
 
令和４年７月１９日１４時００分 

 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 

～７月２８日に令和３年 12 月の大雪対応での感謝状１８者 並びに 

優良工事１０者、優良業務６者、優秀建設技術者８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 1２月以降の大雪に際し、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

贈呈します。また、令和３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４年度７月２８日(木)  

 (1)9:00～10:00   災害対応等の協力者        「感謝状」贈呈 

(2)10:30～11:30  優良工事等施工者、優秀建設技術者 「表彰状」授与 

 

◯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 12 月以降の大雪対応） 

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、７月２６日

(火)15:00 までに、別紙－２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。 

 

＜取扱い＞  令和 4 年７月 20 日（水）以降 

 

＜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）  山本 宜弘（内線２０２） 

② 表彰内容(優良工事関係) 副所長（河川）  安井 耕一（内線２０４） 

       ③ 表彰内容(感謝状)    副所長（改築）   中川 匡史（内線２０５）   



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 1２月以降の大雪に際し、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

贈呈いたします。 

また、令和３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４年度７月２８日(木)   

 (1)9:00～10:00   災害対応等の協力者        「感謝状」贈呈 

(2)10:30～11:30  優良工事等施工者、優秀建設技術者 「表彰状」授与 

  ＊新型コロナウィルス感染症拡大防止に配慮し、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) 災害対応協力者「感謝状」  (2)優良工事等施工者（工事） 

       優良工事等施工者（業務） 

       優秀建設技術者（工事/業務） 

時間 内容  時間 内容 

  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 

   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 

  



国土交通行政関係功労者事務所長表彰　表彰者一覧

【災害対応等での協力者（令和3年12月以降の大雪対応）】

No 受賞企業名 件　　　　　　　名

1 株木建設株式会社　大阪支店 １２月１７日からの大雪対応への協力

2 株式会社木原
１２月１７日及び１２月３１日からの大雪対応へ
の協力

3 大貴建設株式会社 １２月１７日からの大雪対応への協力

4 株式会社坪内建設
１２月１７日、１２月３１日、２月５日からの大
雪対応への協力

5 兵庫建設株式会社
１２月１７日、１２月３１日、２月５日、２月１
５日からの大雪対応への協力

6 株式会社清水組 １２月２６日からの大雪対応への協力

7 株式会社杉本組 １２月２６日からの大雪対応への協力

8 鹿島道路株式会社　関西支店 １２月３１日、２月５日からの大雪対応への協力

9 株式会社桑原組 １２月３１日からの大雪対応への協力

10 株式会社辻広組 １２月３１日、２月５日からの大雪対応への協力

11 日本車輌製造株式会社大阪支店 １２月３１日からの大雪対応への協力

12 株式会社道端組 ２月５日、２月１５日からの大雪対応への協力

13 川田建設株式会社　大阪支店 ２月５日からの大雪対応への協力

14 株式会社鴻池組　大阪本店 ２月５日からの大雪対応への協力

15 株式会社駒井ハルテック ２月５日からの大雪対応への協力

16 株式会社関組 ２月５日からの大雪対応への協力

17 名工建設株式会社　北陸支店 ２月５日からの大雪対応への協力

18 株式会社カケヒ ２月１５日からの大雪対応への協力



【工　　事】

令和4年度　優良工事等施工者表彰（事務所長表彰）

No

【維持工事】

1 日本道路株式会社 越前除雪作業

2 株式会社前田産業 小浜除雪作業

3 株式会社桑原組 国道８号下河端地区路面補修工事

4 あきら工業株式会社 福井管内特殊車両自動計測装置設置工事

【維持工事以外】

5 株式会社関組 日野川下江守地区堤防強化工事

6 株式会社道端組 大野油坂道路川上地区他改良他工事

7 株式会社松田組 大野油坂道路下唯野ランプ橋下部他工事

8 株式会社杉本組 北川高塚地区下流部河道掘削他工事

9 西尾建設工業株式会社 大野油坂道路下山ＩＣ整備他工事

10 株式会社建昇 大野油坂道路大野東地区他整備工事

令和4年度　優秀建設技術者表彰（事務所長表彰）

No 所属企業名 役職 対象工事名

1 株式会社関組 監理技術者 大島　浩一郎 日野川下江守地区堤防強化工事

2 株式会社道端組 監理技術者 堂下　泰宏 大野油坂道路川上地区他改良他工事

【業　　務】

令和4年度　優良工事等施工者表彰（事務所長表彰　建設コンサルタント等）

No

1 株式会社東京建設コンサルタント　関西本社 鳴鹿大堰ゲート制御設備他業務

2 株式会社ダイヤコンサルタント 関西支社 九頭竜ダム周辺地質調査業務

3 八千代エンジニヤリング株式会社　大阪支店 九頭竜川天池地区他堤防設計業務

4 株式会社エイト日本技術開発　関西支社 中部縦貫自動車道水文調査業務

5 株式会社パスコ　大阪支店 国道２７号小浜地区道路台帳附図更新業務

6 アジア航測株式会社　福井営業所 国道８号南越前地区道路台帳附図更新業務

令和4年度　優秀建設技術者表彰（事務所長表彰　業務）

No 所属企業名 役職 対象工事名

1
株式会社東京建設コンサルタン
ト　関西本社 管理技術者 舟山　仁 鳴鹿大堰ゲート制御設備他業務

2
株式会社ダイヤコンサルタント
関西支社 主任技術者 東篤義 九頭竜ダム周辺地質調査業務

3
八千代エンジニヤリング株式会
社　大阪支店 管理技術者 藤代政弘 九頭竜川天池地区他堤防設計業務

4
株式会社エイト日本技術開発
関西支社 管理技術者 原　伸匡 中部縦貫自動車道水文調査業務

5 株式会社パスコ　大阪支店 主任技術者 武田　祐一 国道２７号小浜地区道路台帳附図更新業務

6
アジア航測株式会社　福井営業
所 主任技術者 濱岡　光亮

国道８号南越前地区道路台帳附図更新業
務

表彰技術者

氏名

受賞企業名 対象工事名

表彰技術者

氏名

受賞企業名 対象工事名



別紙－２ 

「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

 


