
　　　令和元年度  鹿児島県土木部優良工事等　土木部長表彰　一覧表

○優良工事表彰（８社）

執行機関 区分 施工業者名
（振興局）

鹿児島 公園 こうかき建設（株）

南薩 河川 桑畑建設㈱

北薩 道路 （株）田島組

姶良伊佐 道路 （株）山一建設

大隅 道路 南生建設（株）

熊毛 港湾 （株）森山（清）組

大島 道路 村上建設(株)

建築課 設備 ㈱南部テック

○優秀技術者表彰（４名）

執行機関 区分 施工業者名 技術者名 工事名
（振興局）

南薩 砂防 ㈱上東建設 平川和樹 火山砂防工事（秋目川２９－１工区）

建築 設備 南栄電機（株） 家弓　直樹 県文化センター客席天井耐震改修工事（電気，債務）

北薩 道路 （株）小園建設 柿村　真一朗
県単道路整備（災害防除・防災減災）工事（久見崎２９
－１工区）

鹿児島 砂防 （株）吉丸組 高田　智仁 急傾斜地崩壊対策工事（名突地区）

○優良業務表彰（１社）

執行機関 区分 受託業者名
（振興局）

南薩 砂防 大福コンサルタント㈱ 砂防事業調査委託（１工区）

業務名

工事名

かごしま国体会場施設整備工事（陸上競技場２９－８工区）

堰堤改良工事（０県債川辺ダム小水力発電工区）

鴨池庭球場夜間照明施設改修工事（１工区）

道路改築工事（泊野道路２９－２６工区）

道路災害防除（交付金）工事（松永２工区）

道路改築工事(末吉道路０国債30-3工区)

安房港港整備交付金工事(1工区)

道路整備(交付金)工事(根瀬部国直29-2工区)
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令和元年度  鹿児島県土木部優良工事等　建設部長等表彰　一覧表

○優良工事表彰(３２社)

執行機関 区分 施工業者名 工事名
（振興局）

鹿児島 砂防 （株）吉丸組 急傾斜地崩壊対策工事（名突地区）

鹿児島 漁港 （株）鹿大丸 戸崎漁港地域水産物供給基盤整備工事（合併）

鹿児島 舗装 五月産業（株） 支援土木事業運動場整備工事（甲南高校１工区）

鹿児島 河川 （株）西別府弘組 ２９災１号河川災害復旧工事（合併）（金山川工区）

南薩 砂防 ㈱上東建設 火山砂防工事（秋目川２９－１工区）

南薩 砂防
鹿児島道路サービス

(株)
特定緊急地すべり対策工事（平崎３０－３工区）

南薩 道路 ㈱新栄 道路災害防除（交付金）工事（秋目２工区）

北薩 道路 （株）小園建設 県単道路整備（災害防除・防災減災）工事（久見崎２９－１工区）

北薩 道路 （株）二渡建設 道路補修（交付金）（橋梁）工事（北南橋１工区）

北薩 道路 （株）森山（清）組 道路補修（交付金）（橋梁）工事（須崎橋２８－２工区）

北薩 漁港 ㈱渡辺組 葛輪漁港水産生産基盤（特定）整備工事（２工区）

北薩 舗装 （株）祁答院土木 道路改築工事（泊野道路２９－３９工区）

姶良伊佐 砂防 福地建設（株） 急傾斜地崩壊対策工事（上植村（４）２工区）

姶良伊佐 砂防 ヤマグチ（株） 急傾斜地崩壊対策工事（上植村（４）１工区）

姶良伊佐
橋梁
上部工

コーアツ工業（株） 道路整備（交付金）工事（蒲生２９－２工区）

姶良伊佐 砂防 林建設（株） 地すべり対策工事（南園２９－４工区）

大隅 道路 (株)植村組 道路改築工事(末吉道路０国債30-1工区)

大隅 道路 (株)フクケン 地方特定道路整備工事(上浜田29－1工区)

大隅 道路 徳澤建設(株) 道路改築工事(末吉道路29-12工区)

大隅 道路 (株)上之段建設 特定交通安全施設整備（交付金）工事（札元工区）

大隅 港湾 山佐産業(株) 志布志港港湾海岸浸食対策工事（２工区）

熊毛 河川 （有）古田建設 総合流域防災（河川）工事（湊川２９－２工区）

熊毛 港湾 （株）森建設 宮之浦港改修工事（１工区）

熊毛
インフラ
メンテ （株）熊建 第４号県単道路整備（災害防除・防災減災）工事（安城工区）

大島 港湾 植村・町田JV 湾港改修工事(1工区)

大島 道路 (株)大和建設 29災96号道路災害復旧工事(大金久工区)

大島 道路 久保建設工業(株) 道路整備(交付金)工事(東伊仙0県債工区)

大島 道路 奄美興発(株) 道路整備(交付金)工事(浦0県債1工区)

建築課 設備 新生冷熱工業（株） 県営住宅住戸改善工事（緑ヶ丘団地４号棟衛生，債務）

建築課 建築 （株）森山（清）組 県営住宅住戸改善工事（緑ヶ丘団地４号棟建築，債務）

建築課 建築 （株）ダイサン 野田女子高校大規模改修（１期）工事（産２７番棟・建築）

建築課 建築 松永工業（株） 国分高校大規模改修（１期）工事（屋２７番棟・建築）
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○優秀技術者表彰（２８名)

執行機関 区分 施工業者名 技術者名 工事名
(振興局） (勤務会社名)

鹿児島 河川 （株）西別府弘組 前之園　譲二 ２９災１号河川災害復旧工事（合併）（金山川工区）

鹿児島 漁港 （株）鹿大丸 上國料　秀治 戸崎漁港地域水産物供給基盤整備工事（合併）

鹿児島 舗装 五月産業（株） 東　浩司 支援土木事業運動場整備工事（甲南高校１工区）

南薩 河川 桑畑建設㈱ 有馬　勝男 堰堤改良工事（０県債川辺ダム小水力発電工区）

南薩 砂防
鹿児島道路サービス

(株)
平　秀己 特定緊急地すべり対策工事（平崎３０－３工区）

北薩 道路 （株）田島組 指宿　雄二 道路改築工事（泊野道路２９－２６）

北薩 道路 （株）二渡建設 丸山　幹二 道路補修（交付金）（橋梁）工事（北南橋１工区）

北薩 道路 （株）森山（清）組 遠矢　善和 道路補修（交付金）（橋梁）工事（須崎橋２８－２工区）

北薩 漁港 （株）渡辺組 増留　忍 葛輪漁港水産生産基盤（特定）整備工事（２工区）

姶良伊佐 砂防 福地建設（株） 福永　義久 急傾斜地崩壊対策工事（上植村（４）２工区）

姶良伊佐 砂防 ヤマグチ（株） 河原　俊之 急傾斜地崩壊対策工事（上植村（４）１工区）

姶良伊佐 道路 （株）山一建設 古城　将志 道路災害防除（交付金）工事（松永２工区）

姶良伊佐
橋梁
上部工

コーアツ工業（株） 比地岡　直 道路整備（交付金）工事（蒲生２９－２工区）

大隅 道路 南生建設（株） 福永　正市 道路改築工事(末吉道路０国債30-3工区)

大隅 道路 (株)植村組 永田　雄二 道路改築工事(末吉道路０国債30-1工区)

大隅 道路 (株)フクケン 谷川　正一 地方特定道路整備工事(上浜田29－1工区)

大隅 道路 徳澤建設(株) 中尾　健治 道路改築工事(末吉道路29-12工区)

大隅 道路 (株)上之段建設 西原　明仁 特定交通安全施設整備（交付金）工事（札元工区）

熊毛 漁港 （株）森建設 松崎　正信 口永良部漁港水産生産基盤（特定）整備工事（１工区）

熊毛 道路 （有）和人組 小島　次雄 第４号県単道路整備（舗装補修）工事（中之上工区）

熊毛 河川 （有）古田建設 浦上　隆志 総合流域防災（河川）工事（湊川２９－２工区）

大島 道路 村上建設(株) 南　雅幸 道路整備(交付金)工事(根瀬部国直29-2工区)

大島 道路 久保建設工業(株) 直木　広人 道路整備(交付金)工事(東伊仙0県債工区)

大島 道路 丸福建設(株) 勝島　修一 道路整備(交付金)工事(浦1工区)

大島 舗装 (株)町田建設 岡田　一則 にぎわい回廊整備工事(和泊1工区)

建築課 建築 阿久根建設（株） 中島　秀二 県文化センター客席天井耐震改修工事（建築，債務）

建築課 建築 （株）重留建設 吉永　勉 県営住宅建設工事（松陽台第二団地５期建築３工区，債務）

建築課 設備 クロス冷熱工業（株） 葛迫　伴昭 市来農芸高校空調整備工事（執務室）

令和元年度  鹿児島県土木部優良工事等　建設部長等表彰　一覧表
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○若手有望技術者表彰（１５名）

執行機関 区分 施工業者名 技術者名 工事名
(勤務会社名)

鹿児島 公園 こうかき建設（株） 的場　拓也 かごしま国体会場施設整備工事（陸上競技場２９－８工区）

鹿児島 舗装 （株）新留土木 迫　拓磨 かごしま国体会場施設整備工事（陸上競技場３０－９工区）

南薩 道路 ㈱西園組 神薗　祐介 地方特定道路整備工事（池田２９－２工区）

南薩 砂防 林建設㈱ 田渕　真一 特定緊急地すべり対策工事（平崎３０－２工区）

北薩 舗装 （株）小田平建設 宮野　誠 地方特定道路整備工事（平尾３工区）

北薩 道路 大川建設（株） 仮屋園　秀二 第４・１２号県単橋梁整備（通常）工事（尾原橋外）

姶良伊佐 砂防 ヤマグチ（株） 検校　元 急傾斜地崩壊対策工事（古城工区）

姶良伊佐 舗装 （株）岩澤組 小原　怜 道路補修（交付金）（舗装補修）工事（下久徳外工区）

大隅 道路 （株）三共建設 山中　徹志 道路整備（交付金）工事（伊座敷トンネル３０－２工区）

大隅 砂防 （株）池田建設 池田　識之 通常砂防工事（内ノ野川工区）

熊毛 道路 (有)折戸土木 大脇　稔 第５号県単道路整備（改良）工事（田島工区）

大島 港湾 (株)グリーンテック 且　優藏 名瀬港統合補助工事(合併)

大島 舗装 中野建設(株) 西田　鷹之 第4号県単道路整備(舗装補修)工事(出花工区)

建築課 設備 （株）栄電社 北吉　友樹 鴨池陸上競技場フィールド改修電気工事

建築課 設備 （株）三栄 重久　裕貴 県営住宅住戸改善工事（江口団地１号棟外・浄化槽改修）

○優良業務表彰（３社）

執行機関 区分 受託業者名

建築 建築 永園設計（株）

大島 道路 (株)日本地下技術

大島 道路
(株)新日本技術コンサ
ルタント

第1号県単道路整備(災害防除・防災減災)測量設計委託(南原工区)

令和元年度  鹿児島県土木部優良工事等　建設部長等表彰　一覧表

業務名

国分高校校舎改築工事実施設計委託

道路災害復旧測量設計調査委託(須古工区)
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