
                       平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 １ 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３０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３０年１１月１４日（水） 午前１０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３０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） 優良河川愛護団体           ５団体 

     （３） 優良砂防監理補助員     １名 

   （４） 優良土地区画整理事業    ２団体 

   （５） 優良建設功労者          ２２名 

     （６） 優良建設従業員        ２９名 

     （７） 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３０年度国土と交通等に関する知事表彰式次第 

 

 

日 時：平成30年11月14日（水）10:00～  

 

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 

   優良河川愛護団体           ５団体 

   優良砂防監理補助員      １名 

優良土地区画整理事業       ２団体 

      優良建設功労者            ２２名 

      優良建設従業員           ２９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】

かわべ　かける

金 賞 白山市立朝日小学校 2年 川邊　翔 ロータリーじょ雪車

ひさき　みゆう

銀 賞 中能登町立鹿島小学校 4年 久木　泉潤 金沢みなと会館から見た風景

うじいえ　まゆこ

金沢大学附属小学校 5年 氏家　万結子 金沢を流れる浅野川と美しい橋

やまもり　ゆずき

銅 賞 白山市立朝日小学校 2年 山守　柚希 雪の中をパトロール

みやした　たいき

七尾市立山王小学校 5年 宮下　太希 ぼくが好きな風景in能登島

まえはま　れい

内灘町立西荒屋小学校 5年 前浜　怜 ２０ＸＸ年の夏

ふるいち　はると

佳　作 金沢市立泉野小学校 3年 古市　暖人 湘南色の２１１系

すぎた　ともかず

七尾市立天神山小学校 4年 杉田　智一 那覇空港とゆいレール

よねたに　このみ

金沢市立伏見台小学校 5年 米谷　このみ ツインブリッジ

いずみ　りんか

中能登町立鹿島小学校 5年 泉　凜佳 消えゆくたきお小学校前の熊野川

くの　ゆな

輪島市立門前西小学校 6年 工野　優那 学校に咲くきれいなあじさい

がまだ　ゆうと

宝達志水町立樋川小学校 6年 蒲田　悠友 南羽咋の駅の風景

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】

よしだまちちょうかい ながた　たいち

吉田町町会 （七尾市吉田町） 長田　太一

なんごうまち あべ　しょうじ

南郷町 （加賀市南郷町） 阿部　昭二

かみやまだく みやの　よしのり

上山田区 （かほく市上山田） 宮野　善則

たにく さいとう　てるお

谷区 （かほく市谷） 西東　輝雄

のみしとちかいりょく　ねあがりかんりく ささき　けんいち

（能美市寺井町） 佐々木　賢一

【代　表　者　名】

なかにし　しゅういち

仲西　秀一

【　団体名　】 【代　表　者　名】

にしの　しげる

金沢市副都心北部直江土地区画整理組合 西野　茂

にしざわ　こういち

小松市粟津駅西土地区画整理組合 西沢　耕一

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

能美市土地改良区
根上管理区



【　推薦団体　及び　会社名　】 【　氏　　名　】

（一社）石川県建設業協会

ふたまた　かおる

（株）新出組 二俣　馨

さとう　じゅうじ

（株）佐藤組 佐藤　重二

はやし　とらお

（株）林組 林　登良夫

（一社）石川県建築士事務所協会

たけむら　せいじ

（有）フロム構造計画研究所 竹村　誠二

（一社）石川県建築組合連合会

しまだ　かずお

（有）嶋田工建 嶋田　一夫

しまだ　かずのり

島田建築 島田　一紀

にしぐち　しょうじ

西口工務店 西口　昭治

にしわき　みつお

（有）西脇建築事務所 西脇　光夫

（一社）石川県交通安全施設業協会

たけむら　よしひこ

（株）エーティーアール 竹村　嘉彦

優　良　建　設　功　労　者



【　推薦団体　及び　会社名　】 【　氏　　名　】

（一社）石川県造園緑化建設協会

ひがし　まさお

（株）リターングリーン 東　雅夫

石川県タイル煉瓦事業協同組合

なかの　かつとし

（有）中野タイル 中野　勝俊

石川県畳組合連合会

たみや　むねと

（株）多宮畳工業所 多宮 宗人

石川県鉄筋業協同組合

ただ　たけじ

（株）中川鉄筋工業所 多田　武二

石川県電気工事工業組合

ひがしもと　いちろう

東本電気（株） 東本　一郎

石川県板金工業組合

しおやま　かずや

塩山板金工業所 塩山　和也

石川県鳶工業会

いむら　きくお

加賀重量（有） 井村　喜久夫

石川県板硝子商工協同組合

いけだ　ゆうじ

（有）池田ガラス 池田　裕司

石川県建具協同組合

こたに　たつや

小谷建具 小谷　達也



【　推薦団体　及び　会社名　】 【　氏　　名　】

（一社）石川県設備設計監理協会

さかの　まゆみ

（有）ジェーエス設備事務所 坂野　真由美

（一社）北陸建設業協会

みなみかわ　かつなり

カネミ建設 南川　剋成

石川県管工事協同組合連合会

なかむら　かずゆき

（株）柿本商会 中村　一幸

にしむら　ともゆき

北陸東和冷暖房（株） 西村　智之



【　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

いしづか　ひさゆき

（株）東洋設計 石塚　久幸

なかだ　しんじ

（株）国土開発センター 仲田　慎二

（一社）石川県交通安全施設業協会

おおてら　としかず

中村フェンス工業（株） 大寺　俊一

（一社）石川県造園緑化建設協会

でぐち　まこと

（株）庭芸社 出口　誠

（一社）石川県測量設計業協会

おがわ　よしまさ

（株）北日本ジオグラフィ 小川　良正

石川県鉄骨工業協同組合

みうら　かつのり

本田鉄工（株） 三浦　勝紀

（一社）石川県舗装業協会

たなか　かずひろ

協和道路（株） 田中　和弘

石川県鳶工業会

かみはま　としはる

北陸基礎工業（株） 上浜　俊治

優　良　建　設　従　業　員



【　推薦団体　及び　会社名　】 【　氏　　名　】

（一社）石川電設協会

きだ　かずひで

米沢電気工事（株） 木田　和秀

石川県管工事協同組合連合会

あぶらの　けんじ

杉山設備工業（株） 油野　憲次

かわら　しんじ

鈴木管工業（株） 河原　伸二

まえだ　たけし

日栄商事（株） 前田　丈志

やまぐち　かずゆき

泉工業（株） 山口　一行

（公社）石川県浄化槽協会

はせがわ　みつる

（株）西原ネオ 長谷川　満

（一社）加賀建設業協会

にした　よしかず

（株）三和建設 西田　善和

（一社）小松能美建設業協会

きたで　たかよし

太陽工業（株） 北出　学芳

たけむら　はやと

（株）丸西組 竹村　勇人



【　推薦団体　及び　会社名　】 【　氏　　名　】

（一社）白山野々市建設業協会

たむら　ひろゆき

（株）河合組 田村　博之

はまだ　ひでゆき

（株）豊商 浜田　秀幸

（一社）金沢建設業協会

はせがわ　ありひで

北川ヒューテック（株） 長谷川　有秀

はまだ　まもる

真柄建設（株） 濵田　守

ねこみや　きよはる

島屋建設（株） 猫宮　清公

やまもと　しゅうじ

吉田道路（株） 山本　秀治

（一社）七尾鹿島建設業協会

あきた　じつお

壁屋建設（株） 秋田　実男

しまだ　あきひこ

和田内潜建（株） 嶋田　昭彦

はいし　しげのぶ

（有）シラヤマ 羽石　重信

（一社）鳳輪建設業協会

かぎたに　こうへい

（株）宮地組 鍵谷　浩平



【　推薦団体　及び　会社名　】 【　氏　　名　】

（一社）珠洲建設業協会

ぎょうでん　てつ

（株）丸中組 行田　哲

やまだ　まさと

林舗道（株） 山田　正人



＜土木部発注分＞

【会社名　及び　工事名】

真柄建設株式会社

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P7橋脚工）

株式会社ピーエス三菱

主要地方道宇出津町野線　地方道改築６類工事（小間生橋上部工）

西村建設株式会社

主要地方道　金沢田鶴浜線　地方道改築工事（改良工）

株式会社松建

都市計画道路金沢小松線　街路整備（防災・安全）工事（東三番工区）（水路工）

吉光・中島特定建設工事共同企業体

主要地方道　金沢美川小松線　地方道改築工事（手取川橋梁　P1橋脚工）

日本海建設株式会社

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　海側P7橋脚工）

小倉建設株式会社

笹尾通常砂防工事（本堰堤工）

能登建設株式会社

飯田港　改修(統合補助）工事（さん橋補修工）

優 良 建 設 工 事



高藤建設工業株式会社

都市計画道路粟津街なか線街路整備工事（防災・安全）（改良工その４）

北川・日成ビルド特定建設工事共同企業体

石川県立中央病院建設工事（車いす使用者用駐車場）

株式会社グリーンテック

主要地方道蛸島港線　道路環境改善整備（舗装道補修）工事（野々江工区）

防災技建株式会社

石休場　地すべり対策工事（ボーリング２工区）

第一・北菱・成瀬・東亜特定建設工事共同企業体

石川県立中央病院建設工事（本棟・電気設備その１）

菱機・三谷・日栄・松下特定建設工事共同企業体

石川県立中央病院建設工事（本棟・空調設備その１）

株式会社北都鉄工

主要地方道　山中伊切線　地方道改築４類工事（四十九院橋上部工）



＜農林水産部発注分＞ 

 

【会社名  及び  工事名】 

 

   株式会社新井組 

 

     平成２９年度 県営かんがい排水事業 北星地区 ４－６号支線 水路工事 

 

   株式会社河内組 

 

     平成２８年度 治山施設機能強化事業 四十万地区 渓間工事 

 

   南建設株式会社 

 

     平成２８年度 県営ほ場整備事業（農業法人育成型） 相神地区 取水施設工事 

 

   本建設工業株式会社 

 

     平成２８年度 農業用河川工作物応急対策事業 滓上地区 頭首工工事 

 

   五大工業株式会社 

 

     平成２９年度 海岸保全施設整備事業（侵食対策） 鵜入地区 法面保護工事その２ 


