
                       平 成 ２ ６ 年 １ １ 月 １ ２ 日 

土木部監理課建設業振興グループ 

                            TEL ２２５－１７１２ 

                             （内線 ５０２０） 

                       農林水産部農業政策課技術管理室 

                            TEL ２２５－１６１７ 

（内線 ４６５３） 

 
 

  平成２６年度国土と交通等に関する知事表彰について  

 

 

１．知事表彰の趣旨等 

   国土交通行政等に関する意義、目的、重要性を広く県民に広報し、的確な理解

と支援・協力を求め、かつ啓発することを目的に知事表彰を行う。 

 

  

２．知事表彰式の日程 

    平成２６年１１月２６日（水） 午後４時から 

 

 

３．知事表彰式の場所 

行政庁舎４階 特別会議室 

 

 

４．式  次  第 

    「平成２６年度国土と交通等に関する知事表彰式次第」のとおり 

 

 

５．受  賞  者 

   （１） 図画コンクール(小学生）   ６名（ほか佳作６名） 

   (２)  優良道路愛護団体      ３団体 

   （３） 優良河川愛護団体           ４団体 

     （４） 優良砂防監理補助員     １名 

   （５） 優良土地区画整理事業    ２団体 

   （６） 優良建設功労者          １６名 

     （７） 優良建設従業員        ２４名 

     （８） 優良建設工事             ２１工事 

（土木部発注 １６工事、農林水産部発注５工事） 

  

  

 （個人名、団体名については別添受賞者名簿のとおり） 



【表彰の種類】 【作　品　名】

みやした たいき

金 賞 七尾市立山王小学校 1年 宮下 太希 北陸新幹線がきたよ

あらき こうせい

銀 賞 加賀市立作見小学校 2年 荒木 煌聖 北陸は乗物の宝箱

ふるみち かんた

穴水町立向洋小学校 4年 古道 勘太 しゅっぱつ！道路パトロールカー

かしわくら ゆうた

銅 賞 加賀市立作見小学校 1年 柏倉 優太 はしれ！はしれ！しんかんせん

みうら かなみ

宝達志水町立相見小学校 5年 三浦 かなみ 橋と川

あわら さくら

宝達志水町立相見小学校 5年 粟原 桜 電車はいつもここから

まえだ あやと

佳　作 七尾市立山王小学校 1年 前多 絢斗 うみのみえるまち

やまもと みゆう

輪島市立河井小学校 1年 山本 心釉 早く乗りたい北陸新幹線

やしま まりん

羽咋市立羽咋小学校 3年 八島 真綸 わたしたちの町

ひがみ たつや

七尾市立山王小学校 3年 樋上 達也 東京にきたほくりくしんかんせん

かわばた ふうか

宝達志水町立相見小学校 5年 川端 楓花 ふね

にしむら ななみ

羽咋市立羽咋小学校 6年 西村 菜々美 ツリーハウス

図　画　コ　ン　ク　ー　ル

【学校名および学年】 【氏 名】



【　団体名（所在地）　】 【代　表　者　名】

たかはし　しょうじゅうろう

河原田みのり会 髙橋　昭十郎

さとや　みつひろ

（株）里谷組 里谷　光弘

つじい　ゆきえ（つじのやはなのしょう　おかみ）

粟津温泉まちづくり女性会（ゆのはな会）  辻井　祐紀恵（辻のや花乃庄　女将）

【　団体名（所在地）　】 【代　表　者　名】

せんと　てつ、　　　もと　みつぐ

 諸江・川北地区浅野川かわづくり協議会 専徒　鐵、　本　貢

きた　しんや

余地区 喜多　心也

とりい　さだとし

御祓公民館 鳥居　貞利

わだ　たまあき

一歩の会 和田　玉昭

【代　表　者　名】

むらかみ　のりあき

村上　紀明

【　団体名　】 【代　表　者　名】

いなもと　せいいち

金沢市無量寺第二土地区画整理組合 稲本　誠一

かめい　としひろ

金沢市戸板第二土地区画整理組合 亀井　外志博

優 良 道 路 愛 護 団 体

優 良 河 川 愛 護 団 体

優 良 土 地 区 画 整 理 事 業

優 良 砂 防 監 理 補 助 員



【　推薦団体　及び　会社名　】 【　氏　　名　】

（一社）石川県建設業協会

ながさか　　とものり

（株）長坂組 長坂　知通

たばた　　ひでき

（有）田畑建設 田畑　秀樹

ふくいけ　　まさと

北能産業（株） 福池　正人

石川県インテリア事業協同組合

にしむら　　まさとし

（株）美創 西村　正俊

（一社）石川県建設コンサルタント協会

優　良　建　設　功　労　者

（一社）石川県建設コンサルタント協会

あらいえ　　ひさし

（株）国土開発センター 新家　久司

（一社）石川県建築士事務所協会

まつしま　　としひこ

松嶋建築研究所 松嶋　俊彦

（一社）石川県建築組合連合会

みやた　　じゅんいち

（有）宮田建設 宮田　純一

きたむら　　たけし

北村建設 北村　猛

しん　　ひでつぐ

新建築 新　栄嗣



【　推薦団体　及び　会社名　】 【　氏　　名　】

（一社）石川県交通安全施設業協会

かんの　　はるお

丸山工業（株） 神野　晴男

（一社）石川県測量設計業協会

とりごえ　　みつお

（株）鳥越 鳥越　光雄

はら　　あきら

羽咋測量設計（株） 原　章

石川県タイル煉瓦事業協同組合

ひらまつ　　ひろし

（株）平松タイル 平松　博

石川県電気工事工業組合

さくらい　　ひでき

桜井電気工事（株） 櫻井　英樹

石川県板金工業組合

ひさの　　まこと

（有）久野板金工業 久野　誠

石川県板硝子商工協同組合

いしだ　　きよし

（株）石田ガラス工業 石田　潔



【　推薦団体　及び　会社名　】 【　氏　　名　】

（一社）石川県建設コンサルタント協会

さわ　　やすお

（株）国土開発センター 澤　康雄

（一社）石川県交通安全施設業協会

かわはら　　かずし

スタンドアドサービス（株） 河原　和志

（一社）石川県造園緑化建設協会

はまの　　せいいち

（株）のとさく 濱野　清一

（一社）石川県測量設計業協会

きだに　　ひろかず

（株）北日本ジオグラフィ 木谷　博一

優　良　建　設　従　業　員

（株）北日本ジオグラフィ 木谷　博一

石川県鉄骨工業協同組合

ねすみ　　まさよし

本田鉄工（株） 根角　眞佐義

ひがし　　まさのぶ

マルト鉄工（株） 東　正信

のむら　　まさる

宇野製作所（株） 能村　勝

（一社）石川県舗装業協会

すぎたに　　すすむ

丸建道路（株） 杉谷　進



【　推薦団体　及び　会社名　】 【　氏　　名　】

（一社）加賀建設業協会

あらき　　けんぞう

（株）シモアラ 新木　健造

なかやま　　としひこ

小中出建設（株） 中山　敏彦

いしの　　かずや

北浜建設（株） 石野　一也

（一社）小松能美建設業協会

さくもと　　しげる

堀川建設（株） 作本　繁

あらいえ　　おさむ

加越建設（株） 新家　修

にした　　ひろし

太陽工業（株） 西田　浩

（一社）白山・石川建設業協会

おさふね　　よしはる

（株）河合組 長船　良春

おおさわ　　こうき

協和道路（株） 大澤　幸喜



【　推薦団体　及び　会社名　】 【　氏　　名　】

（一社）金沢建設業協会

たけだ　　さとし

鈴木建設（株） 竹田　敏

うえむら　　なおゆき

吉田道路（株） 植村　尚之

おかむら　　しげき

加州建設（株） 岡村　茂樹

げんち　　たもつ

（株）明翫組 玄知　保

おおくわ　　きよし

みづほ工業（株） 大桑　喜代志

（一社）鳳輪建設業協会

なかやま　　しゅうじなかやま　　しゅうじ

山下建設（株） 中山　秀次

（一社）珠洲建設業協会

むかい　　たつろう

（有）橋本鉄工建設 向　達郎

やまざき　　こういち

（株）谷口建設 山崎　幸一



＜土木部発注分＞

【会社名　及び　工事名】

ピーエス三菱・日本海建設　特定建設工事共同企業体

主要地方道金沢田鶴浜線　地方道改築工事（４車線化 内灘海浜橋上部工１工区）

宮下建設　株式会社

一般国道２４９号　国道改築５類工事（改良工）

株式会社　大栄産業

曽谷大谷川　通常砂防工事

北都・明翫・駒津　特定建設工事共同企業体

主要地方道金沢井波線　いしかわ広域交流幹線軸道路整備工事（(仮)清水トンネル２工区）

北浜建設　株式会社

二級河川新堀川　河川改修工事（２工区）

北興建設　株式会社

二級河川安原川　広域河川改修工事（横江護岸工その２）

石田工業　株式会社

水産流通基盤整備事業　富来漁港修築工事（第4防波堤（改良）)

昭和建設　株式会社

主要地方道七尾輪島線　地方道改築４類工事（宮坂橋歩道橋下部工）

優 良 建 設 工 事



和田内潜建　株式会社

七尾港　改修（泊地（－７．５ｍ））工事（その２）

鈴木・北川特定建設工事共同企業体

額県営住宅２４年度建設工事４５号棟（建築その１）

北川ヒューテック　株式会社

珠洲道路　地方道改築工事（舗装工１工区）

株式会社　リターングリーン

主要地方道小松鳥越鶴来線　シェッド補修工事（阿手ＳＳ）（法面工）

中部地下開発　株式会社

一般国道３６４号　道路災害防除工事（法面工その１）

成瀬電気工事　株式会社

県庁跡地地下駐車場整備工事（電気設備）

株式会社　柿本商会

加賀沿岸流域下水道（梯川処理区）設備８０号工事（加温設備）

スタンドアドサービス 　株式会社

一般国道２４９号　橋りょう補修（防災・安全）工事（時忠橋）（塗装工）



＜農林水産部部発注分＞

【会社名　及び　工事名】

株式会社江口組

平成２４年度　平成２４年発生林地荒廃防止施設災害復旧事業　安宅地区　海岸工事その２

株式会社新井組

平成２４年度　用排水施設整備事業　宮保地区　水路工事その４

南建設株式会社

平成２４年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）　酒見地区　用水機場工事

柳田建設株式会社

平成２４年度　県営中山間地域総合整備事業　柳田西部地区　中組工区　区画整理工事　

株式会社喜多組

平成２５年度　水産環境整備事業　輪島地区　人工礁漁場造成工事


