
 

令和 3年７月２９日１４時００分 

資料配付 近畿地方整備局   

福井河川国道事務所 

 

国土交通行政関係功労者の福井河川国道事務所長表彰を行います 

～８月４日に R3 大雪対応での感謝状４名 並びに 

工事８者、業務８者、建設技術者９者の表彰式を開催します。～ 

 国土交通行政関係功労者の表彰の一環として、近畿地方整備局福井河川国道事務所では、令和

3 年 1 月等に発生した大雪対応に際し、緊急に出動し除雪作業等に多大な貢献があった協力者に

感謝状を授与します。また、令和 2年度に完成した工事、及び完了した業務の中から、優秀な成

績を挙げられた受注者及び技術者に対し事務所長より表彰を行います。 

 

記 

 

◯日  時：令和 3年度 8 月 4 日(水)  (1)9:00～10:00  (2)10:30～11:30 

 

◯場  所：福井河川国道事務所 ３階 会議室 

       （住所：福井市花堂南 2-14-7） 

 

◯表彰内容：災害対応等の協力者（令和 3 年大雪対応）、優良工事等施工者、優秀建設技術者 

 

◯取  材：報道関係者で取材を希望され、表彰式にお越しになられる方は、８月２日(月)15:00

までに、別紙のとおり、必要事項をご記入のうえメールにてご連絡ください。 

 

 

 

＜配布場所＞ 福井県政記者クラブ 

 

＜問合せ先＞ 近畿地方整備局福井河川国道事務所 電話 0776-35-2661（代表） 

① 式典全般  副所長（事務）  上瀧
こうたき

 克二
か つ じ

（(内線２０２) 

② 表彰内容  副所長（河川）  豊田
と よ だ

 陽
よう

介
すけ

（内線２０４） 

  



国土交通行政関係功労者の事務所長表彰について 

 

１．概 要 

 国土交通行政関係功労者の表彰の一環として、近畿地方整備局福井河川国道事務所では、令和

3 年 1 月等に発生した大雪対応に際し、緊急に出動し除雪作業等に多大な貢献があった協力者に

感謝状を授与いたします。 

また、令和 2年度の完成した工事、及び完了した業務の中から、優秀な成績を挙げられた受注

企業及び技術者に対し事務所長より表彰状の授与を行います。 

 

２．表彰式開催日時 

  令和 3年度 8 月 4日(水)  (1)9:00～10:00  (2)10:30～11:30 

  ＊新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、2 回に分けて実施します。 

 

３．表彰式開催場所 

  近畿地方整備局 福井河川国道事務所 ３階 会議室 

    住  所 ： 福井市花堂南２－１４－７ 

    （JR 北陸本線 越前花堂（えちぜんはなんどう）駅から徒歩約 15 分） 

    電話番号 ： ０７７６－３５－２６６１（代表） 

 

４．表彰式次第 

 (1)優良工事等施工者（工事）         (2)優良工事等施工者（業務） 

   優秀建設技術者（工事）                優秀建設技術者（業務） 

   災害対応協力者「感謝状」 

  ８：４５ 受付開始             １０：１５ 受付開始 

  ９：００ 開 式              １０：３０ 開 式 

       感謝状贈呈・表彰状授与            表彰状授与 

       事務所長挨拶                 事務所長挨拶 

 １０：００ 閉 会              １１：３０ 閉 会 

 

５．受賞者等 

   別紙－１のとおり 

  



別紙－１ 

国土交通行政関係功労者事務所長表彰 表彰者一覧 

（順不同、敬称略） 

【災害対応等での協力者（令和 3 年大雪対応感謝状）】 

No 受賞企業名 件　　名

1 株式会社高橋組 令和3年2月の大雪対応への協力

2 株式会社友和組 令和3年2月の大雪対応への協力

3 株式会社半澤組 令和3年2月の大雪対応への協力

4 立成建設株式会社 令和3年2月の大雪対応への協力
 

 

 

【工   事】 

(1) 優良工事等施工者表彰 

No 受賞企業名 対象工事名

1 坂川建設株式会社 九頭竜川川崎地区堤防拡築工事

2 株式会社道端組 国道８号上安田チェーン着脱場整備他工事

3 株式会社西村組 九頭竜川高屋地区堤防拡築工事

4 西尾建設工業株式会社 大野油坂道路新塚原地区他函渠工事

5 株式会社高野組 大野油坂道路新小子馬巣谷橋橋台その他工事

6 株式会社坪内建設 大野油坂道路和泉ＩＣ改良他工事

7 株式会社冨士土建 九頭竜川宇随地区堤防拡幅工事

8 株式会社塩浜工業 国道８号本町地区他歩道改良工事
 

 

(2)優秀建設技術者表彰 

役　　職 氏　　名

1 株式会社西村組 監理技術者 河合　文也 九頭竜川高屋地区堤防拡築工事

No 所属企業名
表彰技術者

対象工事名

 

  



 

【業   務】 

(1)優良工事等施工者表彰（建設コンサルタント等） 

No 受賞企業名 対象業務名

1 日本工営株式会社　大阪支店 真名川砂防事業計画取りまとめ業務

2 株式会社帝国コンサルタント 金津道路地質調査業務

3 株式会社建設技術研究所　大阪本社 九頭竜川排水機場他業務継続設計業務

4 パシフィックコンサルタンツ株式会社　大阪本社 福井管内道路防災対策詳細設計業務

5 株式会社オリエンタルコンサルタンツ　京都事務所 大野油坂道路他調査設計資料整理業務

6 京福コンサルタント株式会社 北川管内流量観測業務

7 国際航業株式会社  福井営業所 大野油坂道路環境調査業務

8 中日本航空株式会社  富山支店 九頭竜川下流部縦横断測量業務
 

(2)優秀建設技術者表彰（建設コンサルタント等） 

役　　職 氏　　名

1 日本工営株式会社　大阪支店 管理技術者 山口　雄一 真名川砂防事業計画取りまとめ業務

2 株式会社帝国コンサルタント 主任技術者 掃部　正紘 金津道路地質調査業務

3
株式会社建設技術研究所　大

阪本社
管理技術者 天野　順次 九頭竜川排水機場他業務継続設計業務

4
パシフィックコンサルタンツ

株式会社　大阪本社
管理技術者 植田　誠司 福井管内道路防災対策詳細設計業務

5
株式会社オリエンタルコンサ

ルタンツ　京都事務所
管理技術者 藪田　耕治 大野油坂道路他調査設計資料整理業務

6 京福コンサルタント株式会社 主任技術者 吉田　幸正 北川管内流量観測業務

7
国際航業株式会社　福井営業

所
管理技術者 牛込　祐司 大野油坂道路環境調査業務

8
中日本航空株式会社　富山支

店
主任技術者 外山　康彦 九頭竜川下流部縦横断測量業務

No 所属企業名
表彰技術者

対象業務名

 

  



参考 局長表彰【災害対応等での協力者（令和 3 年大雪対応感謝状）】 

 

No 受賞企業名 件　　名

1 株式会社ガイアート　北陸支店 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

2 常盤工業株式会社　北陸支店 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

3 日本道路株式会社　関西支店 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

4 畑建設株式会社 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

5 株式会社前田産業 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

6 株式会社NIPPO　関西支店 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

7 岐建株式会社　福井営業所 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

8 大日本土木株式会社　大阪支店 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

9 株式会社安藤・間　大阪支店 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

10 株式会社西山工務店 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

11 株式会社川嶋建設 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

12 公成建設株式会社 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

13 三丹開発株式会社 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

14 株式会社大給組 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

15 大同建設工業株式会社 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

16 株式会社仁木総合建設 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

17 株式会社大林組　大阪本店 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

18 アイサワ工業株式会社　大阪支店 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

19 株式会社坂本土建 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

20 株式会社道端組 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

21 株式会社西村組 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

22 株式会社坪内建設 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

23 大嶋建設株式会社 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

24 株式会社カケヒ 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

25 西松建設株式会社　西日本支社 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

26 西尾建設工業株式会社 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

27 大成建設株式会社　関西支店 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

28 青木あすなろ建設株式会社　大阪本店 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

No 受賞企業名 件　　名

29 株式会社坂英建設 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

30 坂川建設株式会社 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

31 株式会社清水組 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

32 株式会社高野組 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

33 高島鉱建株式会社 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

34 有限会社廣田商事 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

35 株式会社関組 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

36 餃子の王将  丸岡店 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

37 株式会社オーカワパン 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

38 株式会社田中與商店 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

39 北陸コカ・コーラボトリング株式会社福井営業部 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

40 株式会社三丹本店 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

41 株式会社太田屋 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

42 株式会社ホームセンターみつわ丸岡店 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

43 株式会社ＰＬＡＮＴ 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

44 福井県石油業協同組合 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

45 一般社団法人　福井県トラック協会 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

46 株式会社直組 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

47 株式会社セイコウ 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

48 株式会社ミズエ 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力

49 株式会社西野土木 令和3年1月及び令和3年2月の大雪対応への協力
 

  



「国土交通行政関係功労者表彰式」 

取材の申込みについて 

 

 

□必要事項 

   　ふ　り　が　な

氏　　　　名

所属（会社名）

連絡先（TEL）

連絡先（メール）
 

 

 

【注意事項】 

・複数名での参加を希望される場合、全員分のお名前、連絡先をお知らせ下さい。 

 （新型コロナウィルス感染拡大防止のため、人数を制限する場合がございます。） 

・必要事項を記入のうえ、【連絡先】アドレスへメールにてお申し込み下さい。 

・お手数ではございますが、メール送信後は、受信確認のため下記【連絡先】へご連絡ください。 

 

【新型コロナウィルス感染拡大防止に関する留意事項】 

・咳などの風邪症状、発熱等、体調不良の方は参加をご遠慮ください 

・取材の途中で頻回に咳をする方がいた場合、退席を要請する場合があります。 

・取材中のマスクの着用など、参加される方ご自身で感染予防対策をお願いします。 

・うがい、手洗いの励行をお願いします。 

・参加者への感染防止を考慮し、職員はマスク着用等によりご案内させて頂きます。 

 

【連絡先】

メールアドレス kkr-info-fukui@mlit.go.jp

電  話  番  号 0776-35-2661

福井河川国道事務所　総務課総務係

 


