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『C-net通信』で G口~j
●会員料金●
（ネット＋冊子）

月 額 4,320円（税込）
年間契約 47,520円（税込）

駒パ鵬駐掴広覆
県±整備部長表彰は59_::c事

佐賀県 17年度優秀技術者•優良工事
佐賀県は 10日、 20 1 7年度優秀技術者等表彰式を佐賀市のマリトピアで開

催した。施工管理や品質管理、安全管理などに優れ、他の模範となる工事に従事

した優秀技術者30人を知事表彰。優良工事には80工事が選ばれており、この

うち 21工事を施工した 15社・ 4」Vに知事表彰、 59工事の施工を担当した

46社・ 2 」 V に県土整備部長表彰が贈られた。 (6~7 面に受賞者一覧）
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表彰を受ける技術者

建設技術者と建設業者の意欲増進や技術力向上などを図

るため、優秀技術者の表彰は 19 9 2年度から、優良工事

の知事表彰は 98年度から、部長表彰は2009年度から

実施している。表彰の対象は、前年度に完成した県発注工

事のうち、知事表彰が工事成績評定点82点以上、部長表

彰が同80点以上など。

表彰式では、優秀技術者と優良工事を施工した企業・ J
Vの代表者らに山崎日出男県土整備部長から賞状が手渡さ

れた。山崎部長は「受賞は技術力の着実な向上と日々の努

カの成果が表われたもの。 30-40代の若い技術者が多

く受賞されていることは、建設業の発展にもつながる。今

後も技術の研さんに努め、さらなる活躍を期待している」

と祝辞を贈った。

受賞者を代表して謝辞を述べた僻中野建設の中野武志社

長は「この受賞を契機として、労働災害ゼロを大前提に高

品質の施工、技術力の向上に努めていく。また、若手・女

性技術者の育成、技術力の伝承、魅力ある建設業の構築を

積極的に進めるほか、県民にインフラ整備の意義・必要性

を発信していくとともに迅速な災害対応も心掛けたい」と

今後の精進を醤った。 【8月10日HP掲載】
,,_.,,, ..、',."•、'..... -.......... . 



2017年度佐賀県優秀技術者・優良工事表彰一覧
優秀技術者（知事表彰） ※所属会社の五十音順

氏名 所属会社名 氏名 所属会社名

山田洋 栄城設備工業・松尾工業J V 費裁寺陽介 松尾建設・中野建設・山締建設JV

光野治彦 岡本建設膝 森上泰弘 松尾建設・中野建設・山崎建設JV

青山文夫 唐津土建工業憫 岸川美行 松尾建設•富士建設・テクノホーム JV

川口誠 唐津土建工業棘 白 樫 敦 松尾建設•宮士建設・テクノホーム JV

井上勝広 昧岸本紺 加勢田真吾 松尾建設•富士建設JV

松尾大樹 昧栗山建設 徳島健史 松尾建設•富士建設JV

藤田操 昧佐電工 川西竜治 松尾建設（椋佐賀支店

石丸衆一 卸創建 椎木武史 松尾建設昧佐賀支店

曲渕健一 僻中島工務店 山口隆之 松尾建設棘佐賀支店

小森寛之 僻中野建設 古賀徳彦 牟田建設昧

津和崎賢二 僻中野建設 小枷正幸 牟田建設梱

直上哲 僻名村造船所 陶山稔 牟田建設卸

中村悟 西岡建設條 高尾敬三 牟田建設俄

黒木正人 昧扶桑エンジニアリング 松浦隆伸 森永建設俄

内田信彦 松尾建設・中野建設• 山崎建設J V 毛利知史 卸山蹄建設

優良工事（知事表彰） ※各部門とも施工業者名の五十音順

施工業者名 工車名

●土木一式エ車

岡本建設（樹 道改2A第0111444-002号国道444号道路改良（国道） (2A)工事（道路改良エ）

唐津土建工業昧 道整交金第0114204-002号国道204号道路整備交付金工事（道路改良エ）

西岡建設昧 クリ防災第5319003-006号佐賀市南東部地区県営クリーク防災機能保全対策事菜工事（用排水路エ）

松尾建設（樹佐賀支店 道整交金第1111207-004号国道207号道路整備交付金工事（橋梁上部エ）

松尾建設•中野建設•山崎建設 JV 道整交金第4120025-002号多久若木線道路整備交付金工事（トンネルエ）

松尾建設•富士建設JV 道改2A第2111444-002号国道444号道路改良（国道） (2A)工事（橋梁下部エ）

牟田建設昧 クリ防災第5318006-001号神埼市西部地区県営クリーク防災機能保全対策事業工事（用排水路工）

森永建設（樹 クリ防災第5313018--027号JII副地区県営クリーク防災機能保全対策事業工事（用排水路工）

（樹山崎建設 道整交金第0111498-007号国道498号道路整備交付金工事（道路改良エ）

●建築ー式工事

唐津土建工業（掛 26改修第1210100-009号唐津港まき網市場改修その他建築工事（第三期）

卸中野建設 27資工営第9号佐賀県庁本館耐策改修建築工事（北工区）

松尾建設•冨士建設•テクノホームJV 27整備第1690110-001号佐賀南菩察署（仮称）新築工事

●舗装工事

條岸本組 単港機建第1210100--003号唐津港（東港地区）港湾機能施設建設工事（舗装工）

（樹栗山建設 橋梁保全第9908020--010号北茂安三田川線道路橋りょう保全工事（迂回路撤去エ）

僻中島工務店 道整交金第0130258-002号半田鬼塚線道路整備交付金工事（橋面補修）

牟田建設隊 道整交金第0121048--005号佐賀外環状線道路整備交付金工事（舗装補修エ）

●とび•土エ・コンクリート工事（法面）

陳扶桑エンジニアリング 道整交金第1111498-008号国道498号道路整備交付金工事（法面エ）

●鋼構造物工事

（樹名村造船所 県営小規第9113006-008号名設屋漁港県単漁港整備事業工事（連絡橋補修エ）

■管工事

栄城設備工業・松尾工業JV 27整備第1690110-003号佐賀南警察署（仮称）新築空調設備工事

卸創建 単港事業第1210100--007号唐津港（佐志地区）港湾整備事業工事（下水道布設）

■電気通信工事

（樹佐電工 27整備第1690110-005号佐賀南警察署（仮称）新築通信設備工事
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優良工事（部長表彰） ※各部門とも施工業者名の五十音順

施工業者名 工事名

●土木ー式工事

釘本建設閥 単砂整備第9905010--004号岩屋下JI[第二砂防施設整備工亭（流路工）

閥下建設 道整交金第0130345--003号伊万里有田線道路整備交付金工李（道路改良エ）

僻下村建設 道改2A第0111444-007号国這444号這路改良（国這） (2A) エ字（道路改良エ）

将栄建設鞠 公河受託第0622001-001号横田川河JII受託（指定外）工事（摺梁下部エ）

卸陣内工務店 広域涌常第0610120--005号田手川広域河川改修（通常）工事（設岸工）

閥創建 総河通常第0612020-008号町田川総合流域防災（通常費）工事（河道掘削工）

帷大義建設 経営体第5211012-001号鍋島東地区県営経堂体音成基盤整備寧業工事（／ま場整備工）

閥大和建設 クリ防災第5319007-003号小城地区県営クリーク防災機能保全対策事莱工事（用排水路工）

中島建設1111 通常砂防第0891002-001号白仁田Jll通常砂防（指定）工事（堰堤エ）

齢中島工務店 球技場第9939011-002号総合運動場球技場環塙整備工事（造成エ）

齢中野建設 球技場第9939011---003号総合運動塩球技場環境整備工事（造成エ）

蛉中山組 復旧治山第7111151-001号不勁寺2地区復旧治山事業工寧（渓間工）

野田建設邸 単河局改第9901010--003号東平JII河川局部改築工宰（證岸エ）

野中建設閥 単河局改第9901010--002号東平Jll河川局部改築工事（護岸エ）

昧日出島建設 道整交金第1111498-001号国道498号逍路整偏交付金工宰（這路改良エ）

平野建設産棠眈 単港宰棠第1210100--002号唐津港（佐志地区）港湾整備宰棠工宰（海浜整備）

僻福川建設 釜災対策第5318005--002号権現地区県営器災対策鹿業水利施設整備挙菜（耐震化整備挙業）エ挙（堤体工）

聡福地建設 クリ防災第5318006-005号神埼市西部地区県営クリーク防災機能保全対策事業工字（用排水路工）

富士建設閥 道改2A第5111444--008号国道444号道路改良（国道） (2A)エ辛（道路改良エ）

昧政工務店 中山間総第5711005--002号北多久地区県営中山問地域総合整備亭棠工李（ほ場整備工）

閥松永産棠 クリ防災第5319004-021号佐賀市南部地区県営クリーク防災機能保全対策字棠工事（用排水路工）

雑丸福建設 クリ防災第5318006--002号神埼市西部地区屎営クリーク防災機能保全対策亭棠工事（用排水路工）

ニ井住友建設鞠佐賀営業所 楼梁保全第9908020-001号北茂安＝田）II線道路橋りよう保全工事（橘梁上部エ）

閥峰組 道改2A第5111444--005号国道444号道路改良（国道） (2A)工事（道路改良エ）

閥山俄建設 道整交金第0130298-001号塩屋大曲線（谷口工区）道路整備交付金工寧（道路改良エ）

閥横尾土木 クリ防災第5319004-008号佐賀市南部地区県営クリーク防災機能保全対策宇業工事（用排水路工〕

●建築ー式エ宇

黒木建設閥 26整備第1500110-008号鹿島両校教室棟改築工事 (Bエ区）

僻丸福建設 27整偏第0402010-002号吉野ヶ里歴史公園古代の森北ロサービスセンタ一新築工享

閥峰組 28改修第1643210-011号有田窯棠大学校内部改修建築工事<=期）

モロドミ建設1111 27資工営第10号佐費県庁本館耐震改修建築工事（南工区）

●舗装工事

唐津土建工業1111 道整交金第9111204--001号国道204号道路整備交付金工事（舗装補修エ）

釘本建設齢 単港機建第1210100--005号唐津港（東港地区）港湾機能施設建設工事（舗装工）

栗原工業11¼1 道整交金第0121017-005号久留米基山筑紫野線道路整備交付金工事（舗装補修エ）

黒木建設骸 道整交金第9120032-001号伊万里畑川内厳木締道踏整備交付金工事（舗装補修エ）

僻下建設 道整交金第9120004-001号川棚有田線道路整備交付金工事（舗装補修エ）

僻中野建設 遥整交金第9130333--003号佐賀環状東線造路整備交付金工事（舗装補修エ）

僻西九州道路 道路保全第9908045-004号多久若木線道路橋りょう保全工事（舗装補修エ） [O県信l
富士建設閥 道整交金第0111498-011号国道498号道路整備交付金工寧（鏑装工）

縣i政工務店 道整交金第0130285--005号大詫間光法停車場線道路整備交付金工李（舗装工）

松尾建設閥佐賀支店 道路保全第9908045-009号JII上牛津緑道路摺りょう保全工事（舗装補修エ） [O県慨l
●とび• 土エ・コンクリートエ宰（法面）

日特建設閥佐翌営業所 道整父金第0111498-019号国道498号道路整備父付金工宰（法面エ）

日本廷設技術閥 道整父金第0120026-005号伊万里山内線（岩谷工区）道路整備交付金工亨（法面エ）

僻富士建 防災ダム第5311011-007号岸JII地区県営防災ダム事棠工牢（法面エ）

■とび•土工・コンクリートエ李（法面以外）

閥市丸建設 道整父金第9131343-002号有田ポーセリンパーク線道路整備父付金工亭（道路防災）

笠原建設閥 総河通常第1623000--002号佐志JII総合流域防災（通常費）エ寧（地盤改良）

縣岸本組 道整交金第2111444-001号国道444号道路整備交付金工亭（橋梁補修エ）

閥親和テクノ佐賀支店 復旧治山第7111152-003号野口地区復旧治山宇業工平（落石防設柵エ）

閥中野建設 道整交金第0120035-001号多久江北線道路整偏交付金工"'(橋梁補修工）

日本乾溜エ棠閥佐賀支店 道整交金第0130348-009号新烏栖停車場線道路整慌交付金工事（道路標識工）

日本建設技術縣 地す対策第1092005-006号木須東地区県営地すべり対策事業工事（水抜エ）

松尾建設閥佐費支店 道整交金第0120039-002号宮士＝瀬線道路整慌交付金工事（橋梁補強エ）

牟田建設昧 橋梁保全第9901010-007号国道444号道路橋りょう保全工事（橋梁福修エ）

●鋼福造物工事

帳i協和製作所 ストマネ第5111004-008号佐貿東部地区県営農業水利施設ストックマネジメント事業工事（合流エ整備エ）

閥ミソタ I広域通常第0610160--002号切通JII広域河川改修（通常）工事（堰上部エ）

●管工事

大西工業•佐電工 JV 28耐震第1673010-001号名渡民城博物館空調設備改修その他工事

●電気工車

僻有明電設 単港機建第1210200--003号伊万里港（七ツ島地区）港湾機能施設建設工平 (CY電気設備）

有明電設・シグマ JV 27整備第1690110--004号佐賀南警察署（仮称）新築電力設僅工事

卸佐電工 27整備第1630640--002号在宅生活サポートセンター（仮称）新築電力設備工半

昧宮園電工 28改修第1643210-013号有田窯業大学校内部改修電気設備工事（三期）
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