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国土交通功労者表彰式を開催します

■ 表彰対象団体及び功績の概要は別紙のとおり

■ 表彰式 ・ 日時 令和元年７月２３日（火）

部門ごとの時間等は別紙のとおり

・ 場所 山口河川国道事務所 第一会議室

防府市国衙１丁目１０－２０

■ 問い合わせ先

国土交通省中国地方整備局 山口河川国道事務所

副所長（事務） 河合 高志 （かわい たかし） TEL 0835-22-3419

【工事・業務の表彰内容に関すること】

工事品質管理官 丹後 浩一 （たんご こういち） TEL 0835-22-1809

【その他・表彰式に関すること】

総務課長 和田 昌子 （わだ まさこ） TEL 0835-22-3419

【広報担当】

計画課長 前田 邦博 （まえだ くにひろ） TEL 0835-22-1819

解
禁

新 聞 令和元年７月２３日（火）朝刊以降

テレビ・ラジオ 令和元年７月２３日（火）午前５時以降

～河川・道路愛護協力者、優良工事施工団体等を表彰～

山口河川国道事務所では、河川・道路の美化保全・愛護活動に尽力された団体、工

事等の成績が優良であった工事又は業務の建設業者及び優秀な建設技術者、品質確保

や向上に特に貢献された下請業者及び登録基幹技能者の表彰を行います。



◎河川愛護協力者及び道路愛護協力者表彰式

日時 令和元年７月２３日（火）１０時００分～１０時２０分
場所 防府市国衙１丁目１０－２０

山口河川国道事務所 第一会議室

■ 表彰区分別内訳

○ 河川愛護協力者

河川等の美化及び愛護活動に努め、その業績が顕著な団体を
表彰します

事務所長表彰 １団体

局長表彰 ６団体

別紙

◎優良工事施工団体等表彰式

○ 道路愛護協力者

事務所長表彰 ３団体

道路の美化保全に努め、その業績が顕著な団体を表彰します

日時 令和元年７月２３日（火）１１時００分～１１時３０分
場所 防府市国衙１丁目１０－２０

山口河川国道事務所 第一会議室

表 彰 区 分 受賞団体又は技術者数

優良工事施工団体 ２

優良業務履行団体 ４

優秀建設技術者（工事） ２

優秀建設技術者（業務） ４

下請企業 ５

登録基幹技能者 ３

■ 表彰区分別内訳

○ 優良工事施工団体等 事務所長表彰

工事等の成績が優良であった工事又は業務の建設業者及び優秀な建設技術者、
品質確保や向上に特に貢献された下請企業及び登録基幹技能者を表彰します

局長表彰 １団体



表彰式会場　案内図
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（参考資料）

河川愛護協力者表彰　受賞団体

局長（中国地方整備局）表彰

○ 松崎地域自治会連合会
○ 佐波地域自治会連合会
○ 華城地域自治会連合会
○ 右田地域自治会連合会
○ 玉祖地域自治会連合会
○ 小野地区環境美化推進協議会

事務所長表彰
○ 防府市立華城小学校

　当該６団体は、昭和４９年から継続して毎年７月第１日曜日に
行われている「佐波川一斉清掃」に取りくまれているほか、地域
住民によるボランティア清掃などにより、佐波川の河川美化に
多大な貢献をされ、多年にわたり河川愛護活動に尽力されて
いる団体です。

　当該団体は、平成２８年度から継続して、佐波川にお
いて水生生物調査を通じて水質の簡易調査に取り組まれ
ており、多年にわたり河川愛護活動に尽力されている団
体です。



（参考資料）

道路愛護協力者表彰　受賞団体

局長（中国地方整備局）表彰

○ 株式会社　技工団

事務所長表彰

○ 佐山地区地域づくり協議会

○ 妻崎開作さわやかロード

○ 宇田郷ボランティアつくし会
　当団体は、平成２７年１月にボランティアロード実施団体と
して登録され、一般国道１９１号阿武郡阿武町大字惣郷地内延
長約１５０ｍ区間内の駐車場植栽帯の管理、法面草刈り、駐車
場付近の清掃活動を合わせて年十数回実施している団体です。

　当該団体は、山口市に本社を置き建設業を営む（株）技工団
を主体とし、平成１９年にボランティアロード実施団体として
登録、以後今日に至るまで１１年にわたり、一般国道９号山口
市糸米二丁目～山口市神田町地内の歩道上下線（往復延長約
１，０００ｍ）の清掃活動を、毎月１回実施している団体で
す。

　当団体は、平成２４年にボランティアロード実施団体として
登録され、一般国道１９０号山口市佐山地内の延長約４００ｍ
内に存する植栽帯（花壇）において、花の植付、管理、清掃
を、毎年１年を通じて実践している団体です。

　当団体は、平成２７年にボランティアロード実施団体として
登録され、一般国道１９１号宇部市大字妻崎開作地内の延長約
１５０ｍの歩道の清掃、植栽帯の管理等の美化活動を年１２回
実施している団体です。



（参考資料）

優良工事施工団体等表彰　受賞団体

○ 優良工事施工団体

○ 優良業務履行団体

　

○ 優秀建設技術者（工事）

田中　陽平

藤田　博典

○ 優秀建設技術者（業務）

遠山　国彦

渡部　和也

酒井　秀和

播磨　さおり

○ 下請企業

○ 登録基幹技能者

牟田　宗男        安田ブルドーザー開発　株式会社 冨海拡幅椿峠地区改良工事

山下　勇二        山和建設　株式会社 国道191号宇賀地区防災第３工事

三浦　弘美        住吉工業　株式会社 長門俵山道路深川湯本地区外改良工事

住吉工業　株式会社 長門俵山道路深川湯本地区外改良工事

氏　名               業　者　名 工　事　名

安田ブルドーザー開発　株式会社 冨海拡幅椿峠地区改良工事

山和建設　株式会社 国道１９１号宇賀地区防災第３工事

株式会社 三友 防府保守工事

復建調査設計　株式会社 山口南部地域道路概略検討外業務

土木 応用地質　株式会社
平成３０年度佐波川水辺現地調査
（魚類・底生動物外）業務

部門

土木

新光産業　株式会社 長門俵山道路深川湯本地区外改良工事

氏　名 所　属　名 業　務　名

氏　名 所　属　名 工　事　名

応用地質　株式会社
平成３０年度佐波川水辺現地調査
（魚類・底生動物外）業務

団　体　名 工　事　名

山口アースエンジニアリング　株式会社

維持修繕

一般土木

岩国守内地区防災工事

土木

土木

部門

土木 株式会社　ダイヤコンサルタント 山口トンネル点検業務

日立建設　株式会社 防府保守工事

中電技術コンサルタント株式会社 冨海拡幅外測量設計業務

部門

土木

一般土木 新光産業　株式会社 長門俵山道路深川湯本地区外改良工事

団　体　名 業　務　名

復建調査設計　株式会社 山口南部地域道路概略検討外業務

土木 株式会社　ダイヤコンサルタント 山口トンネル点検業務

土木 中電技術コンサルタント株式会社 冨海拡幅外測量設計業務

部門 団　体　名 工　事　名

維持修繕 日立建設　株式会社 防府保守工事

優良工事施工団体等表彰 受賞団体


