
令和元年　７月１７日

　　国土交通省松江国道事務所では、国土交通功労者として、平成30年度に管内の

　工事及び業務で優秀な成果をあげられた優良工事施工団体、優良業務履行団体、

　優秀建設技術者、優良工事下請企業並びに登録基幹技能者の事務所長表彰を行い

　ます。

　　また、道路愛護協力者へ中国地方整備局長表彰の伝達式を行います。

１．日　　時：令和元年７月２４日（水）　※各部門ごとの時間は別紙１のとおり

２．場　　所：松江市西津田２丁目６番２８号

　　　　　　　国土交通省中国地方整備局松江国道事務所３階会議室

３．表彰団体：別紙２のとおり

　　　　　　　当事務所関係分の中国地方整備局長表彰は、別紙３のとおりです。

　　国土交通省　中国地方整備局　松江国道事務所

　　　島根県松江市西津田２丁目６番２８号

　【工事・業務の表彰内容に関すること】

　　総括保全対策官　　 山本
やまもと

　俊彦
としひこ

（内線３０８）

　【道路愛護協力者の表彰内容に関すること】

　　道路管理第一課長 福田
ふくだ

　真司
しんじ

（内線４３１）

　【表彰式の進行に関すること】

　　総務課長 三家本
みかもと

　真二
しんじ

（内線２１１）

　　　TEL：0852-26-2131（代表）

 　　　FAX：0852-25-9438　URL：http://www.cgr.mlit.go.jp/matsukoku/
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令和元年度国土交通功労者表彰について令和元年度国土交通功労者表彰について令和元年度国土交通功労者表彰について令和元年度国土交通功労者表彰について
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Ministry of Land , Infrastructure , Transport 

and tourism Chugoku Regional Development 

Bureau , Matsue National Highway office

国土交通省

中国地方整備局 松江国道事務所



別紙１

国土交通功労者表彰式 令和元年　７月２４日（水）

　■時　間：　１３：３０～

　　【中国地方整備局長表彰伝達式（道路愛護協力者表彰）】

　　受賞者：ボランティア・ロード宮内交流館

　■時　間：　１５：００～

　　【事務所長表彰式（優良工事施工団体等表彰等】

　　受賞者：別紙２のとおり



□松江国道事務所長表彰□松江国道事務所長表彰□松江国道事務所長表彰□松江国道事務所長表彰 別紙２

部門 工　　事　　名

一般土木 　松江土建株式会社 　静間仁摩道路静間地区改良第３工事

舗装 　奥村組土木興業株式会社 　多伎朝山道路小田西地区舗装工事

維持修繕 　株式会社常松土建 　国道９号出雲地区外構造物補修工事

一般土木 　大福工業株式会社 　大田静間道路長久地区改良工事

一般土木 　まるなか建設株式会社 　国道９号口田儀歩道工事

一般土木 　株式会社フクダ 　出雲湖陵道路知井宮地区改良第４工事

維持修繕 　株式会社都間土建 　頓原保守工事

一般土木 　出雲土建株式会社 　出雲湖陵道路常楽寺第１高架橋下部第２工事

舗装 　フジタ道路株式会社 　多伎朝山道路朝山地区舗装第４工事

一般土木 　株式会社トガノ建設 　出雲湖陵道路西神西地区改良第３工事

部門 業　　務　　名

土木 　復建調査設計株式会社

　中国地域における道の駅を拠点とした自動運転

　サービス実証実験支援業務

土木 　株式会社荒谷建設コンサルタント 　多伎朝山道路外測量設計業務

土木 　シンワ技研コンサルタント株式会社 　松江維持出張所管内道路附属物点検業務

優良工事施工団体表彰

優良工事施工団体表彰優良工事施工団体表彰

優良工事施工団体表彰

会　　社　　名

優良業務履行団体表彰

優良業務履行団体表彰優良業務履行団体表彰

優良業務履行団体表彰

会　　社　　名



（　工事　）

部門 氏　名 会　　社　　名 工　　事　　名

一般土木 　古藤　秀樹 　松江土建株式会社 　静間仁摩道路静間地区改良第３工事

舗装 　前田　幸孝 　奥村組土木興業株式会社 　多伎朝山道路小田西地区舗装工事

維持修繕 　佐藤　義昌 　株式会社常松土建 　国道９号出雲地区外構造物補修工事

一般土木 　太田　直樹 　大福工業株式会社 　大田静間道路長久地区改良工事

一般土木 　升田　篤志 　まるなか建設株式会社 　国道９号口田儀歩道工事

一般土木 　勝部　浩太朗 　株式会社フクダ 　出雲湖陵道路知井宮地区改良第４工事

維持修繕 　藤原　亨 　株式会社都間土建 　頓原保守工事

一般土木 　渡部　賀成 　出雲土建株式会社 　出雲湖陵道路常楽寺第１高架橋下部第２工事

舗装 　清水　修 　フジタ道路株式会社 　多伎朝山道路朝山地区舗装第４工事

一般土木 　吉田　敦 　株式会社トガノ建設 　出雲湖陵道路西神西地区改良第３工事

（　業務　）

部門 氏　名 会　　社　　名 業　　務　　名

土木 　冨山　博司 　株式会社荒谷建設コンサルタント 　多伎朝山道路外測量設計業務

土木 　寺坂　和彦 　シンワ技研コンサルタント株式会社 　松江維持出張所管内道路附属物点検業務

優秀建設技術者表彰

優秀建設技術者表彰優秀建設技術者表彰

優秀建設技術者表彰



工　　事　　名

　株式会社Ｔ．Ｐ．Ｃ 　安来電線共同溝安来第７工事

　株式会社新宮組 　静間仁摩道路五十猛地区東部改良第４工事

　大和建設株式会社 　静間仁摩道路静間地区改良第３工事

　有限会社朝倉建設 　多伎朝山道路小田西地区舗装工事

　足立工業株式会社 　国道９号出雲地区外構造物補修工事

　有限会社渡辺建設 　大田静間道路長久地区改良工事

　モリタ工業株式会社 　国道９号口田儀歩道工事

　株式会社板倉重機 　出雲湖陵道路知井宮地区改良第４工事

　株式会社安部 　頓原保守工事

　山﨑建設株式会社 　出雲湖陵道路常楽寺第１高架橋下部第２工事

　第一建設株式会社 　多伎朝山道路朝山地区舗装第４工事

　板垣産業株式会社 　出雲湖陵道路西神西地区改良第３工事

会　　社　　名 工　　事　　名

　株式会社板倉重機 　静間仁摩道路五十猛地区東部改良第４工事

　有限会社富士ビルド 　静間仁摩道路静間地区改良第３工事

　大福工業株式会社 　大田静間道路長久地区改良工事

　モリタ工業株式会社 　国道９号口田儀歩道工事

　高橋産業有限会社 　出雲湖陵道路知井宮地区改良第４工事

　株式会社ジンザイスチール 　出雲湖陵道路常楽寺第１高架橋下部第２工事

　株式会社板倉重機 　出雲湖陵道路西神西地区改良第３工事

優良工事下請企業表彰

優良工事下請企業表彰優良工事下請企業表彰

優良工事下請企業表彰

　延谷　英明

　曽田　芳昭

　大野　彰史

　江角　潤

会　　社　　名

登録基幹技能者表彰

登録基幹技能者表彰登録基幹技能者表彰

登録基幹技能者表彰

登録基幹技能者名

　中島　浩二

　小笠原　正之

　小川　圭二



□中国地方整備局長表彰□中国地方整備局長表彰□中国地方整備局長表彰□中国地方整備局長表彰 別紙３

氏  名  及  び  団  体  名 場　　所　　等

　ボランティア・ロード宮内交流館

　一般国道５４号

　島根県雲南市三刀屋町乙加宮地内

部門 工　　事　　名

一般土木 　株式会社中筋組 　静間仁摩道路五十猛地区東部改良第４工事

舗　装 　常盤工業株式会社 　安来電線共同溝安来第７工事

部門 業　　務　　名

土　木 　株式会社シーエム・エンジニアリング 　松江国道管内特車申請支援業務

部門 氏　名 会　　社　　名 工　　事　　名

一般土木 　内田　貴弘 　株式会社中筋組 　静間仁摩道路五十猛地区東部改良第４工事

舗　装 　廣田　正行 　常盤工業株式会社 　安来電線共同溝安来第７工事

部門 氏　名 会　　社　　名 業　　務　　名

土　木 　安達　誠 　復建調査設計株式会社

　中国地域における道の駅を拠点とした自動運転

　サービス実証実験支援業務

土　木 　佐藤　隆志 　株式会社シーエム・エンジニアリング 　松江国道管内特車申請支援業務

　国道９号・５４号松江管内橋梁補修工事

会　　社　　名 工　　　事　　　名

　日発工業株式会社 　国道９号・５４号松江管内橋梁補修工事

道路愛護協力者表彰

道路愛護協力者表彰道路愛護協力者表彰

道路愛護協力者表彰

表　彰　事　項

道路の美化清掃作業

優良工事施工団体表彰

優良工事施工団体表彰優良工事施工団体表彰

優良工事施工団体表彰

会　　社　　名

優良業務履行団体表彰

優良業務履行団体表彰優良業務履行団体表彰

優良業務履行団体表彰

会　　社　　名

優秀建設技術者表彰（工事）

優秀建設技術者表彰（工事）優秀建設技術者表彰（工事）

優秀建設技術者表彰（工事）

優秀建設技術者表彰（業務）

優秀建設技術者表彰（業務）優秀建設技術者表彰（業務）

優秀建設技術者表彰（業務）

　佐藤　光春

安全管理優良請負者表彰

安全管理優良請負者表彰安全管理優良請負者表彰

安全管理優良請負者表彰

会　社　名 工　　　事　　　名

　日発工業株式会社

安全管理優良技術者表彰

安全管理優良技術者表彰安全管理優良技術者表彰

安全管理優良技術者表彰

氏　　名


