
令和２年度（令和元年度完了）松江県土整備事務所
優良工事等表彰を実施しました

開催日時：令和２年７月３１日（金） １５：００～１６：００

場 所：島根県松江合庁 講堂

表彰概要：建設技術の向上と適正な施工等の確保を図ることを目的と
して、松江県土整備事務所発注の工事・委託業務において
他の模範となる優良な建設工事等や優秀な建設技術者を表
彰しています

受賞者代表 【挨拶】受賞状況②

松江県土整備事務所長 【挨拶】

受賞状況①



＊敬称略

通番1 種別 部門 工種 表彰状の工事名・業務名 会社名 代表者職名 代表者名 ふりがな 技術者職名 技術者名 ふりがな 松江県土：担当課

1 工事 土木 道路
国道四三二号　大庭バイパス　防災安全交付金（交通安全）工事　その十七 松江土建（株）

代表取締役社長 川上裕治 かわかみ　ゆうじ 監理技術者 岡　登勇 おか　のりお 土木工務三課

2 工事 土木 道路
一般県道　大野魚瀬恵曇線　古浦西長江工区　防災安全交付金（改築）　古浦
西長江トンネル　防災・照明設備工事 島根電工（株）

代表取締役 荒木　恭司 あらき　きょうじ 監理技術者 安部　幹雄 あべ　みきお 土木工務二課

3 工事 土木 道路
国道四三二号外一線　上乃木工区外一工区　防災安全交付金（舗装整備）工事 山陰建設工業（株）

代表取締役 磯田　真左一 いそだ　まさかず 主任技術者 石川　満夫 いしかわ　みつお 維持一課

4 工事 土木 道路
国道四三二号菅原広瀬バイパス（二工区）総合交付金（改築）工事　第二期 （有）足立建設

代表取締役 足立　邦夫 あだち　くにお 主任技術者 高橋　且茂 たかはし　かつしげ 広瀬工務課

5 工事 土木 道路
国道四三二号菅原広瀬バイパス（二工区）総合交付金（改築）工事　第三期 （株）コンドウ

代表取締役 近藤　剛 こんどう　たけし 主任技術者 万波　朋広 まんなみ　ともひろ 広瀬工務課

6 工事 土木 道路
（主）松江木次線（東忌部工区）総合交付金（交通安全）第十一期工事 マツチカ（株）

代表取締役 松近　保司 まつちか　やすし 監理技術者 山尾　稔 やまお　みのる 土木工務三課

7 工事 土木 道路
安来伯太日南線（宇賀荘大橋）防災安全交付金（橋梁耐震）工事 （株）渡部工務店

代表取締役 渡部　義三 わたなべよしぞう 監理技術者 原田　忠 はらだただし 広瀬維持課

8 工事 土木 道路
主要地方道　玉湯吾妻山線（大谷二工区）　総合交付金（交通安全）工事 まるなか建設（株）

代表取締役 内藤　忠 ないとう　ただし 監理技術者 角　映人 すみ　てると 土木工務二課

9 工事 土木 道路
（一）上意東揖屋線　上意東二工区　防災安全交付金（改築）　工事 （株）トウケン

代表取締役 落部　俊幸 おちべ　としゆき 主任技術者 得能　和久 とくのう　かずひさ 土木工務三課

10 工事 土木 道路
主要地方道　松江島根線　桧山西トンネル　防災安全交付金（交安二種）工事
（二月補正） 山代電気工業（株）

代表取締役 山代　正隆 やましろ　まさたか 主任技術者 堀本　崇史 ほりもと　たかし 維持一課

11 工事 土木 道路
一般県道　母衣町雑賀町線　東京橋　防災安全交付金（橋梁修繕）工事　その
二 一畑工業（株）

代表取締役社長 高井　由起夫 たかい　ゆきお 主任技術者 尾添　洋介 おぞえ　ようすけ 維持二課

12 工事 土木 河川
朝酌川（中川工区）　防災安全交付金（流域治水）工事 マツチカ（株）

代表取締役 松近　保司 まつちか　やすし 主任技術者 岡田　秀久 おかだ　ひでひさ 土木工務二課

13 工事 土木 港湾空港
惣津海岸　県単海岸修繕工事 カナツ技建工業（株）

代表取締役 金津　任紀 かなつ　たかとし 主任技術者 佐伯　成基 さえき　なるき 維持二課

14 工事 土木 砂防
中古志二地区　県単急傾斜地崩壊対策工事（現年災） （株）ノリコー淞南ダイア

代表取締役 高橋　修一
たかはし　しゅういち 主任技術者 山角　浩明 やますみ　ひろあき 土木工務二課

15 工事 土木 砂防
御津地区　県単災害対応緊急地すべり対策工事 （有）コタニ

代表取締役 鍛冶　知之 かじ　ともゆき 主任技術者 青山　昭久 あおやま　あきひさ 土木工務二課

16 工事 土木 都市計画
宍道湖流域下水道　東部処理区　幹線管渠長寿命化工事 安島工業（株）

代表取締役 安島　壮 やすじま　ひろし 主任技術者 内田　邦男 うちだ　くにお 都市整備課

17 工事 農林水産 農業土木
平成三十年度　農地整備事業（経営体育成型）　宇賀荘第三地区　幹線排水路
その一工事 平井建設（株）

代表取締役 平井　徹 ひらい　とおる 監理技術者 松﨑　敦史 まつざき　あつし ほ場整備二課

18 工事 農林水産 農業土木
平成三十年度　農地整備事業（経営体育成型）　宇賀荘第三地区　二工区区画
整理その一工事 （株）渡部工務店

代表取締役 渡部　義三 わたなべ　よしぞう 監理技術者 西村　輝揮 にしむら　てるき ほ場整備二課

19 工事 農林水産 森林土木
緊急予防治山事業幸町地区工事 （株）佐々木建設

代表取締役社長 佐々木　裕 ささき　ゆう 主任技術者 石原　康徳 いしはら　やすのり 治山・林道課

20 業務
地質調
査・測量・
調査

主要地方道　松江鹿島美保関線外　道路防災点検（安定度調査）業務委託　そ
の一 （株）藤井基礎設計事務所

代表取締役社長 藤井　俊逸 ふじい　しゅんいつ 管理技術者 松浦　聰 まつうら　さとし 維持二課

21 業務
土木設
計

国道四三二号（三郎谷橋）防災安全交付金（橋梁耐震）工事　耐震補強設計業
務（二月補正） （株）エイト日本技術開発

松江支店長 金田　博志 かねだひろし 管理技術者 長岡　久嗣 ながおかひさし 広瀬維持課

通番1 種別 部門 工種 表彰状の工事名・業務名 会社名 代表者職名 代表者名 ふりがな 技術者職名 技術者名 ふりがな 松江県土：担当課

22 工事 土木 道路
松江島根線（西川津工区）防災安全交付金（災害防除）工事 アサヒ工業（株）

代表取締役 實重　正樹 さねしげまさき 主任技術者 須田　秀 すだしゅう 土木工務一課

23 工事 土木 道路
国道四三二号（古志原工区）防災安全交付金（交通安全）工事　第七期 （株）真幸土木

代表取締役 片寄　敏朗 かたよせ　としろう 監理技術者 江藤　潤 えとう　じゅん 土木工務三課

24 工事 土木 道路
(主）松江鹿島美保関線　道路災害復旧工事（三十災第一号） カナツ技建工業（株）

代表取締役 金津　任紀 かなつたかとし 監理技術者 髙井　和則 たかいかずのり 土木工務一課

25 工事 土木 河川
木戸川　防災・安全交付金（総流防）工事 平井建設（株）

代表取締役 平井　徹 ひらい　とおる 主任技術者 赤木　薫 あかぎ　かおる 広瀬工務課

26 工事 農業土
木

農業土木 平成三十年度　農地中間管理機構関連農地整備事業　新庄地区　区画整理その
二工事 （株）庭の川島

代表取締役 多々納　 たたのさとし 監理技術者 原田　圭志 はらだけいし ほ場整備一課

27 工事 森林土
木

農業土木 林地荒廃防止事業　松廻団地地区その二工事 （株）大谷商工 代表取締役 大谷　研 おおたに　けん 主任技術者 原田　真一郎 はらだ　しんいちろう 治山・林道課

28 業務
農林設
計

平成三十年度　水利施設等保全高度化事業　西潟ノ内地区　排水機場実施設計
業務 （株）エイト日本技術開発

松江支店長 金田　博志 かねだひろし 管理技術者 山本　雅行 やまもとまさゆき 農村整備課

１　【所長表彰】優良工事・業務表彰及び建設工事・業務部門の優秀建設技術者表彰

２　【知事表彰】 優良工事・業務の優秀建設技術者表彰　　

令和２年度（令和元年度完了）松江県土整備事務所　優良工事等表彰 受賞者一覧


