
平成２９年 ７月１３日

解 新 聞：平成２９年７月２１日（金）朝刊以降

禁 テレビ・ラジオ：平成２９年７月２１日（金）午前５時以降

お 知 ら せ

資料提供先：鳥取県政記者会

国土交通功労者表彰式の実施について

国土交通功労者表彰（鳥取河川国道事務所関係分）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、登録基幹技能者に対する表彰、道路愛護協力者に対する

感謝状の贈呈を下記のとおり行います。

記

１．日 時：平成29年7月21日（木） 11:00～（道路愛護協力者）

13:30～（優良工事施工団体等）

２．場 所：鳥取河川国道事務所

３．受賞者：別紙１のとおり

【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） 常保 雅博（つねやす まさひろ）

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 村上 祐二（むらかみ ゆうじ）

（表彰対象者［工事・業務］に関する事項）

工事品質管理官 大西 隆弘（おおにし たかひろ）

（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１

鳥取河川国道事務所長表彰 感謝状贈呈式鳥取河川国道事務所長表彰 感謝状贈呈式鳥取河川国道事務所長表彰 感謝状贈呈式鳥取河川国道事務所長表彰 感謝状贈呈式

贈呈式贈呈式贈呈式贈呈式 日時 平成２９年７月２１日（金）１１：００～

場所 鳥取市田園町４丁目４００番地

国土交通省 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所

１階 会議室

○道路愛護協力者 ６団体

・ＫＯＵＳＡＩ 代表者 清水 勝彦

・ボランティアロード「こおげ」 代表者 山根 敏樹

・ボランティア・ロードＳＡＮＩＮＫＫ 代表者 上田 俊一

・ボランティア・ロードＦＤＫ鳥取 代表者 野澤 操

・ボランティア・ロード「なかいち」 代表者 中尾 仁

・ボランティアロード砂丘 代表者 瀬村 芳子

※当該表彰につきましては、別途個別に贈呈を行う団体があります。

鳥取河川国道事務所長表彰 表彰式鳥取河川国道事務所長表彰 表彰式鳥取河川国道事務所長表彰 表彰式鳥取河川国道事務所長表彰 表彰式

表彰式表彰式表彰式表彰式 日時 平成２９年７月２１日（金）１３：３０～

場所 鳥取市田園町４丁目４００番地

国土交通省 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所

１階 会議室

○優良工事施工団体 ５団体

○優良業務履行団体 ２団体

○優秀建設技術者表彰 ７名

○下請企業表彰 ７団体

○登録基幹技能者表彰 ５名

・優良工事施工団体（一般土木）

工事名 国道９号細川改良その２工事

会社名 株式会社 藤原組

・優良工事施工団体（一般土木）

工事名 鳥取西道路良田第７改良工事

会社名 株式会社 栗山組

・優良工事施工団体（一般土木）

工事名 鳥取西道路気高青谷トンネル第１工事

会社名 アイサワ工業 株式会社

・優良工事施工団体（一般土木）

工事名 鳥取西道路気高青谷トンネル第２工事

会社名 西松建設 株式会社



・優良工事施工団体（維持修繕）

工事名 国道５３号保守工事

会社名 中央建設 株式会社

・優良業務履行団体

業務名 鳥取西道路標識詳細設計業務

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

業務名 鳥取西道路鹿野トンネル南詳細設計業務

会社名 株式会社 オリエンタルコンサルタンツ

・優秀建設技術者表彰（工事・一般土木）

氏 名 瀧尾 昭仁

工事名 国道９号細川改良その２工事

会社名 株式会社 藤原組

・優秀建設技術者表彰（工事・一般土木）

氏 名 村上 孝二

工事名 鳥取西道路良田第７改良工事

会社名 株式会社 栗山組

・優秀建設技術者表彰（工事・一般土木）

氏 名 有松 俊文

工事名 鳥取西道路気高青谷トンネル第１工事

会社名 アイサワ工業 株式会社

・優秀建設技術者表彰（工事・一般土木）

氏 名 西田 幸弘

工事名 鳥取西道路気高青谷トンネル第２工事

会社名 西松建設 株式会社

・優秀建設技術者表彰（工事・維持修繕）

氏 名 中野 清美

工事名 国道５３号保守工事

会社名 中央建設 株式会社

・優秀建設技術者表彰（業務・土木）

氏 名 山本 研一

業務名 鳥取西道路標識詳細設計業務

会社名 中電技術コンサルタント 株式会社

・優秀建設技術者表彰（業務・土木）

氏 名 片山 武

業務名 鳥取西道路鹿野トンネル南詳細設計業務

会社名 株式会社 オリエンタルコンサルタンツ

・下請企業表彰

工事名 鳥取自動車道市瀬橋第２下部工事

会社名 東九工業 株式会社



・下請企業表彰

工事名 鳥取西道路金沢第４改良工事

会社名 有限会社 松井工業

・下請企業表彰

工事名 千代川下流維持工事

会社名 みずえ緑地 株式会社

・下請企業表彰

工事名 国道９号細川改良その２工事

会社名 三輝工業 有限会社

・下請企業表彰

工事名 鳥取西道路気高青谷トンネル第２工事

会社名 株式会社 大晃工業

・下請企業表彰

工事名 鳥取西道路良田第７改良工事

会社名 有限会社 坂本建材土木

・下請企業表彰

工事名 国道５３号保守工事

会社名 株式会社 寺谷組

・登録基幹技能者表彰

氏 名 谷口 孝之

工事名 鳥取自動車道市瀬橋第２下部工事

会社名 有限会社 パートナー

・登録基幹技能者表彰

氏 名 田中 友康

工事名 鳥取西道路金沢第４改良工事

会社名 有限会社 松井工業

・登録基幹技能者表彰

氏 名 三宅 正人

工事名 千代川下流維持工事

会社名 株式会社 興洋工務店

・登録基幹技能者表彰

氏 名 藤原 明一

工事名 国道９号細川改良その２工事

会社名 三輝工業 有限会社

・登録基幹技能者表彰

氏 名 草間 進

工事名 鳥取西道路気高青谷トンネル第２工事

会社名 吉田西豊建設 株式会社


