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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３年７月２７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） 椿 勇三 （つばき ゆうぞう） 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 山根 賢造 （やまね けんぞう） TEL 0835-22-1809

【その他・表彰式に関すること】

総務課長 奥田 大輔 （おくだ だいすけ） TEL 0835-22-3419

【広報担当】

計画課長 和田 康正 （わだ やすまさ） TEL 0835-22-1819

解
禁

新 聞 令和３年７月２７日（火）朝刊以降

テレビ・ラジオ 令和３年７月２７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、長

年にわたり水門操作等に従事いただいた水門等水位観測員、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。

※取材について・・・表彰式での撮影は可能です。表彰式当日は、マスク着用の上ご来場ください。
新型コロナウィルス感染症対策にご協力をお願いします。



◎河川愛護協力者及び道路愛護協力者表彰式

日時 令和３年７月２７日（火）９時３０分～９時５５分

■ 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

局長表彰 １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 ２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３年７月２７日（火）１０時３０分～１１時４５分

表 彰 区 分 表彰団体又は技術者数

優良工事施工団体 ４

優秀建設技術者（工事） ４

下請企業 ５

登録基幹技能者 ２

■ 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 ２団体

◎優良業務履行団体等表彰式

表 彰 区 分 表彰団体又は技術者数

優良業務履行団体 ３

優秀建設技術者（業務） ３

日時 令和３年７月２７日（火）１３時２０分～１３時５０分

■ 表彰区分別内訳

○ 優良工事施工団体等 事務所長表彰

業務等の成績が優良であった業者及び優秀な建設技術者を表彰します

○ 水門等水位観測員 局長表彰 １０年以上 １名

水門操作等に長年従事いただいている方を表彰します

局長表彰 ２０年以上 １名

※今年度は工事毎に表彰します。（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）

※今年度は業務毎に表彰します。（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため）



（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

○ 公益財団法人防府市文化振興財団　防府市青少年科学館

◆道路愛護協力者表彰　受賞団体

局長（中国地方整備局）表彰

○ まごころＵＫ親和会

○ 山口市朝倉中央通り町内会

事務所長表彰

○ 花岡バラづくりの会

○ フラワーロード東岐波

　当団体は、平成１０年に設立され、継続して佐波川におけるイ
ベントを開催することで地域住民の河川への関心を高めることを
活動を通じて実施しています。特に、毎年、河川管理者と合同で
「水生生物調査」の親水イベントを継続して行っています。

　当団体は、平成１９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号宇部市妻崎開作の歩道下り（延長約１２０
ｍ）の清掃活動を、１ヶ月に一回程度、実施している団体です。

　当団体は、平成１４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９号山口市神田町から楠木町の歩道の上下線
及び地下道（延長約８８０ｍ）の清掃活動を、１ヶ月に一回程度、
花壇の草刈りを５～６ヶ月に一回程度実施している団体です。

　当団体は、平成１６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１８８号下松町末武中の高架下植樹帯（延長約１
４０ｍ）の美化清掃活動を、１ヶ月に一回程度、実施している団体
です。

　当団体は、平成１４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号宇部市東岐波から西岐波の歩道（延長約
２８００ｍ）の清掃活動及び花壇の管理を、１年を通じて実施して
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

大栄建設　株式会社

○ 優秀建設技術者（工事）

山田　隆行

永田　嘉誠

西川　誠二

坂本　雅之

○ 下請企業

○ 登録基幹技能者

              所　属　名

防長建運　株式会社

共同産業　株式会社

○ 優良業務履行団体

○ 優秀建設技術者（業務）

田中　秀治

長安　哲也

大森　健太

設備 コイト電工　株式会社 国道２号防府第３トンネル警報設備外工事

部門

協和建設工業　株式会社 萩保守工事

氏　名 所　属　名 工　事　名

氏　名

共同産業　株式会社 富海拡幅富海第６改良工事

株式会社　三友 萩保守工事

日生電機　株式会社 国道２号防府第３トンネル警報設備外工事

株式会社　イノウエ 小月保守工事

工　事　名

団　体　名 工　事　名

防長建運　株式会社

一般土木

維持修繕

国道２号茶屋地区迂回路歩道橋設置外工事

株式会社　技工団 富海拡幅富海第６改良工事

設備

維持修繕 大栄建設　株式会社 小月保守工事

コイト電工　株式会社 国道２号防府第３トンネル警報設備外工事

維持修繕

部門 団　体　名 工　事　名

一般土木 株式会社　技工団 富海拡幅富海第６改良工事

維持修繕 協和建設工業　株式会社 萩保守工事

小月保守工事

部門 団　体　名 業　務　名

木下　竜介

久保　健児

国道２号茶屋地区迂回路歩道橋設置外工事

富海拡幅富海第６改良工事

土木 株式会社　ウエスコ 山口東部管内橋梁点検業務

測量 株式会社　山口建設コンサルタント 令和２年度佐波川流量観測他業務

測量 株式会社　宇部建設コンサルタント 令和２年度山口管内交通量調査業務

測量 株式会社　山口建設コンサルタント 令和２年度佐波川流量観測他業務

部門 氏　名 所　属　名 業　務　名

土木 株式会社　ウエスコ 山口東部管内橋梁点検業務

株式会社　宇部建設コンサルタント 令和２年度山口管内交通量調査業務測量

優良工事施工団体等表彰 受賞団体

優良業務履行団体等表彰 受賞団体



表彰式会場　案内図

国土交通省 中国地方整備局 山口河川国道事務所　第一会議室

防府市国衙１丁目１０番２０号

ＴＥＬ　０８３５－２２－３４１９
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