大字恒久１８００－１

尾花建設株式会社 福岡２０８号　大野島地区３号函渠工事 〒839-0804 福岡県久留米市宮ノ陣町若松1-19

鎌田建設株式会社 鹿児島３号境川橋下部工（Ｐ４・Ｐ５）工事  〒899-4462 鹿児島県霧島市国分敷根141番地

河津建設株式会社 平成30･31年度日田地区道路維持補修工事 〒877-0036 大分県日田市三芳小渕町151番地

株式会社九南
令和元年度宮崎管内道路トンネル照明設備
設置工事

〒880-0912 宮崎県宮崎市大字赤江2番地

熊川工業株式会社 福岡２０２号　春吉橋迂回路舗装工事 〒813-0041 福岡県福岡市東区水谷３－２６－２０

株式会社熊電施設
熊本県警察学校（Ｈ３０）武道場機械設備工
事

〒862-0933 熊本県熊本市東区小峯２－６－６４

株式会社倉岡建設 平成３１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2150

株式会社郷原組
汐井谷川（小河内川左支渓05）砂防堰堤工
事

〒839-1222 福岡県久留米市田主丸町志塚島441-1

柴田建設株式会社 平成３１年度大分川ダム管内維持工事 〒870-1113 大分県大分市大字中判田1712番地の4

株式会社島津建設
令和元年度鹿児島国道事務所管内橋梁補
修外工事

 〒892-0871 鹿児島県鹿児島市吉野町9700-1

株式会社下村建設 佐賀国道管内横断歩道橋補修外工事 〒845-0022 佐賀県小城市三日月町久米１９４６

株式会社大同工務店 白坂歩道橋外補修・補強工事 〒841-0004 佐賀県鳥栖市神辺町１４１８－４

株式会社高瀬組 福岡２０１号呉地区外改築工事 〒825-0001 福岡県田川市大字伊加利５０７番地

株式会社田代組 曽木地区護岸災害復旧工事 〒895-0041 鹿児島県薩摩川内市隈之城町1865番地

田中建設株式会社
平成31年度　松原・下筌ダム管内維持修繕
工事

〒877-0053　 大分県日田市大字高瀬７２８－５

谷川建設工業株式会社 令和元年度　小田地区歩道整備工事 〒876ｰ0852 大分県佐伯市常盤南町8番33号

東亜建設工業株式会社九
州支店

平成31年度佐世保港(浦頭地区)岸壁(-10m)
築造工事

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前１-６-１６

住          所



優良施工業者（工事部門）（４０社（団体））

企　　業　　名 表彰工事名 住          所

東洋建設株式会社九州支
店

平成30年度志布志港（新若浜地区）岸壁築
造工事外2件

〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院３-３-３１

日米電子株式会社
令和元年度武雄河川事務所管内ＣＣＴＶ設備
設置工事

〒810-0013 福岡県福岡市中央区大宮１－３－１０

株式会社野添土木 平成３１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

八方・宇都宮地域維持型
建設共同企業体

平成３０年度災害復旧熊本５７号堀ヶ谷川橋
下部工（Ｐ１）外工事

 〒861-1311 熊本県菊池市赤星２１１４－１

日立造船株式会社九州支
社

平成３０・３１年度鶴田ダム２号修理用ゲート
戸当り金物改修工事

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目2番1号

株式会社不動テトラ九州
支店

平成30年度名瀬港(本港地区)岸壁(-
7.5m)(改良)工事(第3次)

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前４-１-１

株式会社へいせい
平成３０年度　国道２０２号六本松交差点改
良工事

〒819-1117 福岡県糸島市前原西５－１－３１

前田建設工業株式会社 宮崎２１８号　平底トンネル新設工事 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-14-1

松山建設株式会社
福岡３号千早・名島地区無電柱化１４工区工
事

〒810-0011 福岡県福岡市中央区高砂２－２４－２３

丸宮建設株式会社 西都児湯森林管理署（２９）建築その他工事 〒885-0114 宮崎県都城市庄内町８０３１番地２

株式会社ミサト技建
平成３０年度　阿蘇熊本地区橋梁補修外工
事

 〒861-8043 熊本県熊本市東区戸島西６－１０－５

株式会社南組 国道３号立花地区防災工事 〒838-0122 福岡県小郡市松崎１６６－１

株式会社大和土木 知古地区上流掘削築堤工事  〒826-0042 福岡県田川市大字川宮３３３－１

株式会社リーチ開発 平成３０年度古里地区災害復旧工事 〒892-0804 鹿児島県鹿児島市春日町７番１４号

有限会社隆将カンパニー
平成３１年度北九州国道管内交通安全施設
整備工事

〒825-0002 福岡県田川市大字伊田５０００番地

若築・吉田特定建設工事
共同企業体

平成30年度佐世保港(浦頭地区)岸壁(-10m)
築造工事

〒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）（３８社（団体））

企　　業　　名 表彰業務名

株式会社旭総合コンサルタント 平成３０年度都城道路外用地調査等業務 〒885-0044 宮崎県都城市安久町6338番地5

石橋開発株式会社
令和元年度北九州国道管内交通量調査業
務

〒807-1141
福岡県北九州市八幡西区楠橋上方２丁
目１４番４５号

株式会社エイト日本技術開発九
州支社

令和元年度筑穂トンネル（下り線）詳細設計
業務

〒812-0018
福岡県福岡市博多区住吉３丁目１番８０
号

沿岸技術研究センタ－・エコ
－・いであ設計共同体

令和元年度関門航路埋没対策検討業務 〒105-0003 東京都港区西新橋1-14-2

扇精光コンサルタンツ株式会社
平成３０年度赤谷川砂防（赤谷１３外）用地
調査等業務

〒851-0134 長崎県長崎市田中町５８５番地４

株式会社オービット
平成３０・３１年度　武雄管内橋梁点検外業
務

〒812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡１－２５－４１

株式会社オリエンタルコンサル
タンツ九州支社

令和元年度　熊本管内道路環境影響評価
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

株式会社九州開発エンジニヤリ
ング

菊池川水系河川水辺の国勢調査（陸上昆
虫類等・底生動物）外業務

〒862ｰ0912 熊本県熊本市東区錦ヶ丘33番17号

株式会社九州開発エンジニヤリ
ング

平成３１年度　松浦佐々道路用地関係図書
作成業務

〒862-0912 熊本県熊本市東区錦ケ丘３３番１７号

九州建設コンサルタント株式会
社

令和元年度赤谷川流域橋梁設計（その４）
業務

〒870-0946 大分県大分市大字曲９３６番地１

九州工営株式会社 令和元年度　延岡管内改築測量設計業務 〒880-0015 宮崎県宮崎市大工2-117

株式会社共同技術コンサルタン
ト

平成３１年度五ヶ瀬川水系河川測量設計業
務

〒880-0824 宮崎県宮崎市大島町山田ヶ窪1926-1

株式会社共同技術コンサルタン
ト

平成31年度宮崎管内砂防測量設計業務 〒880-0824
宮崎県宮崎市大島町山田ヶ窪1926番地
1

株式会社橋梁コンサルタント西
日本支社

平成３０年度　松浦７号橋（A1－P5）詳細設
計業務

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

株式会社建設技術研究所九州支
社

平成３１年度　赤谷川流域土砂動態観測検
討業務

〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名２丁目４番１２
号

国際航業株式会社福岡支店 九州北部地区航空レーザ測量業務 〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目６
番３号

サンコーコンサルタント株式会
社九州支社

佐賀国道管内交通対策事業測量調査設計
業務

〒810-0802 福岡県福岡市博多区中洲中島町２－３

株式会社新日本技術コンサルタ
ント

平成31年度指宿港海岸変形把握業務 〒890-0034 鹿児島県鹿児島市田上８-２４-２１

株式会社新和コンサルタント
平成３１年度六角川永野地区用地調査等
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３１年度　筑後川・矢部川管内地質調
査業務

〒830-0055 福岡県久留米市上津１丁目２４番１３号

大日測量設計株式会社
平成３１年度　松原・下筌ダム流量観測外
業務

〒877-0011 大分県日田市中城町３－７

株式会社ダイヤコンサルタント
九州支社

平成31年度　大野竹田道路水文調査業務 〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代５－３－１９

株式会社高崎総合コンサルタン
ト

平成３０年度芦北出水道路事業計画資料
作成業務

〒839-0809 福岡県久留米市東合川3丁目7番5号

株式会社高崎総合コンサルタン
ト

平成３１年度　安良川板井手堰用水樋管水
利実態調査業務

〒839-0809 福岡県久留米市東合川３丁目７番５号

中央コンサルタンツ株式会社福
岡支店

平成３０年度福岡国道管内無電柱化詳細
修正設計外業務

〒812-0039 福岡県福岡市博多区冷泉町２－１

住          所



優良施工業者（業務部門）（３８社（団体））

企　　業　　名 表彰業務名 住          所

株式会社東京建設コンサルタン
ト九州支社

平成３１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

西日本技術開発株式会社
平成３１年度遠賀川小竹地区築堤護岸詳
細設計業務

 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通１－１－１

日本工営株式会社福岡支店
平成３１年度赤谷川流域測量設計外（その
２）業務

〒812-0007
福岡県福岡市博多区東比恵１丁目２番１
２号

株式会社日本港湾コンサルタン
ト西日本事業本部九州支店

平成31年度長崎港湾・空港整備事務所管
内港湾施設実施設計外2件

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東３-１３-２
８

日本地研株式会社
平成３１年度下関港（西山地区）岸壁（-
12m）（改良）土質調査

〒812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡５-２５-２５

パシフィックコンサルタンツ株
式会社九州支社

平成３１年度　福岡都心部道路空間検討調
査外業務

〒812-0012
福岡県福岡市博多区博多駅中央街７－
２１

株式会社福山コンサルタント
平成30年度日南地区道路計画基礎資料等
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

株式会社豊西測量設計 平成31年度　佐伯管内測量業務 〒878-0035 大分県竹田市大字吉田２０４１－１

一般社団法人北部九州河川利用
協会

住民団体等と連携した河川管理検討業務 〒839-0801 福岡県久留米市宮ノ陣３丁目８番８号

三井共同建設コンサルタント株
式会社九州支社

川内川管内堤防強化対策詳細設計等業務 〒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

グラウチング調査解析業務 〒810-0062
福岡県福岡市中央区荒戸二丁目１番５
号

令和元年度阿蘇中央火口丘外砂防堰
堤予備設計業務砂防エンジニアリン
グ・有明測量開発社設計共同体

令和元年度阿蘇中央火口丘外砂防堰堤予
備設計業務

〒862-0972 熊本県熊本市中央区新大江2-12-1

株式会社ＹＳアーキテクツ
三重合同庁舎（２０１９）改修設備外設計業
務

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１２－
５　博多大島ビル



ＩＣＴ工事優秀施工業者（１５社）

企　　業　　名 表彰工事名

株式会社内山建設 五ヶ瀬川外河道維持管理工事 〒883-0034 宮崎県日向市大字富高93-1

株式会社植村組 野尻川除石工外工事 〒890-0008 鹿児島県鹿児島市伊敷５丁目９番８号

梅林建設株式会社
大分２１２号三光本耶馬渓道路跡田地区
第２工区改良工事

〒870-0044 大分県大分市舞鶴町１－３－１８

株式会社岸本組 佐賀４９７号木須地区１工区改良工事 〒847-0881 佐賀県唐津市竹木場５２０６－８２

株式会社西海建設 長崎57号　本村地区改良2期工事 〒850-0032 長崎県長崎市興善町２番８号

崎村組
平成３１年度下三緒地区（左岸部）緊急
維持掘削工事

〒820-0089 福岡県飯塚市小正２３１－１６

杉本・藤本地域維持型建設共
同企業体

平成３０年度災害復旧熊本５７号的石地
区道路改良（その４）工事

 〒869-2221 熊本県阿蘇市役犬原９８－３

砥上建設株式会社　 福岡２０８号　小保地区改良外工事 〒839-0253 福岡県柳川市大和町鷹ノ尾３５３番地

株式会社中川組 小原地区河道掘削工事 〒865-0007 熊本県玉名市河崎793-3

株式会社廣瀬組 広川草場地区築堤工事 〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田274-
2

福上産業株式会社 大島地区中流河道掘削工事 〒895-1202
鹿児島県薩摩川内市樋脇町塔之原200
番1

株式会社松下組 熊本３号水俣地区改良外工事 〒869-5563
熊本県葦北郡芦北町大字湯浦245番地
の1

株式会社三竹工業
鹿児島３号前田地区３工区法面処理工
事

 〒890-0008 鹿児島県鹿児島市伊敷6丁目12番32号

牟田建設株式会社 平成３０年度　牛津川下流河道掘削工事 〒842-0103 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲１７５６

株式会社森工業 盤名木川砂防堰堤設置工事 〒869-2225 熊本県阿蘇市黒川1347番地

住          所



働き方改革促進優秀施工業者（１８社）

企　　業　　名 表彰工事名

株式会社安部組 大分維持管内橋梁補修工事 〒874-0926 大分県別府市京町4番19号

株式会社江川組 高野川第２砂防堰堤（１期）工事 〒869-4222 熊本県八代市鏡町両出1324番地１

岡本・山﨑地域維持型建設共
同企業体

平成３１年度六角川下流堤防等維持工
事

〒849-0314 佐賀県小城市芦刈町三王崎１１０

株式会社河建 矢部川鷹ノ尾地区掘削外工事 〒839-0215 福岡県みやま市高田町濃施634

川本建設工業株式会社
平成３１年度岩崎地区外緊急維持掘削
工事

〒807-0832 福岡県北九州市八幡西区東筑２－４－８

木原建設株式会社
福岡２０８号　大川高架橋床版（Ｐ３９ーＰ
４４）工事

〒839-0261 福岡県柳川市大和町皿垣開４６番地

肝付土建株式会社
東九州道（志布志～大崎）平良宇都地区
外改良工事

〒893-1103 鹿児島県鹿屋市吾平町麓3992番地5

株式会社髙喜工業 下津原上流地区河道掘削工事 〒861-0541 熊本県山鹿市鍋田1774-1

笹原建設株式会社 百留地区掘削護岸工事 〒871-0026 大分県中津市大字高瀬１２３４番地

竹下建設工業株式会社 長崎４９７号松浦４号橋下部工（Ａ１）工事 〒852-8151 長崎県長崎市泉３丁目３－１

株式会社土井組 平成３０年度大柿地区河道整備工事 〒869-4213 熊本県八代市鏡町有佐２２６番地

株式会社中内土木 住吉地区２工区改良工事  〒869-3472 熊本県宇城市不知火町松合８４２

林建設株式会社 金波田地区下流掘削護岸工事 〒890-0066 鹿児島県鹿児島市真砂町２番１１号

フジタ道路株式会社九州支店 福岡２０８号酒見地区路面復旧工事 〒812-0027 福岡県福岡市博多区下川端町１－１

松浦建設株式会社
令和元年度日南地区舗装修繕外（その
２）工事

〒888-0007 宮崎県串間市大字南方2219番地85

松尾建設株式会社 呼子大橋補修（３期）工事 〒840-8666 佐賀県佐賀市多布施１－４－２７

丸福建設株式会社
平成３０年度指宿維持出張所管内側溝
整備外工事

 〒892-0815 鹿児島県鹿児島市易居町４番３号

株式会社山崎産業
令和元年度五ヶ瀬川天下地区地盤改良
外工事

〒882-0073 宮崎県延岡市貝の畑町2903

住          所



安全施工業者（２４社（団体））

企　　業　　名 表彰工事名

旭建設株式会社
宮崎１０号　財光寺中の原南地区舗装工
事

〒883-0051 宮崎県日向市向江町1-200

株式会社石橋組 添田地区護岸補修外樋管補修工事 〒825-0002 福岡県田川市大字伊田９９番地の４

井樋建設株式会社 福岡２０８号　筑後川橋下部工（Ｐ３）工事 〒830-0049 福岡県久留米市大石町507番地２

岩奥産業株式会社 築切砂防堰堤（１期）外工事 〒869-4401 熊本県八代市泉町柿迫8155

岩永・諫山地域維持型建設共
同企業体

平成３０年度災害復旧熊本５７号平川地
区道路改良（その６）工事

 〒860-0812 熊本県熊本市中央区南熊本４－８－３２

株式会社江川組 熊本３号古城第２橋下部工（Ｐ１）工事 〒869-4222 熊本県八代市鏡町両出1324番地1

株式会社岸本組
令和元年度松浦川管内堆積土砂掘削外
工事

〒847-0881 佐賀県唐津市竹木場５２０６番地８２

建設サービス株式会社北九州
営業所

平成30・31年度行橋管内道路維持補修
工事

〒811-4222
福岡県遠賀郡岡垣町大字戸切字藤ヶ坂
222

株式会社佐伯建設 山ノ釣橋橋梁補修工事 〒870-8611 大分県大分市中島西三丁目５番１号

株式会社佐々木建設
平成３０・３１年度　佐伯地区維持補修工
事

〒879-3301　大分県佐伯市宇目大字小野市4985-2

松鶴建設株式会社
福岡３号千早・名島地区無電柱化１３工
区工事

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前１－５－１

株式会社センコー企画 令和元年度大分川ダム管内保全工事 〒870-0318 大分県大分市大字丹生１９３番地の６

株式会社園田グリーンセンター
平成３０年度上川東地区道路環境整備
工事

〒885-0004 宮崎県都城市都北町４９６８番

太陽開発株式会社
令和元年度八代港（外港地区）岸壁築造
工事(第３次)

〒866-0032　熊本県八代市新開町３-１１

株式会社西九州道路
平成３０・３１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

株式会社八方建設 下津原地区河道整備工事 〒861-1311 熊本県菊池市赤星2114-1

久富建設株式会社 赤谷川右支渓０８砂防堰堤外工事 〒839-0824 福岡県久留米市善導寺町飯田３６５

株式会社福岡建設
令和元年度八代港（外港地区）泊地浚渫
工事（第2次）

〒866-0895 熊本県八代市大村町３４８

外薗建設工業株式会社 国道２２５号南郡元地区路面整備工事  〒895-0067 鹿児島県薩摩川内市上川内町3255番地

三和建設株式会社
平成30年度災害復旧　阿蘇大橋地区上
部山腹水路外工事

〒868-0035 熊本県人吉市五日町２６－５

牟田建設株式会社 令和元年度　城原川ダム横坑補修工事 〒842-0103 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲1756

株式会社森山（清）組
平成30年度指宿港海岸（湯の浜地区）護
岸（改良）工事（第2次）

〒890-0081 鹿児島県鹿児島市唐湊１-１３-２５

株式会社山口組 佐世保管内島瀬地区舗装修繕外工事 〒857-0043 長崎県佐世保市天満町４番２５号

株式会社若港
平成30年度北九州港（響灘地区）浚渫工
事（第2次）

〒808-0066
福岡県北九州市若松区くきのうみ中央７-
１８

住          所



災害復旧等功労業者（９７社）

企　　業　　名 表彰概要

株式会社アクティオ福岡道路営業
所

災害防止活動等における貢献 〒811-2108 福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘３－３ー１２

朝日テクノ株式会社 災害防止活動等における貢献 〒840-0203 佐賀県佐賀市大和町梅野２８０

味岡建設株式会社 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番地の
１

株式会社有明エンジニアリング 災害防止活動等における貢献 〒849-0926 佐賀県佐賀市若宮１－６－３３

梅林建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒870-0044 大分県大分市舞鶴町１－３－１８

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 福岡県直方市下境２１２３

応用地質株式会社九州事務所 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丁目１番８０号
オヌキ新博多ビル３階

株式会社大島産業 災害防止活動等における貢献 〒811-4154 福岡県宗像市冨地原１７９１－１

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

株式会社岡﨑組 災害防止活動等における貢献 〒880-0916 宮崎県宮崎市大字恒久１８００番地１

岡本建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒849－0314 佐賀県小城市芦刈町三王崎１１０

一般社団法人海洋調査協会九州支
部

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3-5-2パスコ
福岡ビル

株式会社風戸工務店 災害防止活動等における貢献 〒876-0125 大分県佐伯市弥生大字江良１０６８－１

笠原建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒847-0832 佐賀県唐津市石志４４５９番地１

唐津土建工業株式会社 災害防止活動等における貢献 〒847-0861 佐賀県唐津市二夕子２丁目７番５１号

川崎地質株式会社九州支社 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１－８－３４

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

株式会社岸本組 災害防止活動等における貢献 〒847-0881 佐賀県唐津市竹木場５２０６番地８２

木原建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒839-0261 福岡県柳川市大和町皿垣開４６番地

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２１－２７

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 福岡県久留米市津福本町１６４９－５１

九州技術開発株式会社 災害防止活動等における貢献 〒849-0937 佐賀県佐賀市鍋島５－７－２３

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番地１

九州港湾空港建設協会連合会 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2-9-1

株式会社協和製作所 災害防止活動等における貢献 〒849ー0921 佐賀県佐賀市高木瀬西６－９－１

清本鉄工株式会社 災害防止活動等における貢献 〒889-0595 宮崎県延岡市土々呂町6-1633

住          所



災害復旧等功労業者（９７社）

企　　業　　名 表彰概要 住          所

株式会社熊野組 災害防止活動等における貢献 〒865-0064 熊本県玉名市中１１８９番地

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

株式会社倉岡建設 災害防止活動等における貢献 〒893-1101 鹿児島県鹿屋市吾平町上名2150番地

黒木建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒848-0045 佐賀県伊万里市松島町１００－１

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1-3-11

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宮崎営業所 災害防止活動等における貢献 〒880-0121 宮崎県宮崎市大字島之内７１５３－１

建設サービス株式会社佐賀営業所 災害防止活動等における貢献 〒843-0022 佐賀県武雄市武雄町大字武雄１７８５－５

建設サービス株式会社大分営業所 災害防止活動等における貢献 〒870-1123 大分県大分市寒田字ダイ１０５７－２

国際航業株式会社佐賀営業所 災害防止活動等における貢献 〒840-0804
佐賀県佐賀市神野東２－１－３サンシティ
ビル２Ｆ

国基建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒893-1602 鹿児島県鹿屋市串良町有里3130番地

五領建設株式会社 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

株式会社佐伯建設 災害防止活動等における貢献 〒870-8611 大分県大分市中島西三丁目５番１号

株式会社佐々木建設 災害防止活動等における貢献 〒879-3301 大分県佐伯市宇目大字小野市４９８５－２

薩摩建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒895-2201 鹿児島県薩摩郡さつま町求名２１８８

サンコー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 〒810-0802 福岡県福岡市博多区中洲中島町２－３

株式会社下建設 災害防止活動等における貢献 〒844-0018 佐賀県西松浦郡有田町本町乙３００７－８

株式会社下村建設 災害防止活動等における貢献 〒845－0022 佐賀県小城市三日月町久米１９４６

松鶴建設株式会社 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１－５－１

株式会社上滝建設 災害防止活動等における貢献 〒840－0052 佐賀県佐賀市今宿町２－５

株式会社城南建設 災害防止活動等における貢献 〒849-0315 佐賀県小城市芦刈町浜枝川５４３

株式会社昭和組 災害防止活動等における貢献 〒831-0041 福岡県大川市大字小保７９９番地の１

新栄地研株式会社 災害防止活動等における貢献 〒849-0928 佐賀県佐賀市若楠２－５－２５

新成建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒870-0854 大分県大分市豊饒２－１－６

株式会社精工コンサルタント 災害防止活動等における貢献 〒847-1211 佐賀県唐津市北波多岸山６１１－１６

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



災害復旧等功労業者（９７社）

企　　業　　名 表彰概要 住          所

株式会社大同工務店 災害防止活動等における貢献 〒841-0004 佐賀県鳥栖市神辺町１４１８番地４

株式会社ダイヤコンサルタント九州
支社

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

株式会社大和建設 災害防止活動等における貢献 〒849ー0919 佐賀県佐賀市兵庫北５－３－３５

株式会社田代組 災害防止活動等における貢献 〒895-0041 鹿児島県薩摩川内市隈之城町１８６５

株式会社田中造園土木 災害防止活動等における貢献 〒849－3221 佐賀県唐津市相知町大野３２２

谷川建設工業株式会社 災害防止活動等における貢献 〒876-0852 大分県佐伯市常盤南町８－３３

中央開発株式会社九州支社 災害防止活動等における貢献 〒814-0103 福岡県福岡市城南区鳥飼６－３－２７

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

東栄建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒889-0512 宮崎県延岡市新浜町1-8935-83

株式会社トップコンサルタント 災害防止活動等における貢献 〒849-0903
佐賀県佐賀市久保泉町大字下和泉字古村
２７１３－３

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

株式会社中島工務店 災害防止活動等における貢献 〒845-0022 佐賀県小城市三日月町久米２１１１番地８

株式会社中野建設 災害防止活動等における貢献 〒840-8588 佐賀県佐賀市水ヶ江２丁目１１番２３号

株式会社西九州道路 災害防止活動等における貢献 〒849-0937 佐賀県佐賀市鍋島１丁目８番２号

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 〒849-0902
佐賀県佐賀市久保泉町大字上和泉３１１４
－３

西村・中島経常建設共同企業体 災害防止活動等における貢献 〒840-2205 佐賀県佐賀市川副町大字南里１４８９－１

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２－６－２３

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 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-13-9

株式会社パスコ佐賀支店 災害防止活動等における貢献 〒840-0804 佐賀県佐賀市神野東２丁目２番１号

林建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒890-0066 鹿児島県鹿児島市真砂町２－１１

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丁目2番19号

株式会社藤川土建 災害防止活動等における貢献 〒847－1214 佐賀県唐津市北波多稗田１６９３

富士建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒849－1105 佐賀県杵島郡白石町遠江３０３－１３

株式会社政工務店 災害防止活動等における貢献 〒849ー0302 佐賀県小城市牛津町柿樋瀬３８９－１



災害復旧等功労業者（９７社）

企　　業　　名 表彰概要 住          所

増田建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒849－1602 佐賀県藤津郡太良町多良１８１５

株式会社増田工務店 災害防止活動等における貢献 〒884-0002
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋４７５０番
地

松尾一建工業株式会社 災害防止活動等における貢献 〒843－0002 佐賀県武雄市朝日町中野１０４０５

松尾建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒840ｰ8666 佐賀県佐賀市多布施１－４－２７

株式会社松下組 災害防止活動等における貢献 〒869-5563
熊本県葦北郡芦北町大字湯浦２４５番地の
１

株式会社松永産業 災害防止活動等における貢献 〒840ー0501 佐賀県佐賀市富士町古湯８１８

丸昭建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒868-0071 熊本県人吉市西間上町２４７９－１

株式会社ミゾタ 災害防止活動等における貢献 〒840-0844 佐賀県佐賀市伊勢町１５－１

株式会社峰組 災害防止活動等における貢献 〒849－0501 佐賀県杵島郡江北町山口１３９８－１

牟田建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒842-0103 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲１７５６

八千代エンジニヤリング株式会社
九州支店

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

山口建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒849－1425 佐賀県嬉野市塩田町五町田甲２６９

株式会社山﨑建設 災害防止活動等における貢献 〒843-0013 佐賀県武雄市橘町大字大日８２９２

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丁目2-4

祐徳建設興業株式会社 災害防止活動等における貢献 〒840－0857 佐賀県佐賀市鍋島町八戸３１８４

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

株式会社吉留組 災害防止活動等における貢献 〒893-1612 鹿児島県肝属郡東串良町池之原1271

 原建設株式会社 災害防止活動等における貢献 〒885-0032 宮崎県都城市中原町３２街区１号



着色範囲は受賞者の動線範囲となります。
撮影についてはご配慮をお願いします。

動線範囲図



令和２年度九州地方整備局

国土交通行政功労表彰式で取材される皆様へ

令和２年７月１６日

新型コロナウイルスの感染拡大予防に向けた対応について（お願い）

平素より国土交通行政に対するご理解とご協力に感謝申し上げます。

さて、現在、政府をあげて感染拡大の予防に取り組んでいる新型コロナウイルスにつ

いては、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（新型コロナウイルス感染

症対策本部決定）」において、「三つの密」の回避や、「人と人との距離の確保」、「マス

クの着用」、「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策の継続など、感

染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着が求められているところです。

令和２年度の九州地方整備局国土交通行政功労表彰式につきましては、現下の情勢に

鑑み、以下の点にご留意いただきますよう、お願い致します。

また、式典の実施内容につきましても、以下の内容についてご了承ください。

【ご出席の留意点】

□会場の入場人数制限のため、会場内への入場は最少人数でお願いします。

□ご出席にあたりマスクの着用を徹底してください。

□手指の消毒にご協力ください。

□受付時に検温を実施します。発熱のある方の入場はご遠慮いただきますのでご了承

ください。

□当日、体調が悪い方は来場をご遠慮ください。

【式典の実施内容】

□式典の時間短縮のため、九州地方整備局長の挨拶は紙面配布に代えさせていただき

ます。

□九州地方整備局長から、壇上においてすべての皆様へ賞状をお渡しする予定ですが、

飛沫防止対策のため、受賞者の氏名等、賞状の読み上げはいたしません。




