
                       平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 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２９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２９年１１月１６日（木） 午前１１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２９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      １団体 

   （３） 優良河川愛護団体           ４団体 

     （４） 優良砂防監理補助員     ３名 

   （５） 優良土地区画整理事業    ４団体 

   （６） 優良建設功労者          １７名 

     （７） 優良建設従業員        ２４名 

     （８） 優良建設工事             ２０工事 

（土木部発注 １５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） 



平成２９年度国土と交通等に関する知事表彰式次第 

 

 

日 時：平成29年11月16日（木）11:00～  

 

場 所：行政庁舎 ４F  特別会議室     

 

 

次         第 

 

１ 開式の辞 

 

 

２ 表彰状授与 

   図画コンクール(小学生）    ６名 

   優良道路愛護団体       １団体 

    優良河川愛護団体           ４団体 

   優良砂防監理補助員      ３名 

優良土地区画整理事業       ４団体 

      優良建設功労者            １７名 

      優良建設従業員           ２４名 

      優良建設工事              ２０工事 

（土木部発注 １５工事、農林水産部発注 ５工事） 

 

 

３ 知事あいさつ 

 

 

４ 受賞者代表謝辞 

 

     

５ 閉式の辞 

 

 

（表彰式終了後、記念撮影） 

 

 



【表彰の種類】 【氏 名】 【作　品　名】

たばた　しゅうへい

金 賞 宝達志水町立相見小学校 5年 田畑　秀併 国土交通省が土砂くずれでくずれたところで働いている様子

にしむら　はるか

銀 賞 金沢大学附属小学校 2年 西村　春香 けんせつ中のこうかばし

むらい　こうせい

七尾市立山王小学校 6年 村井　康晟 能登島大橋と七尾湾

さわだ　しりゅう

銅 賞 中能登町立鹿西小学校 1年 澤田　詩龍 道を作ろう

ながもと　もか

輪島市立河井小学校 2年 長元　苺花 海のまち

まえだ　こうせい

内灘町立大根布小学校 5年 前田　倖晟 北陸新幹線

にしだ　そうすけ

佳　作 内灘町立鶴ヶ丘小学校 1年 西田　壮佑 みらいのひこうき

みやした　ひろや

内灘町立鶴ヶ丘小学校 3年 宮下　大弥 ワンマン電車しゅっぱつしまーす。

ひさき　みゆう

中能登町立鹿島小学校 3年 久木　泉潤 小まつ空こう

まえはま　れい

内灘町立西荒屋小学校 4年 前浜　怜 すべてが未来

たかはし　みさき

七尾市立山王小学校 6年 高橋　美咲 港の町、七尾！

さいとう　ゆい

輪島市立鳳至小学校 6年 齊藤　ゆい 近所の光景

図　画　コ　ン　ク　ー　ル

【学校名および学年】



【　団体名（所在地）　】 【代　表　者　名】

くろさきまち おくの　こうしょう

黒崎町 （加賀市黒崎町） 奥野　幸正

【　団体名（所在地）　】 【代　表　者　名】

くろせまち こもり　そとじ

黒瀬町 （加賀市黒瀬町） 小森　外治

うわだなく みやざき　よしはる

上田名区 （かほく市上田名） 宮崎　義晴

かるがのく わたなべ　つねお

狩鹿野区 （かほく市狩鹿野） 渡辺　恒夫

むかいのく やまだ　ふみお

向野区 （かほく市森） 山田　二三雄

【代　表　者　名】

きたむら　よしずみ

北村　良澄

やまだ　せいしょう

山田　清昇

とべ　ともあき

戸部　知明

【　団体名　】 【代　表　者　名】

のざき　たつのり

金沢市野田土地区画整理組合 野﨑　達德

しもの　かんいちろう

金沢市副都心北部大河端土地区画整理組合 下野　勘一郎

きたもと　てつお

白山市曽谷町土地区画整理組合 北本　徹雄

くろやま　しげる

野々市市北西部土地区画整理組合 黒山　茂

優 良 道 路 愛 護 団 体

優 良 河 川 愛 護 団 体

優 良 砂 防 監 理 補 助 員

優 良 土 地 区 画 整 理 事 業



【　推薦団体　及び　会社名　】 【　氏　　名　】

（一社）石川県建設業協会

こなかで　かづよし

小中出建設（株） 小中出　佳津良

なかだ　さとる

（株）河内建設 中田　悟

石川県インテリア事業協同組合

みやもと　そとじ

石川装美（株） 宮本　外次

（一社）石川県建築士事務所協会

かさしま　おさむ

（有）風建築設計工房 笠島　理

たなき　しゅうじ

（株）棚木建築設計事務所

（一社）石川県建築組合連合会

かとう　よしかず

伸恵建設（株） 加藤　𠮷和

やまざき　ぜんしゅ

山崎技建 山﨑　善守

（一社）石川県交通安全施設業協会

おもて　よしふみ

サンコー企画（株） 表　義文

（一社）石川県造園緑化建設協会

なかえ　ひであき

（株）中栄造園 中栄　英晶

優　良　建　設　功　労　者



【　推薦団体　及び　会社名　】 【　氏　　名　】

（一社）石川県地質調査業協会

しばやま　おさむ

（株）日研技術 芝山　修

石川県電気工事工業組合

おおち　みのる

（株）大地電業所 大地　実

石川県板金工業組合

しんたに　しげひら

（有）新谷板金工業所 新谷　茂平

石川県板硝子商工協同組合

たかはし　しょうじ

（株）高橋ブッサン 髙橋　昇二

（一社）石川県設備設計監理協会

いなむら　ゆきと

（株）稲村設備事務所 稲村　幸人

（一社）石川電設協会

とみた　かずひろ

北陸電設（株） 冨田　和宏

よこがわ　まさる

第一電機工業（株） 横川　勝

（一社）北陸建設業協会

たなか　きみひで

レアテック（株） 田中　公英



【　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

ひらの　ひろのり

（株）国土開発センター 平野　博範

（一社）石川県交通安全施設業協会

さわの　みつゆき

丸山工業（株） 澤野　光之

（一社）石川県測量設計業協会

まえだ　たつや

（株）東洋設計 前田　達矢

（一社）石川県地質調査業協会

ほしば　いっせい

能登建設（株） 干場　一星

石川県鉄骨工業協同組合

きたむら　よういち

本田鉄工（株） 北村　陽一

石川県板金工業組合

しみず　よしひこ

新瓦工業（株） 清水　良彦

（一社）石川県舗装業協会

みなみ　こういち

（株）金沢舗道 南　幸一

優　良　建　設　従　業　員



【　推薦団体　及び　会社名　】 【　氏　　名　】

（一社）小松能美建設業協会

あらし　としゆき

太陽工業（株） 嵐　敏行

たなか　まさみち

加越建設（株） 田中　正道

たにかわ　よしひろ

本建設工業（株） 谷川　義広

みなみで　まさはる

中島建設（株） 南出　正晴

やまがみ　やすまさ

（株）トーケン 山上　泰正

（一社）白山野々市建設業協会

きだに　じんご

（株）河合組 木谷　仁吾

（一社）金沢建設業協会

おの　しんいち

丸建道路（株） 小野　新一

たがみ　ひさゆき

北川建設（株） 田上　久之

にしだ　りょうしげ

（株）北都組 西田　亮重

はたけやま　まさき

吉田道路（株） 畠山　正樹



【　推薦団体　及び　会社名　】 【　氏　　名　】

（一社）羽咋郡市建設業協会

さかぐち　よしかず

盛進工業（株） 坂口　吉一

もとよし　よさく

大和建設（株） 本吉　與作

（一社）七尾鹿島建設業協会

たつ　たかし

（株）環境企業シミズ 達　孝司

ほうき　あきら

姥浦建設（株） 伯耆　章

みずぐち　くにお

（有）シラヤマ 水口　邦夫

（一社）鳳輪建設業協会

ますの　まさる

昭和建設（株） 増野　勝

（一社）珠洲建設業協会

まつがや　うきちろう

（株）丸中組 松ヶ谷　卯吉郎



＜土木部発注分＞

【会社名　及び　工事名】

株式会社　江口組

南加賀道路（粟津ルート）　地方道改築４類工事（改良工その８）

北都・髙田・犀川　特定建設工事共同企業体

県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（金沢-１-５３）

石田工業　株式会社

平成27年度水産流通基盤整備事業　富来漁港修築工事（防砂堤その４）

株式会社　丸中組

平成27年度漁港施設機能強化事業　蛸島漁港局部改良工事（その４）

株式会社　小山組

県水送水管耐震化事業　送水管埋設工事（加賀１－４－５２）

明翫・酒井　特定建設工事共同企業体

金沢港　港湾機能施設整備(荷役機械)工事（基礎工その２）

株式会社　豊蔵組

金沢外環状道路海側幹線Ⅳ期　地方道改築工事（浅野川橋梁　山側A２橋台工）

株式会社　千場建設

一般県道長浦中島線　地方道改築（防災・安全）工事（中島橋P2橋脚工）

優 良 建 設 工 事



株式会社　河内組

二級河川高橋川　広域河川改修工事（四十万護岸工その２）

兼六・川元　特定建設工事共同企業体

金沢城公園整備（鶴の丸休憩施設）工事（建築）

辰村道路　株式会社

主要地方道金沢美川小松線　地方道改築工事（舗装工その６）

株式会社　摩郷

主要地方道七尾輪島線　道路災害防除工事（根木３工区）

株式会社　リターングリーン

一般国道１５７号　道路災害防除工事（アンカー工）

柿本・ツボ・中京　特定建設工事共同企業体

石川県水道用水供給事業　取水・浄水施設監視制御設備更新工事（計装設備）

株式会社　北都鉄工

金沢外環状道路海側幹線Ⅳ期　地方道改築工事（柳橋川付替市道橋　上部工）



＜農林水産部発注分＞ 

 

【会社名  及び  工事名】 

 

   前多産業 株式会社 

 

     平成２８年度 予防治山事業 ゴンゴ地区 山腹工事 

 

   寺井建設 株式会社 

 

     平成２７年度 県営ほ場整備事業（農業法人育成型）相神地区 区画整理工事その４ 

 

   宮下建設 株式会社 

 

     平成２８年度 広域営農団地農道整備事業 能登外浦４期地区 千代工区 Ｐ６橋脚工事 

 

   大幸建設 株式会社 

 

     平成２７年度 県営ほ場整備事業（耕作放棄地防止型）倉見地区 区画整理工事その３ 

 

   株式会社 戸田組 

 

     平成２７年度 県営ほ場整備事業（面的集積型）白浜・深見地区 区画整理工事その4(ゼロ国) 
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