平成２７年７月１６日

お 知 ら せ
資料提供先：鳥取県政記者クラブ

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、水門等操作員、河川愛護協力者、国道
連絡員、道路愛護協力者、優良工事施工団体、優良業務請負団体、優秀建設技術者及び下
請企業功労者に対して、下記のとおり表彰を行います。
記
１．日

時：平成27年7月22日（水） 10:30～（水門等操作員・河川愛護協力者）
同
上
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
（参考）当事務所関係分の中国地方整備局長表彰は別紙２のとおりです。

【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）
後藤 誠志（ごとう せいし）
副所長（道路）
川上 隆三（かわかみ りゅうぞう）
（表彰式に関する事項）
総務課長
古田 勝則（ふるた かつのり）
（表彰対象者［工事・業務］に関する事項）
工事品質管理官
荒木 宏（あらき ひろし）
（表彰対象者［水門等操作員・河川愛護協力者］に関する事項）
占用調整課長
寺尾 真治（てらお しんじ）
（表彰対象者［国道情報連絡員・道路愛護協力者］に関する事項）
道路管理第一課長 錦織 務（にしこり つとむ）
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

中国地方整備局長表彰
表彰式

日時
場所

伝達式

平成２７年７月２２日（火）１０：３０～
鳥取市田園町４丁目４００番地
国土交通省鳥取河川国道事務所

○水門等操作員
○河川愛護協力者

１名
１団体

・水門等操作員
吉川 勝久
・河川愛護協力者
団体名 鳥取市立散岐小学校

鳥取河川国道事務所より本人及び団体へ伝達します

鳥取河川国道事務所長表彰 表彰式
表彰式

日時
場所

平成２７年７月２２日（水）１３：３０～
鳥取市田園町４丁目４００番地
国土交通省鳥取河川国道事務所 １階 会議室

○優良工事施工団体
○優良業務請負団体
○優秀建設技術者表彰
○下請企業表彰

３団体
４団体
５名
１団体

・優良工事施工団体（一般土木）
工事名 鳥取西道路金沢高架橋第３下部工事
会社名 株式会社興洋工務店
・優良工事施工団体（舗装）
工事名 駟馳山バイパス福部ＩＣ舗装工事
会社名 株式会社佐藤渡辺
・優良工事施工団体（一般土木）
工事名 国道９号如来橋下部外工事
会社名 美穂建設株式会社
・優良業務請負団体
業務名 鳥取西道路トンネル影響検討業務
会社名 日本工営株式会社

・優良業務請負団体
業務名 鳥取自動車道智頭用瀬トンネル避難連絡坑外設計業務
会社名 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
・優良業務請負団体
業務名 千代川水系測量設計業務
会社名 株式会社ウエスコ
・優良業務請負団体
業務名 鳥取西道路２期道路設計外業務
会社名 シンワ技研コンサルタント株式会社
・優秀建設技術者表彰（工事・維持修繕）
氏 名 竹内 俊一
工事名 千代川上流維持工事
会社名 株式会社竹内組
・優秀建設技術者表彰（工事・一般土木）
氏 名 光浪 秀樹
工事名 鳥取西道路金沢高架橋第３下部工事
会社名 株式会社興洋工務店
・優秀建設技術者表彰（工事・一般土木）
氏 名 中谷 勲
工事名 国道９号如来橋下部外下部工事
会社名 美穂建設株式会社
・優秀建設技術者表彰（業務・土木）
氏 名 高根 努
工事名 鳥取自動車道智頭用瀬トンネル避難連絡坑外設計業務
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（業務・土木）
氏 名 竹本 憲史
工事名 千代川水系測量設計業務
会社名 株式会社ウエスコ
・下請企業表彰
工事名 国道９号如来橋下部外工事
会社名 株式会社竹内クレーン工業

鳥取河川国道事務所長表彰
○国道情報連絡員
○道路愛護協力者

１名
８団体

・国道情報連絡員
坂田 邦雄
・道路愛護協力者
千代会 代表者

尾崎

耕作

・道路愛護協力者
ミナミクマさわやかロード
・道路愛護協力者
クリーンロード菖蒲
・道路愛護協力者
砂丘ロード秋里

代表者

代表者

代表者

岸本

田中

玉木

・道路愛護協力者
ボランティア・ロード鳥取ライト

行正

直美

裕一

代表者

村上

明

・道路愛護協力者
ボランティア・ロードＭＩＹＡＮＡＧＡ

代表者

小田原

・道路愛護協力者
ボランティア・ロード下水処理ジョウズ

代表者

加藤 勝茂

・道路愛護協力者
西環そうじしまくり隊

代表者

荒川

真奈美

恵

※当該表彰につきましては、相手方の都合により、別途個別に伝達します。

別紙２

中国地方整備局長表彰 表彰式
表彰式

日時
場所

（鳥取河川国道事務所関係分）
平成２７年７月１７日（金）１４：００～
広島市中区東白島１９－６５
ＫＫＲホテル広島

○優良工事施工団体
○優秀建設技術者表彰
○安全管理優良請負者表彰
○安全管理優良技術者表彰
○工事成績優秀企業認定

３団体
３名
１団体
１名
１団体

・優良工事施工団体（一般土木）
工事名 鳥取西道路郡家会下改良工事
会社名 やまこう建設株式会社
・優良工事施工団体（一般土木）
工事名 鳥取西道路福井高架橋第２下部工事
会社名 八幡コーポレーション株式会社
・優良工事施工団体（維持修繕）
工事名 千代川上流維持工事
会社名 株式会社竹内組
・優秀建設技術者表彰（工事・一般土木）
氏 名 間屋口 栄次
工事名 鳥取西道路郡家会下改良工事
会社名 やまこう建設株式会社
・優秀建設技術者表彰（工事・一般土木）
氏 名 坂本 義夫
工事名 鳥取西道路福井高架橋第２下部工事
会社名 八幡コーポレーション株式会社
・優秀建設技術者表彰（業務・土木）
氏 名 香村 官永
工事名 鳥取西道路トンネル影響検討業務
会社名 日本工営株式会社
・安全管理優良請負者表彰
工事名 鳥取自動車道市瀬改良工事
会社名 大和建設株式会社
・安全管理優良技術者表彰
氏 名 濱野 佳広
工事名 鳥取自動車道市瀬改良工事
会社名 大和建設株式会社
・工事成績優秀企業認定
会社名 八幡コーポレーション株式会社

