
（別紙）

（五十音順、敬称略）

地域協働の河川管理の推進における功労【個人】（６名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所

梶原　本市 カジワラ　モトイチ 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

新川　眞一郎 シンカワ　シンイチロウ 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 大分県

奈須　正治 ナス　マサハル 大分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

枩下　信芳 マツシタ　ノブヨシ 大淀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

本村　文男 モトムラ　フミオ 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

吉留　優二 ヨシドメ　ユウジ 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 宮崎県

用地取得功労【個人】（１名）

氏　　　名 フリガナ 功    績    概    要 住所

伊藤　義昭 イトウ　ヨシアキ 大分川ダム建設事業に係る用地取得に協力 大分県

水門等操作員（３５名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所

阿部　芳久 アベ　ヨシヒサ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

池長　幸蔵 イケナガ　コウゾウ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

池辺　正次 イケベ　ショウジ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

石井　賢治 イシイ　ケンジ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

石橋　一也 イシバシ　カズヤ 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

岩本　裕見 イワモト　ヒロミ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

岡　茂美 オカ　シゲミ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

奥野　眞也 オクノ　マサナリ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

香月　亮 カツキ　トオル 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

亀野　親人 カメノ　チカト 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

後藤　明 ゴトウ　アキラ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

小林　茂 コバヤシ　シゲル 永年にわたる水門操作業務に精励 佐賀県

斎藤　征男 サイトウ　ユクオ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

佐々木　寿 ササキ　ヒサシ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

高田　昭八 タカタ　ショウハチ 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

武内　勝幸 タケウチ　カツユキ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

武内　眞司 タケウチ　シンジ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県



武内　立國 タケウチ　タテクニ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

徳留　輝美 トクドメ　テルミ 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

長谷　竜二 ナガタニ　リュウジ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

仲村　茂美 ナカムラ　シゲミ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

新原　勉 ニイハラ　ツトム 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

花田　政記 ハナダ　マサキ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

福島　勇 フクシマ　イサム 永年にわたる水門操作業務に精励 熊本県

福原　茂 フクハラ　シゲル 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

藤原　和男 フジワラ　カズオ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

牧　宏信 マキ　ヒロノブ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

宮本　健一 ミヤモト　ケンイチ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

宮脇　悦司 ミヤワキ　エツジ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

村田　明高 ムラタ　アキタカ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

村田　幸一 ムラタ　コウイチ 永年にわたる水門操作業務に精励 鹿児島県

安永　榮一 ヤスナガ　エイイチ 永年にわたる水門操作業務に精励 福岡県

山口　久美男 ヤマグチ　クミオ 永年にわたる水門操作業務に精励 長崎県

横尾　雪造 ヨコオ　セツゾウ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

渡部　徳三 ワタナベ　トクゾウ 永年にわたる水門操作業務に精励 大分県

各種委員会における功労（１名）

氏       名 フリガナ 功    績    概    要 住所

夛田　彰秀 タダ　アキヒデ 事業評価監視委員会における功労 長崎県

地域協働の河川管理の推進における功労【団体】（１６団体）

団　体　名 フリガナ 功    績    概    要 住所

生き活き河童の会 イキイキカッパノカイ 大淀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

遠賀川源流サケの会
オンガガワゲンリュウ
サケノカイ

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

Good News グッド　ニュース 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 佐賀県

球磨川ツクシイバラの会
クマガワツクシイバラノ
カイ

球磨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

こうやま・川の少年団
コウヤマ・カワノショウ
ネンダン

肝属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

古賀河川図書館 コガカセントショカン 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

次世代のためにがんばろ会
ジセダイノタメニガンバ
ロカイ

球磨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



社会福祉法人福壽会
シャカイフクシホウジン　
フクジュカイ

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 佐賀県

特定非営利活動法人
「小竹に住みたい」まちづく
りの会

トクテイヒエイリカツド
ウホウジン　「コタケニ
スミタイ」マチヅクリノカ
イ

遠賀川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 福岡県

特定非営利活動法人
菊池川自然塾

トクテイヒエイリカツド
ウホウジン　キクチガ
ワシゼンジュク

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

特定非営利活動法人
水と地球

トクテイヒエイリカツド
ウホウジン　ミズトチ
キュウ

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

特定非営利活動法人
耶馬溪の自然と景観を守る
会

トクテイヒエイリカツド
ウホウジン　ヤバケイ
ノシゼントケイカンヲマ
モルカイ

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

ふるさとまちづくりの会
フルサトマチヅクリノカ
イ

遠賀川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 福岡県

三隈川をきれいにする四年
生の合同会議「三隈川サ
ミット」　日田市小学校社会
科部会

ミクマガワヲキレイニス
ルヨネンセイノゴウドウ
カイギ「ミクマガワサ
ミット」　ヒタシショウ
ガッコウシャカイカブカ
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

山崎川をきれいにする会
ヤマサキガワヲキレイ
ニスルカイ

大淀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

湯江地区環境保全の会
ユエチクカンキョウホ
ゼンノカイ

本明川水系における地域協働の河川管理の推進への功労 長崎県

道路環境の保全美化功労団体（１２団体）

団　体　名 フリガナ 功    績    概    要 住所

朝日開発コンサルタンツ株
式会社

アサヒカイハツコンサ
ルタンツ　カブシキガイ
シャ

国道３号の保全及び美化に協力 鹿児島県

内海地区自治会・公民館
ウチウミチクジチカイ・
コウミンカン 国道２２０号の保全及び美化に協力 宮崎県

大牟田市民憲章推進委員
会

オオムタシミンケンショ
ウスイシンイインカイ 国道２０８号の保全及び美化に協力 福岡県

株式会社アップス
カブシキガイシャ　アッ
プス 国道１０号の保全及び美化に協力 宮崎県

株式会社センコー企画 カブシキガイシャ　セン
コーキカク 国道１０号の保全及び美化に協力 大分県

共新D　（共新電設工業株
式会社）

キョウシンディー（キョ
ウシンデンセツコウ
ギョウカブシキガイ
シャ）

国道３５号の保全及び美化に協力 長崎県

サッポロビール株式会社九
州日田工場

サッポロビールカブシ
キガイシャ　キュウシュ
ウヒタコウジョウ

国道２１０号の保全及び美化に協力 大分県

島山花いっぱい地域づくり
の会

シマヤマハナイッパイ
チイキヅクリノカイ 国道２２０号の保全及び美化に協力 宮崎県

日新興業株式会社
ニッシンコウギョウ　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

ネッツトヨタ北九州株式会社
ネッツトヨタキタキュウ
シュウ　カブシキガイ
シャ

国道３号、１０号の保全及び美化に協力 福岡県

宮崎日南生活ロード女性の
会

ミヤザキニチナンイキ
イキロードジョセイノカ
イ

国道２２０号の保全及び美化に協力 宮崎県

４町内環境美化委員会
ヨンチョウナイカンキョ
ウビカイインカイ 国道２０８号の保全及び美化に協力 福岡県



優秀現場代理人・主任（監理）技術者（１７名）

氏        名 フリガナ 企　　業　　名 表彰工事名 企業住所

荒木　信明 アラキ　ノブアキ
新日本空調株式会社九
州支店

小倉合同庁舎(28)機械設備工事 福岡県

池永　芳幸 イケナガ　ヨシユキ
五洋建設株式会社九州
支店

福岡空港滑走路地盤改良工事 福岡県

岩田　悦郎 イワタ　エツロウ 株式会社渡辺組 長谷川２号左岸床固工外工事 鹿児島県

梅木　勝則 ウメキ　カツノリ 佐藤企業株式会社
九州横断道（嘉島～山都）倉道地区改良２０期
工事

熊本県

小笠　浩史 オガサ　コオシ
みらい建設工業株式会
社九州支店

平成２９年度佐伯港（女島地区）岸壁改良工事 福岡県

飫富　和夫 オフ　カズオ 唐津土建工業株式会社 497号府招地区応急復旧工事 佐賀県

梶原　貴典 カジハラ　タカノリ 株式会社山﨑建設 禅門樋管改築工事 佐賀県

川上　元気 カワカミ　モトキ 岡本土木株式会社 福岡２０１号飯塚嘉麻地区水路設置外工事 福岡県

駒走　政英 コマバシリ　マサヒデ 有限会社山之口建設 岩弘地区堤防浸透対策工事 鹿児島県

志太波　広文 シタバ　ヒロフミ 株式会社菅組
大分２１２号三光本耶馬渓道路田口ＩＣ地区第４
工区改良外工事

大分県

寺嶌　伸介 テラシマ　シンスケ 株式会社菅組
平成３０年度大分港海岸(津留地区)護岸(改良)
試験工事

大分県

奈須　亮次 ナス　リョウジ 上田工業株式会社 宮崎２１８号　深角ＩＣ改良工事 宮崎県

西村　淳一 ニシムラ　ジュンイチ
株式会社ノバック九州支
店

福岡２０８号　筑後川橋下部工（Ｐ５）工事 福岡県

林田　英二 ハヤシダ　エイジ 光進建設株式会社
九州横断道（嘉島～山都）倉道地区改良２２期
工事

熊本県

藤田　晴幸 フジタ　ハルユキ 株式会社西海建設 高縄手橋下部工（Ａ２）外工事 長崎県

丸野　榮市 マルノ　エイイチ
杉本・藤本地域維持型建
設共同企業体

平成２９年度災害復旧　熊本５７号古城地区改
良（その１）工事

熊本県

山元　明浩 ヤマモト　アキヒロ 三共建設株式会社 福岡３号前田地区（その２）路面復旧工事 福岡県



優秀建設現場従事者（９名）

氏    名 フリガナ 職 名 企　　業　　名 企業住所

伊東　司 イトウ　ツカサ 土工 福上産業株式会社 鹿児島県

井上　富夫 イノウエ　トミオ 職長 三興建設有限会社 宮崎県

川部　幸一 カワベ　コウイチ 土工 株式会社友岡組 大分県

岸川　吉隆 キシカワ　ヨシタカ 法面工 株式会社親和テクノ 長崎県

木山　宗一 キヤマ　ソウイチ 建設機械運転工 株式会社熊野組 熊本県

古川　博明 フルカワ　ヒロアキ 鉄筋工 有限会社松尾鉄筋工業 長崎県

松髙　修一 マツタカ　シュウイチ 鋼構造物工 株式会社トーヨーテクニカ 大阪府

宮本　洋平 ミヤモト　ヨウヘイ 舗装工 興亜建設工業株式会社 熊本県

森　康也 モリ　ヤスナリ 大工 有限会社森産業 宮崎県



若手優秀技術者（３４名）

氏        名 フリガナ 企　　業    名 表彰工事名 企業住所

伊賀﨑　望 イガサキ　ノゾム
株式会社福田組
九州支店

立野地区斜面掘削その他工事 福岡県

井形　弘 イガタ　ヒロシ 株式会社髙喜工業 平成30年度菊池川上流維持管理工事 熊本県

上村　賢司 ウエムラ　ケンジ
森・翔栄地域維持型建設
共同企業体

平成２９年度災害復旧熊本５７号黒川避溢橋下
部工（その３）工事

熊本県

緒方　栄人 オガタ　シゲト 株式会社八方建設
平成２８年度災害復旧　立野地区欠壊防止（そ
の１）工事

熊本県

小川　千晶 オガワ　チアキ 株式会社中野建設 下宿地区自歩道設置工事 佐賀県

尾﨑　友宣 オザキ　トモノブ 西日本土木株式会社 大分河川国道管内２１０号道路防災工事 大分県

神田　勝也 カンダ　カツヤ 谷川建設工業株式会社 大分５７号大野竹田道路高伏地区舗装工事 大分県

木村　賢 キムラ　サトシ
株式会社ガイアート
九州支店

大分２１０号天瀬改良湯ノ釣地区改築工事 福岡県

楠田　勇介 クスダ　ユウスケ 岡本建設株式会社 佐賀3号曽根崎地区構造物外工事 佐賀県

倉本　良 クラモト　リョウ 株式会社松下組 熊本３号小津奈木第１橋外舗装工事 熊本県

黒木　建芳 クロギ　タケヨシ 九州建設工業株式会社
平成２９年度宮崎海岸保全施設整備（その２）工
事

宮崎県

古賀　圭介 コガ　ケイスケ
五洋・みらい特定建設工
事共同企業体

平成２９年度新門司沖土砂処分場（Ⅱ期）地盤
改良工事

福岡県

自見　大佑 ジミ　ダイスケ 株式会社川原建設 平田地区掘削護岸工事 大分県

城下　輝吉 シロシタ　テルヨシ
建設サービス株式会社
熊本営業所

平成２９・３０年度　八代管内道路維持補修工事 熊本県

曽和　洋平 ソワ　ヨウヘイ
五洋建設株式会社
九州支店

福岡空港滑走路地盤改良工事 福岡県

髙嶋　潤一朗 タカシマ　ジュンイチロウ 西部道路株式会社 長崎４９７号松浦IC地区舗装工事 長崎県

田中　寬通 タナカ　ヒロミチ 笠原建設株式会社 山本河原３号排水樋管改築（地盤改良）外工事 佐賀県

田中　誠 タナカ　マコト
日本電設工業株式会社
九州支店

唐津港湾合同庁舎(28)電気設備工事 福岡県

田渕　浩継 タブチ　ヒロツグ 株式会社協和製作所 筑後川青木水門外機械設備修繕工事 佐賀県



若手優秀技術者（３４名）

氏        名 フリガナ 企　　業    名 表彰工事名 企業住所

溜衞　康伸 タマリエ　ヤスノブ
日本道路株式会社九州
支店

九州横断道（嘉島～山都）鶴山谷トンネル外舗
装工事

福岡県

寺澤　真 テラサワ　マコト
五洋・りんかい日産特定
建設工事共同企業体

平成２９年度博多港（中央ふ頭地区）岸壁改良
工事

福岡県

泊口　洋之 トマリグチ　ヒロユキ こうかき建設株式会社 平成２９年度古里地区防災外工事 鹿児島県

中原　一郎 ナカハラ　イチロウ
オリエンタル白石株式会
社福岡支店

東九州道（志布志～大崎）菱田川橋上部工工事 福岡県

野口　健 ノグチ　ケン 丸宮建設株式会社 平成３０年度都城下流地区河川維持管理工事 宮崎県

原　伸卓 ハラ　ノブタカ 株式会社堀内組 長崎４９７号松浦地区改良１期工事 長崎県

平川　卓 ヒラカワ　タカシ 株式会社白砂組 平成２９年度矢黒地区掘削護岸工事 熊本県

宮原　弘幸 ミヤハラ　ヒロユキ 株式会社廣瀬組 福岡２０８号　大川地区改良（７工区）外工事 福岡県

村川　裕一 ムラカワ　ヒロカズ 株式会社植村組 下内田樋管改築（２期）工事 鹿児島県

森部　成顕 モリベ　ナルアキ 森部建設株式会社 赤谷川流域護岸災害復旧（１号）工事 福岡県

山口　顕 ヤマグチ　アキラ 株式会社伊東建設 宮崎２１８号　深角西地区安全施設設置工事 宮崎県

山口　大輔 ヤマグチ　ダイスケ 山口建設株式会社 武雄管内道路施設修繕外工事 佐賀県

山下　大輔 ヤマシタ　ダイスケ 岡本土木株式会社 平成２９年度八幡管内橋梁補修工事 福岡県

用貝　紀幸 ヨウガイ　ノリユキ 田中産業株式会社 平成３０年度　肝属川水系下流河川維持工事 鹿児島県

若杉　薫 ワカスギ　カオル 株式会社大藪組 平成３０年度矢部川水系河川維持工事 福岡県



氏        名 フリガナ 企　　業    名 表彰業務名 企業住所

荒木　英二 アラキ　エイジ
一般財団法人港湾空港総合
技術センター

平成３０年度関門航路（大瀬戸～六連地
区）施工検討業務

東京都

伊東　麗子 イトウ　レイコ
株式会社 九州開発エンジニ
ヤリング

嘉瀬川水系陸上昆虫類調査業務 熊本県

甲斐　誠士  カイ　セイジ
株式会社ダイヤコンサルタン
ト九州支社

平成３０年度　大川佐賀道路地質地盤リス
ク検討調査業務

福岡県

片野　明良 カタノ　アキヨシ 株式会社エコー 平成３０年度海岸構造物影響把握調査 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３０年度今古賀交差点改良事業外施
工計画検討業務

福岡県

高橋　定雄 タカハシ　サダオ
一般財団法人水源地環境セ
ンター

耶馬渓ダム水質保全対策運用検討外業務 東京都

田中　智行 タナカ　トモユキ
中央コンサルタンツ株式会社
福岡支店

呼子大橋計測評価業務 福岡県

田村　和嗣 タムラ　カズツグ
基礎地盤コンサルタンツ株式
会社

平成３０年度大分港海岸土質調査(第2次) 大分県

徳永　智宏 トクナガ　トモヒロ
株式会社建設技術研究所
九州支社

平成２９・３０年度松浦川事業評価及び調
査検討業務

福岡県

中川　佑輔 ナカガワ　ユウスケ
株式会社九州開発エンジニヤ
リング

平成３０年度白川・緑川堤防点検及び築堤
護岸設計業務

熊本県

中島　雅人 ナカシマ　マサヒト
株式会社橋梁コンサルタント
西日本支社

平成２９年度白浜拡幅脇元高架橋詳細設
計業務

福岡県

西島　武 ニシジマ　タケシ
八千代エンジニヤリング株式
会社九州支店

平成３０年度大分川・大野川水系治水施設
調査検討業務

福岡県

蛭川　愛志 ヒルカワ　アイシ
沿岸技術研究センター・
ニュージェック設計共同体

平成３０年度大規模地震時における係留
施設の使用可否判定方策検討業務

東京都

松浦　元哉 マツウラ　モトヤ
株式会社東京建設コンサルタ
ント九州支社

大淀川・小丸川水系減災対策等検討業務 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

赤谷川流域河道計画検討業務 福岡県

村山　裕昭 ムラヤマ　ヒロアキ
株式会社九州開発エンジニヤ
リング

平成30年度竜門ダム流量その他観測業務 熊本県

八木　忠成 ヤギ　タダナリ 株式会社新和コンサルタント
平成２９年度福岡２０１号香春拡幅補償説
明等業務

福岡県

山口　匡宏 ヤマグチ　マサヒロ
中央復建コンサルタンツ株式
会社九州支社

平成３０年度佐伯港（女島地区）岸壁（－１
０m）（改良）基本設計外２件

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30年度　長崎管内道路防災点検外業
務

福岡県

優秀技術者（業務部門）（１９名）



優良施工業者（工事部門）（４６社（団体））

企　　業　　名 表彰工事名

株式会社安部組 天神橋外２橋橋梁補修工事 〒874-0926 大分県別府市京町４番１９号

株式会社綾建設 平成３０年度　延岡管内安全対策工事 〒882-0033 宮崎県延岡市川原崎町１７４

アユミ電業株式会社 国道３号東比恵地区道路照明灯設置工事 〒812-0874 福岡市博多区光丘２－３－８

上田工業株式会社 宮崎２１８号　深角ＩＣ改良工事 〒882-0837 宮崎県延岡市古城町５－４６

株式会社大藪組 福岡３２２号　朝倉地区本線改築工事 〒833-0005 福岡県筑後市長浜２０４３番地の１

緒方・髙野地域維持型建
設共同企業体

平成３０年度災害復旧熊本５７号高尾野橋下
部工（Ａ２）外工事

〒861-1324 熊本県菊池市野間口１０９７

川本建設工業株式会社 福岡３号八幡管内構造物補修工事 〒807-0832 北九州市八幡西区東筑２－４－８

九州環境建設株式会社 矢部川六合地区防災拠点造成工事 〒830-0047 福岡県久留米市津福本町１６４９－５１

株式会社九州緑化産業
平成３０年度 海の中道海浜公園維持管理工
事

〒813-0002 福岡県福岡市東区下原４－１６－３６

コーアツ工業株式会社 鹿児島３号前田川橋上部工（Ａ１～Ｐ５）工事 〒890-0008 鹿児島市伊敷５－１７－５

こうかき建設株式会社 平成２９年度古里地区防災外工事 〒890-0021 鹿児島県鹿児島市小野４－３－１９

光進建設株式会社
九州横断道（嘉島～山都）倉道地区改良２２
期工事

〒861-8035 熊本県熊本市東区御領２丁目２８番１号

広成建設株式会社九州支
店

小倉合同庁舎(28)建築工事 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南１丁目１１番１７号

小西建設工業株式会社 福岡３号今古賀地区外舗装工事 〒807-0825 北九州市八幡西区折尾３－４－１５

五洋建設株式会社九州支
店

東九州道（清武～北郷）芳ノ元トンネル北新
設（三期）工事

〒812-0013 
福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目7番27
号

五洋建設株式会社九州支
店

福岡空港滑走路地盤改良工事 〒812-8614
福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目7番27
号

株式会社西海建設 高縄手橋下部工（Ａ２）外工事 〒850-0032 長崎市興善町2番8号

佐藤企業株式会社
九州横断道（嘉島～山都）倉道地区改良２０
期工事

〒862-0913 熊本県熊本市東区尾ノ上４丁目１９番４号

三共建設株式会社 福岡３号前田地区（その２）路面復旧工事 〒807-0812 北九州市八幡西区洞南町２－１

清水建設株式会社九州支
店

中間堰本体改築工事 〒810-8607 福岡市中央区渡辺通３－６－１１

株式会社上滝 長崎497号　志佐地区改良工事 〒850-0842 長崎市新地町５－１７

株式会社菅組
大分２１２号三光本耶馬渓道路田口ＩＣ地区
第４工区改良外工事

〒872-1202 大分県豊後高田市香々地４０８９番地

株式会社菅組
平成３０年度大分港海岸(津留地区)護岸(改
良)試験工事

〒872-1202 大分県豊後高田市香々地４０８９番地

杉本・藤本地域維持型建
設共同企業体

平成２９年度災害復旧　熊本５７号古城地区
改良（その１）工事

〒869-2221 熊本県阿蘇市役犬原９８－３

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

大成温調株式会社
九州支店

鹿児島港湾合同庁舎（２８）機械設備工事 〒812-0013 
福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目１３番
２８号

株式会社鷹羽建設
平成３０年度大行事地区上流部維持掘削工
事

〒824-0512
福岡県田川郡大任町大字大行事４６７８－１
４

株式会社竹尾組 平成３０年度　延岡管内橋梁補強補修工事 〒882-1621 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字岩戸６９２－イ

株式会社田島組 菱刈出張所管内環境整備工事 〒895-1401 鹿児島県薩摩川内市入来町副田２１８６－２

株式会社多田組
平成２９・３０年度筑豊管内道路維持補修工
事

〒820-0068 飯塚市片島２－１８－９

田中産業株式会社
平成３０年度　肝属川水系下流河川維持工
事

〒893-1103 鹿児島県鹿屋市吾平町麓３６１１

株式会社中野建設 佐賀２０８号諸富ＩＣ構造物先行工事 〒849-0924 佐賀市水ヶ江二丁目１１番２３号

株式会社中山建設 平成２９年度萩原地区河床整正工事 〒866-0833 熊本県八代市夕葉町３－７

株式会社名村造船所佐賀
営業所

福岡２０２号　春吉橋迂回路橋上部工工事 〒849-0937
佐賀市鍋島３丁目３－２０　鍋島シエストビル
３Ｆ

福岡道路株式会社 福岡３号千代地区舗装２工区工事 〒812-0054 福岡市東区馬出１丁目１番１９号

松尾一建工業株式会社 平成３０年度牛津川上流堤防等維持工事 〒843-0002 佐賀県武雄市朝日町大字中野１０４０５番地

松尾建設株式会社 呼子大橋補修(2期)工事 〒840-8666 佐賀県佐賀市多布施1丁目4番27号

株式会社松原総合建設
平成２９・３０年度鹿屋管内植栽管理除草工
事

〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富５２２－４

株式会社丸島アクアシス
テム九州支店

合志川平島堰ゲート設備工事 〒812-0013
福岡市博多区博多駅東１－８－２５　第五博
多偕成ビル

株式会社ミゾタ
下宮永排水機場３号ポンプ主原動機修繕工
事

〒840-8686 佐賀県佐賀市伊勢町１５番１号

みらい建設工業株式会社
九州支店

平成２９年度佐伯港(女島地区)岸壁改良工
事

〒812-0036
福岡県福岡市博多区上呉服町１０-１　博多
三井ビル

牟田建設株式会社 佐賀3号曽根崎地区2工区改良工事 〒842-0103 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲1756

株式会社盛武組 五ヶ瀬川天下地区地盤改良外工事 〒889-0102 宮崎県延岡市北川町長井３９１４

株式会社山﨑建設 禅門樋管改築工事 〒843-0013 佐賀県武雄市橘町大字大日８２９２番地

有限会社山之口建設 岩弘地区堤防浸透対策工事 〒893-1205 鹿児島県肝属郡肝付町宮下１４１５番地

りんかい日産建設株式会
社九州支店

平成２９年度長崎港（松が枝地区）岸壁（-
12m）（改良）外1件工事

〒810-0042
福岡県福岡市中央区赤坂１-１３-１０（赤坂
有楽ビル）

株式会社渡辺組 長谷川２号左岸床固工外工事 〒890-0045 鹿児島県鹿児島市武２－４－１



優良施工業者（業務部門）（３５社（団体））

企　　業　　名 表彰業務名

株式会社有明測量開発社 玉名観測所外流量観測及び測量設計業務 〒861-4108 熊本県熊本市南区幸田２丁目７番１号

いであ株式会社九州支店
平成３０年度大淀川水系砂防自然環境調
査業務

〒812-0055 福岡県福岡市東区東浜一丁目5番12号

株式会社エイト日本技術開発九
州支社

平成30年度　江迎１号トンネル詳細設計業
務

〒812-0018 福岡市博多区住吉３丁目１番８０号

株式会社エコー 平成３０年度海岸構造物影響把握調査 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町１-１-１

沿岸技術研究センター・ニュー
ジェック設計共同体

平成３０年度大規模地震時における係留施
設の使用可否判定方策検討業務

〒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３号鳥栖久留米道路用地関係
図書作成業務

〒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
タンツ九州支社

平成３０年度　熊本管内幹線道路網計画検
討業務

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前３－２－８

基礎地盤コンサルタンツ株式会
社長崎支店

平成30年度　板橋免地区外地質調査業務 〒850-0034 長崎県長崎市樺島町６番１５号

基礎地盤コンサルタンツ株式会
社

平成３０年度大分港海岸土質調査（第2次） 〒870-0033 大分県大分市千代町１-２-３５

株式会社九州開発エンジニヤリ
ング

平成３０年度球磨川水系流量観測外業務 〒862-0912 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３０年度福岡２０１号香春拡幅用地関
係図書作成業務

〒862-0912 熊本県熊本市東区錦ヶ丘３３番１７号

株式会社九州開発エンジニヤリ
ング

嘉瀬川水系陸上昆虫類調査業務 〒862-0912 熊本県熊本市東区錦ヶ丘３３番１７号

一般社団法人九州建設技術管理
協会

平成30年度新技術活用効果分析業務 〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前１－１９－
３

株式会社九州地質コンサルタン
ト

平成３０年度　筑後川管内地質調査業務 〒812-0874 福岡県福岡市博多区光丘町２－３－２１

協同エンジニアリング株式会社
大分２１２号三光本耶馬溪道路外測量設計
業務

〒870-0030 大分県大分市大字三芳１２３８番地の１

株式会社橋梁コンサルタント西
日本支社

平成２９年度白浜拡幅脇元高架橋詳細設
計業務

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東１－９－１１

株式会社建設環境研究所九州支
社

平成２９年度大淀川水系水辺整備計画検
討業務

〒812-0023 福岡県福岡市博多区奈良屋町2番1号

株式会社建設技術研究所
九州支社

赤谷川流域河道計画検討業務 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名２－４－１２

一般財団法人港湾空港総合技術
センター

平成３０年度関門航路（大瀬戸～六連地
区）施工検討業務

〒100-0013 東京都千代田区霞が関３-３-１

ジーアンドエスエンジニアリン
グ株式会社

平成３０年度　有明海沿岸道路標識詳細設
計業務

〒812-0007 福岡市博多区東比恵３－２４－９

平成30年度城原川ﾀﾞﾑ環境調査
業務日本工営・水源地環境ｾﾝﾀｰ
設計共同体

平成３０年度　城原川ダム環境調査業務 〒812-0007
福岡県福岡市博多区東比恵１丁目２番１
２号

一般財団法人水源地環境セン
ター

耶馬渓ダム水質保全対策運用検討外業務 〒102-0083
東京都千代田区麹町２－１４－２　麹町
ＮＫビル２Ｆ

株式会社静環検査センター
九州支店

平成３０年度川内川水系採水・水質分析業
務

〒899-5116
鹿児島県霧島市隼人町内字中原２２６５
－７

株式会社西部技建コンサルタン
ト

平成３０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

株式会社大建設計九州事務所 川内合同庁舎（３０）改修外設計業務 〒812-0018
福岡県福岡市博多区住吉３丁目１番１号　
富士フイルム福岡ビル内

住          所



優良施工業者（業務部門）（３５社（団体））

企　　業　　名 表彰業務名 住          所

大日本コンサルタント株式会社
九州支社

平成３０年度　塩見大橋（上り線）耐震補強
設計業務

〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東２－１０－
３５

中央コンサルタンツ株式会社福
岡支店

呼子大橋計測評価業務 〒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３０年度佐伯港（女島地区）岸壁（－１０
m）（改良）基本設計外２件

〒812-0038
福岡県福岡市博多区祇園町４番６１号Ｆ
ＯＲＥＣＡＳＴ博多祇園

株式会社中央補償コンサルタン
ト

平成２９年度国道１０号白浜拡幅漁業調査
等業務

〒803-0851 福岡県北九州市小倉北区木町３－３－７

中日本航空株式会社福岡支店 平成３０年度　雲仙岳レーザー測量業務 〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東１丁目１４
番３３号

西日本技術開発株式会社
平成３０年度宮崎海岸モニタリング環境調
査業務

〒810-0004 
福岡県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３０年度北九州国道管内設計業務 〒812-0007 福岡市博多区東比恵１－２－１２

平和総合コンサルタント株式会
社

平成２９年度宮崎管内防災事業外用地調
査等業務

〒839-0862 福岡県久留米市野中町914番地

株式会社宮崎産業開発
平成３０年度　延岡管内道路管理測量設計
業務

〒880-0022 宮崎県宮崎市大橋３－２２５

八千代エンジニヤリング株式会
社九州支店

平成３０年度宮崎管内設計外業務 〒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（１５社）

企　　業　　名 表彰工事名

株式会社有迫組
鹿児島３号阿久根地区（１工区）改良工
事

〒890-0034 鹿児島市田上８ー２７ー９

井樋建設株式会社
福岡２０８号　大川地区改良（５工区）外
工事

〒830-0049 久留米市大石町５０７番地の２

株式会社江川組
九州横断道（嘉島～山都）杉木地区改良
８期工事

〒869-4222 熊本県八代市鏡町両出１３２４－１

岡本土木株式会社 福岡２０１号鏡山地区改良工事 〒802-0073 北九州市小倉北区貴船町９－１３

株式会社皆本建設 下津原上流地区河道掘削工事 〒861-0501 熊本県山鹿市山鹿８７７－１

株式会社坂下組 えびの地区河道整備外工事 〒886-0004 宮崎県小林市細野３９１－１

株式会社下村建設 早津江川早津江地区築堤護岸工事 〒845-0022 佐賀県小城市三日月町久米１９４６

株式会社白海
平成３０年度大分港（西大分地区）泊地
（-7.5m）浚渫工事

〒808-0021 福岡県北九州市若松区響町３-１-３３

株式会社双一開發 下大隈地区下流掘削築堤工事 〒822-0143 福岡県宮若市高野５９７－１

株式会社田浦組 長崎497号　寺ノ尾免地区改良2期工事 〒852-8061 長崎市滑石２－６－２４

徳澤建設株式会社
東九州道（大崎～鹿屋）天ヶ城地区（第４
工区）改良工事

〒899-7301
鹿児島県曽於郡大崎町菱田２５９３番地
１

利光建設工業株式会社
大分２１２号三光本耶馬渓道路三光田口
地区第３工区改築工事

〒870-0919 大分県大分市新栄町８番１１号

前田道路株式会社 熊本３号水俣地区改築２工区外工事 〒141-8665 東京都品川区大崎１－１１－３

株式会社峰組 六角川管内堆積土砂掘削外工事 〒849-0501
佐賀県杵島郡江北町大字山口１３９８－
１

八作建設株式会社 松山・古川地区堤防整備工事 〒882-0881 宮崎県延岡市三須町１１２３－３

住          所



安全施工業者（２２社（団体））

企　　業　　名 表彰工事名

笠原建設株式会社
山本河原３号排水樋管改築（地盤改良）
外工事

〒847-0832 佐賀県唐津市石志４４５９－１

株式会社上津建設
平成３０年度大隅管内交通安全施設整
備工事

〒899-4633 鹿児島県垂水市二川１０２２

株式会社加覧組
平成２９・３０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

川越建設株式会社
平成３０年度北九州国道管内交通安全
施設整備工事

〒807-0821 北九州市八幡西区陣原５－１０－３２

九州総合建設株式会社
平成３０年度苅田港(本港地区)航路(-
13m)浚渫工事

〒808-0024 福岡県北九州市若松区浜町１-６-１８

清本鉄工株式会社
平成２９年度　北川地区横断歩道橋新設
工事

〒889-0595 宮崎県延岡市土々呂町６－１６３３

黒木建設株式会社 唐津・武雄管内橋梁補修工事 〒848-0045 佐賀県伊万里市松島町100番地1

太陽開発株式会社 熊本３号大迫地区改良４工区工事 〒866-0032 熊本県八代市新開町３－１１

株式会社田代組 鶴田ダム再開発下流仮桟橋撤去外工事 〒895-0041 鹿児島県薩摩川内市隈之城町１８６５

鉄建建設株式会社九州支店
福岡２０８号　早津江川橋下部工（Ｐ５）工
事

〒810-0062 福岡市中央区荒戸二丁目１番５号

東急建設株式会社九州支店 唐津港湾合同庁舎(28)建築その他工事 〒812-8608 福岡市博多区祇園町２番１号

株式会社時里組 広川黒田地区築堤外工事 〒830-0065 福岡県久留米市荒木町今２２２－１

株式会社友岡建設
平成２９・３０年度竹田地区維持補修工
事

〒878-0011 大分県竹田市大字会々2808番地5

永野建設株式会社 大浦地区道路防災工事 〒889-2511 宮崎県日南市大字酒谷乙10322

株式会社南州土木 平成２９年度　白川渡鹿取水樋門工事 〒861-4101 熊本県熊本市南区近見４－１２－３０

株式会社藤本建設工業
平成２８年度災害復旧　戸下地区外下部
斜面下流部保護工事

〒869-1404
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽３３７７
－１

株式会社堀内組 長崎497号　志佐地区改良6期工事 〒858-0908 佐世保市光町１０９

松山建設株式会社
福岡２０２号　春吉橋迂回路橋下部工（Ａ
２）工事

〒810-0011 福岡市中央区高砂２丁目２４番２３号

丸昭・佐藤産業地域維持型建
設共同企業体

平成２９年度災害復旧熊本５７号黒川避
溢橋下部工（その２）工事

〒868-0071 熊本県人吉市西間上町２４７９－１

三井住友建設株式会社九州支店 鹿児島港湾合同庁舎（２８）建築工事 〒812-0036 福岡県福岡市博多区上呉服町10番1号

明大工業株式会社
天ヶ瀬第一高架橋（P13～A2）耐震補強
外工事

〒874-0922 大分県別府市船小路町３番４３号

株式会社吉川組
水無川２号砂防堰堤右岸袖部盛土外工
事

〒855-0044 長崎県島原市中町８０３番地１

住          所



災害復旧等功労業者（１８社）

企　　業　　名 表彰概要

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 佐賀県唐津市二タ子2丁目7番51号

株式会社川原建設 災害防止活動等における貢献 〒871-0434
大分県中津市耶馬溪町大字樋山路３８
番地

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

株式会社九州測量設計 災害防止活動等における貢献 〒807-1261 北九州市八幡西区木屋瀬１－２２－７

株式会社熊谷組九州支店 災害防止活動等における貢献 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通四丁目１０番１０号

柴田建設工業株式会社 災害防止活動等における貢献 〒820-0011 飯塚市柏の森４７７－１

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 田川市大字糒６５６－１

株式会社タカセ・エンジニアリン
グ

災害防止活動等における貢献 〒877-0037 大分県日田市大字竹田４１６－９

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 〒870-0150 大分県大分市東原1丁目20番17号

飛島建設株式会社九州支店 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５－１４－１
２

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
福岡県北九州市戸畑区銀座２丁目６番２
７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 福岡市博多区博多駅東２－６－２３

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

株式会社フジタ九州支店 災害防止活動等における貢献 〒812-8568 福岡市博多区下川端町１番１号

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１丁目８番１号

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

住          所




