
発注機関 施工業者 現場代理人 主任（監理）技術者 部門 工事名

水産局 山本建設（株） （非公表） （非公表） 塩屋漁港水産生産基盤整備（残土処理護岸その２）工事

熊本農政事務所 丸成産業（株） 村上和明 同左 梅洞地区農業体質強化基盤整備促進事業（経営体）第７号工事

鹿本地域振興局 （株）西村建設 三宅和憲 同左 鹿本管内治山事業（交付金）予防治山通常地域第３６号工事

阿蘇地域振興局 （株）ミトマ 小田英二 松岡紘二 阿蘇管内復旧治山事業火山地域第１号工事

上益城地域振興局 （有）むつみ建設工業 田部信弘 井上　翼 上益城平坦３期地区農道整備事業（広域道交）第２２号工事

開成工業（株） 岡野敏史 同左 金剛地区海岸保全事業第４号工事

（株）江川組 上村和弘 同左 竜西地区農業体質強化基盤整備促進事業（排特）第３号工事

建築住宅局 （株）本山建設 冨田哲也 同左 阿蘇中央高校武道場改築工事

熊本土木事務所 丸成産業（株） 坂井良守 同左 百貫港単県港湾維持浚渫（小島地区）工事

玉名地域振興局 （株）池田建設 田上重富 池田龍吾 荒尾海岸（市屋工区）高潮対策（交付金）工事

（株）高喜工業 延　和宏 村田　實 岩野黒木線単県道路改良（１３～２１工区）工事

木上梅香園（株） 宮﨑　豊 同左 鞠智城整備（景観保全工）工事

（株）ハタノ 松村和憲 同左 竈門菰田山鹿線地域自主戦略交付金（道路改築）工事

（株）古城建設 右田良平 有田輝久 岩野川単県自然債河川改良（その１）工事

荒川建設（株） 黒田武史 同左 和仁山鹿線全国防災交付金（改築）（道路改良）工事

（株）八方建設 （非公表） 同左 日生野隈府線単県道路改良（道路改良その２）工事

（株）八方建設 （非公表） 同左 日生野隈府線単県道路改良（道路改良）工事

（株）八方建設 （非公表） 同左 国道３２５号活力創出基盤交付金（改築・道路改良その２）工事

阿蘇地域振興局 （株）ツチヤ工業 清野浩一 同左 南小国波野線全国防災交付金（災害防除）工事

芦北地域振興局 坂田建設（株） 福山英治 橋本　勲 水俣田浦線活力創出基盤交付金（改築）（道路改良）工事

南邦建設（株） 徳井栄二 同左 国道２６６号（天草瀬戸大橋）戦略交付金（橋面舗装）工事

苓陽工業（株） 倉田重男 同左 国道２６６号（天草瀬戸大橋）戦略交付金（橋面舗装）工事

（株）セグチ 山下慎太郎 境　秀麿 国道２６６号（天草瀬戸大橋）戦略交付金（橋面舗装）工事

（株）セグチ （非公表） 山下健二 国道２６６号地域自主戦略交付金（地活舗装補修）工事

南邦建設（株） 森田啓一郎 同左 国道３２４号広域連携交付金（舗装補修）工事

（株）セグチ （非公表） 山下健二 国道２６６号地域自主戦略交付金（地活舗装補修）工事

平成２５年度熊本県優良工事等表彰一覧（敬称略）

農林水産

土木

天草地域振興局

八代地域振興局

鹿本地域振興局

菊池地域振興局



写真２０

工事名：水俣田浦線活力創出基盤交付金（改築）（道路改良）
工事
企業名：坂田建設株式会社
現場代理人：福山英治　主任技術者：橋本　勲
優れた点：現場代理人、監理技術者共に現場周辺状況を把握
され、施工上の問題点も自主的な対応策を提案されました。

写真２１

工事名：国道２６６号（天草瀬戸大橋）戦略交付金（橋面舗装）
工事
企業名：南邦建設株式会社
現場代理人兼主任技術者：徳井栄二
優れた点：異業種の複数業者が携わる現場でしたが、業者間
の調整を行い円滑な工事進捗に努められました。

写真２６

工事名：国道３２４号広域連携交付金（舗装補修）工事
企業名：南邦建設株式会社
現場代理人兼主任技術者：森田啓一郎
優れた点：工事着手前にひび割れ状況や車両軌跡状況を調査
され、クラック抑制シート・表面強化コート等提案がなされ施工さ
れました。

工事名：国道２６６号（天草瀬戸大橋）戦略交付金（橋面舗装）
工事
企業名：苓陽工業株式会社
現場代理人兼主任技術者：倉田重男
優れた点：当初設計と現地との相違について早期の確認指摘
があり、工事遅延は発生せず、円滑な工事進捗が図られまし
た。

工事名：国道２６６号（天草瀬戸大橋）戦略交付金（橋面舗装）
工事
企業名：株式会社セグチ
現場代理人：山下慎太郎　主任技術者：境　秀麿
優れた点：翌朝６時までの交通解放厳守の現場でしたが、所定
の品質が確保され、平坦生、全体的美観も良好でした。

工事名：国道２６６号地域自主戦略交付金（地活舗装補修）工
事
企業名：株式会社セグチ
現場代理人：（非公表）　主任技術者：山下健二
優れた点：商業地域で交通量の多い現場でしたが、近隣住民
や店舗に広報誌を配付され、工事へ理解・協力を求められ一切
の苦情も無く工期内に竣工されました。

工事名：国道２６６号地域自主戦略交付金（地活舗装補修）工
事
企業名：株式会社セグチ
現場代理人：（非公表）　主任技術者：山下健二
優れた点：改質アスファルト乳剤使用により、タイヤへの乳剤付
着による道路の汚れ防止に努められました。

工事名：荒尾海岸（市屋工区）高潮対策（交付金）工事
企業名：株式会社池田建設
現場代理人：田上重富　主任技術者：池田龍吾
優れた点：近隣国道の除草、海岸清掃、堆積土砂の除去、荒尾
市イベントの足洗い場提供等の地域貢献により荒尾漁協より感
謝状を授与されました。

工事名：南小国波野線全国防災交付金（災害防除）工事
企業名：株式会社ツチヤ工業
現場代理人兼主任技術者：清野浩一
優れた点：法面清掃等に使用する親綱設置の際、保護シートを
幹に設置し、立木を痛めない工夫がなされました。

工事名：岩野川単県自然債河川改良（その１）工事
企業名：株式会社古城建設
現場代理人：右田良平　主任技術者：有田輝久
優れた点：河川護岸工の床堀の際、水性生物の保護を行うなど
環境保全にも取り組まれました。

工事名：和仁山鹿線全国防災交付金（改築）（道路改良）工事
企業名：荒川建設株式会社
現場代理人兼主任技術者：黒田武史
優れた点：安全教育の一環として保健師による「健康管理」講
話を受講され作業員の健康管理に努められました。

写真２４ 写真２５写真２２ 写真２３

写真１０ 写真１１ 写真１２ 写真１３

写真１６ 写真１７ 写真１８ 写真１９

写真７

工事名：金剛地区海岸保全事業第４号工事
企業名：開成工業株式会社
現場代理人兼主任技術者：岡野敏史
優れた点：ボルト部分の溶接による盗難防止対策、反射テープ
設置による夜間の衝突防止対策が図られました。

写真８

工事名：竜西地区農業体質強化基盤整備促進事業（排特）第３
号工事
企業名：株式会社江川組
現場代理人兼主任技術者：上村和弘
優れた点：地元要望に答え、工事区間に隣接する既設排水路
の清掃作業（浚渫・除草）が積極的に実施されました。

写真１４

工事名：日生野隈府線単県道路改良（道路改良その２）工事
企業名：株式会社八方建設
現場代理人兼主任技術者：（非公表）
優れた点：ＥＰＳという可燃性の特殊材料使用について、事前に
実証実験等を行い、品質向上に努められました。

工事名：日生野隈府線単県道路改良（道路改良）工事
企業名：株式会社八方建設
現場代理人兼主任技術者：（非公表）
優れた点：転石の多い作業現場でしたが、落石防止対策や安
全教育の徹底によりトラブルや事故も無く工期内に竣工しまし
た。

工事名：国道３２５号活力創出基盤交付金（改築・道路改良そ
の２）工事
企業名：株式会社八方建設
現場代理人兼主任技術者：（非公表）
優れた点：熊本広域大水害時の施工箇所反対側土砂崩壊につ
いて早期復旧に貢献されました。

工事名：岩野黒木線単県道路改良（１３～２１工区）工事
企業名：株式会社高喜工業
現場代理人：延　和宏　主任技術者：村田　實
優れた点：社内規格値により測点以外の中間点も管理され、品
質管理、施工管理が徹底していました。

工事名：竈門菰田山鹿線地域自主戦略交付金（道路改築）工
事
企業名：株式会社ハタノ
現場代理人兼主任技術者：松村和憲
優れた点：搬入土受入に際し、搬出業者で行う土質改良試験と
連携され、試験盛土を実施されました。

写真２

工事名：梅洞地区農業体質強化基盤整備促進事業（経営体）
第７号工事
企業名：丸成産業株式会社
現場代理人兼主任技術者　村上和明
優れた点：汚濁防止を測る処理設備を自主的に設けて水質管
理が行われ、汚濁水の発生なく工事が竣工しました。

H18

工事名：鞠智城整備（景観保全工）工事
企業名：木上梅香園株式会社
現場代理人兼主任技術者：宮﨑　豊
優れた点：近隣保育園にて花苗の植え方教室、プランター花壇
づくり体験学習会実施など地域貢献もされました。

写真９

写真１５

工事名：阿蘇中央高校武道場改築工事
企業名：株式会社本山建設
現場代理人兼主任技術者：冨田哲也
優れた点：現場見学会の開催、周辺道路及び阿蘇神社の清掃
活動など地域貢献もされました。

写真３

工事名：百貫港単県港湾維持浚渫（小島地区）工事
企業名：丸成産業株式会社
現場代理人兼主任技術者：坂井良守
優れた点：出来形計測にデジタルレベル、トータルステーション
等の電子機器を駆使し、正確な出来形管理が行われました。

20

写真６

工事名：上益城平坦３期地区農道整備事業（広域道交）第２２
号工事
企業名：有限会社むつみ建設工業
現場代理人：田部信弘　主任技術者：井上　翼
優れた点：アスファルトフィニッシャが２台使用され、ホットジョイ
ントにより縦目地を無くす工夫が行われました。

写真４

17 2
写真１

工事名：塩屋漁港水産生産基盤整備（残土処理護岸その2）工
事
企業名：山本建設株式会社
現場代理人：（非公表）　主任技術者：（非公表）
優れた点：施工体制において、監理技術者及び主任技術者に
よる連携体制が確立され、積極的な管理のもと余裕をもって工
事が竣工しました。

2
0
2

H19 20 20 0

工事名：鹿本管内治山事業（交付金）予防治山通常地域第３６
号工事
企業名：株式会社西村建設
現場代理人兼主任技術者：三宅和憲
優れた点：アンカー受圧板の下地型枠設置等による調整を行
い、出来栄えを良好にするための工夫がなされました。

写真５

工事名：阿蘇管内復旧治山事業火山地域第１号工事
企業名：株式会社ミトマ
現場代理人：小田英二　主任技術者：松岡紘二
優れた点：積極的に地元県産木材が使用され、木製残置式型
枠の固定金具は露出防止と美観のため木製栓で保護されまし
た。

5
3
4

5
H22 20 17 3

H20 19 17 2

10
H23 19 15 4
H24 19 11 10

9
合計 157 127 36 35
H25 20 15 10

平成２５年度熊本県優良工事
表彰受賞工事竣工写真

熊本県優良工事等表彰実績

年度 企業 現場代理人兼主任技術者 現場代理人 主任技術者

H21 20 15


