
平成３０年 ７月２０日

解 新 聞：平成３０年７月２３日（月）朝刊以降

禁 テレビ・ラジオ：平成３０年７月２３日（月）午前５時以降

お 知 ら せ

資料提供先：鳥取県政記者会

平成30年度国土交通功労者表彰について

国土交通功労者表彰（鳥取河川国道事務所長表彰）についてお知らせします。

鳥取河川国道事務所では、国土交通功労者として、優良工事施工団体、優良業務履行団

体、優秀建設技術者、下請企業及び登録基幹技能者に対する表彰並びに道路愛護協力者に

対する感謝状の贈呈を行います。

■表彰対象団体

別紙のとおり

■表彰式典

「平成３０年７月豪雨」による災害対応中のため、事務所長表彰にかかる表彰式

典については実施せず、表彰状等については平成30年7月23日以降適宜受賞者の皆

様へお渡しする予定です。

【問い合わせ先】

国土交通省 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所

（総 括）

副所長（河川） 片寄 秀樹（かたよせ ひでき）

副所長（道路） 姫村 幸造（ひめむら こうぞう）

（表彰式に関する事項）

総務課長 原田 明典（はらだ あきのり）

（表彰対象者［工事・業務］に関する事項）

工事品質管理官 西村 昌己（にしむら まさみ）

（表彰対象者［道路愛護協力者］に関する事項）

道路管理第一課長 角本 弘道（かくもと ひろみち）

TEL（０８５７）２２－８４３５（代表）

鳥取河川国道事務所ホームページアドレス

http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/

 



別紙

鳥取河川国道事務所長表彰鳥取河川国道事務所長表彰鳥取河川国道事務所長表彰鳥取河川国道事務所長表彰

○道路愛護協力者 ３団体

・ボランティア・ロード武晃 代表者 山根 武

・ボランティア・ロード技工社 代表者 今西 正一

・ＴＫ国安Ｒ５３ 代表者 高橋 恵美子

○優良工事施工団体 ６団体

・優良工事施工団体（一般土木）

工事名 鳥取西道路常松第３改良工事

会社名 株式会社 興洋工務店

・優良工事施工団体（維持修繕）

工事名 鳥取管内東部保守工事

会社名 やすなが工事 株式会社

・優良工事施工団体（維持修繕）

工事名 鳥取管内八束水高架橋外橋梁補修工事

会社名 株式会社 技工社

・優良工事施工団体（一般土木）

工事名 鳥取西道路乙亥正第６改良工事

会社名 中一建設 株式会社

・優良工事施工団体（プレストレスト・コンクリート）

工事名 鳥取自動車道市瀬橋上部工事

会社名 株式会社 ピーエス三菱

・優良工事施工団体（一般土木）

工事名 鳥取西道路鳥取西ＩＣ第６改良工事

会社名 株式会社 藤原組

○優良業務履行団体 ３団体

・優良業務履行団体（土木関係建設コンサルタント）

業務名 千代川治水事業他検討業務

会社名 中電技術コンサルタント 株式会社

・優良業務履行団体（測量）

業務名 平成２９年度千代川水系流量観測業務

会社名 サイトウコンサルタント 株式会社



・優良業務履行団体（土木関係建設コンサルタント）

業務名 鳥取西道路３期外測量設計業務

会社名 株式会社 建設技術研究所

○優秀建設技術者表彰 ８名

・優秀建設技術者表彰（工事：一般土木）

氏 名 澤 貴史

工事名 鳥取西道路常松第３改良工事

会社名 株式会社 興洋工務店

・優秀建設技術者表彰（工事：維持修繕）

氏 名 嶋澤 茂樹

工事名 鳥取管内東部保守工事

会社名 やすなが工事 株式会社

・優秀建設技術者表彰（工事：維持修繕）

氏 名 上田 満友

工事名 鳥取管内八束水高架橋外橋梁補修工事

会社名 株式会社 技工社

・優秀建設技術者表彰（工事：一般土木）

氏 名 関本 裕志

工事名 鳥取西道路乙亥正第６改良工事

会社名 中一建設 株式会社

・優秀建設技術者表彰（工事：プレストレスト・コンクリート）

氏 名 北園 誠

工事名 鳥取自動車道市瀬橋上部工事

会社名 株式会社 ピーエス三菱

・優秀建設技術者表彰（工事：一般土木）

氏 名 瀧尾 昭仁

工事名 鳥取西道路鳥取西ＩＣ第６改良工事

会社名 株式会社 藤原組

・優秀建設技術者表彰（業務：測量）

氏 名 井上 達也

業務名 平成２９年度千代川水系流量観測業務

会社名 サイトウコンサルタント 株式会社

・優秀建設技術者表彰（業務：土木関係建設コンサルタント）

氏 名 藤野 秀隆

業務名 鳥取西道路３期外測量設計業務

会社名 株式会社 建設技術研究所

○下請企業表彰 ９団体

・下請企業表彰

工事名 鳥取自動車道下味野第４改良工事

会社名 有限会社 森本組



・下請企業表彰

工事名 鳥取西道路金沢第８改良工事

会社名 有限会社 松建工業

・下請企業表彰

工事名 鳥取管内西部維持工事

会社名 株式会社 東部林業

・下請企業表彰

工事名 千代川上流維持工事

会社名 有限会社 藤原潜水

・下請企業表彰

工事名 鳥取西道路常松第３改良工事

会社名 小野田ケミコ 株式会社

・下請企業表彰

工事名 鳥取管内東部保守工事

会社名 株式会社 技工社

・下請企業表彰

工事名 鳥取管内八束水高架橋外橋梁補修工事

会社名 ナカノ工業 株式会社

・下請企業表彰

工事名 鳥取自動車道市瀬橋上部工事

会社名 株式会社 光南

・下請企業表彰

工事名 鳥取西道路鳥取西ＩＣ第６改良工事

会社名 株式会社 田中組

○登録基幹技能者表彰 ７名

・登録基幹技能者表彰

氏 名 田中 荘一郎

工事名 鳥取自動車道下味野第４改良工事

会社名 有限会社 永成型枠工業

・登録基幹技能者表彰

氏 名 竹森 理雄

工事名 鳥取西道路金沢第８改良工事

会社名 有限会社 松建工業

・登録基幹技能者表彰

氏 名 福田 真一

工事名 千代川上流維持工事

会社名 株式会社 竹内組



・登録基幹技能者表彰

氏 名 岡村 直樹

工事名 鳥取西道路常松第３改良工事

会社名 株式会社 興洋工務店

・登録基幹技能者表彰

氏 名 坂本 保樹

工事名 鳥取管内八束水高架橋外橋梁補修工事

会社名 株式会社 川崎クレーン

・登録基幹技能者表彰

氏 名 村上 純

工事名 鳥取西道路乙亥正第６改良工事

会社名 中一建設 株式会社

・登録基幹技能者表彰

氏 名 洲脇 慎也

工事名 鳥取自動車道市瀬橋上部工事

会社名 株式会社 光南


