
　　　令和２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件

 執行機関 区分 施工業者名
（振興局）

鹿児島 砂防 　（株）吉丸組

南薩
インフラメン

テナンス 　（株）ケイテック

北薩 砂防 　（株）祁答院土木

姶良伊佐 道路 　(株)岩澤組

大隅 道路 　（株）大迫建設

熊毛 河川 　（株）熊建

大島 港湾 　(株)峰山建設

建築課 建築
　鹿大丸・丸久・岩田
　特定ＪＶ

○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）

大島 港湾 　竹山建設(株) 濵畑　寿志 湾港改修工事（１工区）

北薩
橋梁

上部工
　コーアツ工業（株） 徳留　龍二 道路補修（交付金）（橋梁）工事（須崎橋工区）

大隅 道路 　（株）山本組 牧之瀬　和一 １災６０７号道路災害復旧工事

建築課 建築 　（株）新生組 堀ノ内　綾士 鹿児島南高校校舎改築(1期)工事（建築1工区，債務）

○優良業務表彰（１件）

 執行機関 区分 受託業者名
（振興局）

鹿児島 道路
　（株）新日本技術コン
　サルタント

道路災害復旧測量設計委託（瀬々串工区）

業　　　務　　　名

工　　   事   　　名

災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事（古里地区）

道路補修（交付金）（橋梁）工事（吹上浜ｻﾝｾｯﾄﾌﾞﾘｯｼﾞ2工区）

県営住宅建設工事（原良団地５期Ａ-６号棟建築，債務）

急傾斜地崩壊対策工事（湯之元(1)工区）

道路整備(交付金)工事（西光寺0県債１工区）

道路改築工事（末吉道路１－２６工区）

総合流域防災（河川）工事（甲女川元－１工区）

湾港改修工事（防波堤（西）１工区）
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令和２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件）

 執行機関 区分 施工業者名 工　　　事　　　名
（振興局）

鹿児島 砂防 （株）鹿大丸 急傾斜地崩壊対策工事（大峯３地区）

鹿児島 道路 （株）冨迫組 道路災害復旧工事（仮応急）（瀬々串工区）

鹿児島 砂防 五月産業（株） 急傾斜地崩壊対策工事（上竜尾３地区）

鹿児島 漁港 森山（清）・森山肇特定ＪＶ ３０災３号前籠漁港災害復旧工事（１工区）

南薩 漁港 南生建設（株） 枕崎漁港水産流通基盤(特定)整備工事（1工区）

南薩 河川 （株）上東建設 広域河川改修工事（万之瀬川R1-1工区）

南薩 河川 （株）岩野建設 海岸環境整備工事（長崎鼻地区R1-1工区）

北薩
橋梁

上部工
コーアツ工業（株） 道路補修（交付金）（橋梁）工事（須崎橋工区）

北薩 砂防 （株）二渡建設 通常砂防工事（鶯山川2工区）

北薩 道路 （株）田島組 道路改築工事（広瀬道路30-6工区）

北薩 漁港 （株）植村組 幣串漁港水産生産基盤（一般）整備工事（1工区）

北薩 砂防 （株）前田組 急傾斜地崩壊対策工事（仲仁田工区）

姶良伊佐 道路 (株)山一建設 街路(交付金)工事（向花0県債３１－５工区）

姶良伊佐 道路 南生建設(株) 街路(交付金)工事（向花0県債３１－４工区）

姶良伊佐 道路 末重建設(株) 第4-１号県単道路整備(改良)工事(三縄工区)

姶良伊佐 道路 コーアツ工業(株) 街路(交付金)工事（向花0県債３０－２工区）

大隅 道路 （株）山本組 １災６０７号道路災害復旧工事

大隅 道路 （株）渡辺組 道路改築工事（末吉道路３０－１２工区）

大隅 道路 （株）天水組 道路改築工事（志布志道路３０－９工区）

大隅 道路 （株）上集組 道路改築工事（末吉道路３１－３工区）

大隅 道路 徳澤建設（株） 道路改築工事（末吉道路３１－１１工区）

熊毛 港湾 （株）森山(清)組 ３０災３号安房港港湾災害復旧工事

熊毛 砂防 種子島建設（株） 地すべり対策事業（河内地区元－１工区）

熊毛 道路 （有）太陽工業 道路整備（交付金）工事（荒川中２工区）

大島 漁港 畠山建設（株） 大熊漁港水産基盤機能保全工事（大熊橋工区）

大島 港湾 植村・町田特定ＪＶ 和泊港改修工事（１工区）

大島 砂防 (株)カーネギー産業 通常砂防工事（第二瀬相川２工区）

大島 砂防 村上建設(株) 総合流域防災(砂防)工事(久里川工区)

建築課 建築 堀之内・木落特定ＪＶ 鹿児島南高校校舎改築（1期）工事（建築３工区，債務）

建築課 建築 森・本田・今給黎特定ＪＶ 鹿児島港（新港区）4号上屋2期新築工事（建築，債務）

建築課 設備 親栄・南栄特定ＪＶ 県立鴨池野球場スコアボード外改修電気工事

建築課 設備 ダイヤテック（株） 鹿児島工業高校校舎改築（4期）工事（衛生外，債務）
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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 砂防 （株）鹿大丸 段　弘道 急傾斜地崩壊対策工事（大峯３地区）

鹿児島 砂防 （株）吉丸組 増留　己徳 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事（古里地区）

鹿児島 道路 （株）冨迫組 上口　清文 道路災害復旧工事（仮応急）（瀬々串工区）

鹿児島 砂防 五月産業（株） 座木　浩 急傾斜地崩壊対策工事（上竜尾３地区）

南薩 漁港 南生建設（株） 大町田　幸広 枕崎漁港水産流通基盤(特定)整備工事（1工区）

南薩 河川 （株）上東建設 茶圓　安男 広域河川改修工事（万之瀬川R1-1工区）

南薩
インフラメン

テナンス （株）ケイテック 藤元　裕久　 道路補修（交付金）（橋梁）工事（吹上浜ｻﾝｾｯﾄﾌﾞﾘｯｼﾞ2工区）

北薩 砂防 （株）二渡建設 玉利　弘樹 通常砂防工事（鶯山川2工区）

北薩 道路 （株）田島組 前園　卓也 道路改築工事（広瀬道路30-6工区）

北薩 砂防 　（株）祁答院土木 山口　広貴 急傾斜地崩壊対策工事（湯之元(1)工区）

北薩 漁港 （株）植村組 中村　政志 幣串漁港水産生産基盤（一般）整備工事（1工区）

姶良伊佐 道路 (株)岩澤組 横山　敏幸 道路整備(交付金)工事（西光寺0県債１工区）

姶良伊佐 道路 (株)山一建設 福元　一樹 街路(交付金)工事（向花0県債３１－５工区）

姶良伊佐 道路 南生建設(株) 福永　正市 街路(交付金)工事（向花0県債３１－４工区）

姶良伊佐 道路 末重建設(株) 松田　敬士 第4-１号県単道路整備(改良)工事(三縄工区)

大隅 道路 （株）大迫建設 西田　康佑 道路改築工事（末吉道路１－２６工区）

大隅 道路 （株）渡辺組 竹下　勇二 道路改築工事（末吉道路３０－１２工区）

大隅 道路 （株）久木野組 平原　修司 道路改築工事（末吉道路３１－４工区）

大隅 道路 （株）天水組 新原　千歳 道路改築工事（志布志道路３０－９工区）

熊毛 河川 （株）熊建 古市　昌弘 総合流域防災（河川）工事（甲女川元－１工区）

熊毛 港湾 （株）森山(清)組 桑畑　貢 ３０災３号安房港港湾災害復旧工事

熊毛 砂防 種子島建設（株） 山本　孝幸 地すべり対策事業（河内地区元－１工区）

大島 漁港 畠山建設（株） 原田　良仁 大熊漁港水産基盤機能保全工事（大熊橋工区）

大島 港湾 （株）植村組 濵田　英一 和泊港改修工事（１工区）

大島 港湾 村上建設(株) 松中 真治 亀徳港改修工事（２工区）

建築課 建築 （株）川原建設 松下　博巳 国分高校大規模改修(2期)工事（屋27番棟・建築）

建築課 設備 （株）中島電器 板敷　友和 平川ヨットハーバー管理棟新築工事（電気）

建築課 設備 （株）エコロン 樺木野　成利 鹿児島南高校校舎改築（1期）工事（空調，債務）

令和２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（１６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 砂防 （株）久保工務店 梶丸　竜也 急傾斜地崩壊対策工事（樋掛下地区２工区）

鹿児島 公園 小牧建設（株） 横山　塁 かごしま国体会場施設整備工事（園路３０－２６工区）

南薩 舗装 森建設（株） 小野　昂輝 第4号県単道路整備（舗装補修）工事（中央町工区）

南薩 舗装 （株）常盤建設 小山　玲緒 第5号県単道路整備（舗装補修）工事（山川成川工区外）

北薩 道路 松田建設（株） 松田　昌士 道路改築工事（広瀬道路元-14工区）

北薩 舗装 外薗建設工業㈱ 岩下　結那 第10号県単道路整備（舗装補修）工事（上川内工区）

姶良伊佐 舗装 鎌田建設(株) 冨永　太志 第4-１号県単道路整備(舗装補修)工事(嘉例川工区)

姶良伊佐 砂防 (株)上野建設 中養母　隆広 急傾斜地崩壊対策工事(小川内工区)

大隅 道路 徳澤建設（株） 新地　樹 道路改築工事（末吉道路３１－１１工区）

大隅 舗装 （株）共栄開発 前田　恭平 第１６号県単道路整備（舗装補修）工事（豊原工区）

熊毛 河川 東建設工業（株） 瀬口　盛人 総合流域防災（河川）工事（湊川元－３工区）

熊毛 道路 （有）松元工業社 松元　愛都 道路整備（交付金）工事（荒川中１工区）

大島 道路 畠山建設(株) 中尾　淳也
道路補修(交付金）（トンネル）工事（三太郎トンネル30-２工
区）

大島 道路 （株）グリーンテック 武下　健郎 にぎわい回廊整備工事（宮古崎工区）

建築課 設備 （株）明興テクノス 桑波田　涼 鹿児島南高校校舎改築(1期)工事（屋外電気，債務）

建築課 建築 （株）植村 浅井　昌樹 県営住宅住戸改善工事（平和団地1号棟・外壁1工区）

○優良業務表彰（３件）

 執行機関 区分 受託業者名

建築課 建築
東条・ゲンプラン・設備
共同プラン設計ＪＶ

姶良伊佐 道路 (株)萩原技研

大隅 道路
（株）国土技術コンサル
タンツ

道路災害復旧調査測量設計委託（四浦工区）

令和２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

鹿児島市南部地区特別支援学校(仮称)基本設計委託

第１号県単交通安全施設整備(整備系)測量設計委託(内工区)
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