
                       令 和 ３ 年 １ ０ 月 ２ ７ 日 

土木部監理課建設業振興グループ 
                  担当：中本、竹内（内線 ５０２０） 

TEL ２２５－１７１２ 

農林水産部農業政策課技術管理室 

担当：竹本、林（内線 ４６５３） 

                            TEL ２２５－１６１７ 

 
 

  令和３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 
    令和３年１１月１０日（水） 午後２時から （３０分程度) 
    ※ 表彰式終了後、記念撮影を実施 
 
 
３．知事表彰式の場所 

石川県庁 行政庁舎１１階 １１０５会議室 
 
 
４．式  次  第 
    「令和３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           ２団体 

   （３） 優良河川愛護団体           ３団体 

   （４） 優良砂防監理補助員         １名 

   （５） 優良建設功労者          ２４名 
     （６） 優良建設従業員        ２７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） 



令和３年度国土と交通等に関する知事表彰式次第 
 
 

日 時：令和3年11月10日（水）14:00～   
 

場 所：行政庁舎 11F  1105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           ２団体 

   優良河川愛護団体           ３団体 

   優良砂防監理補助員          １名 

      優良建設功労者            ２４名 

      優良建設従業員           ２７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】

いしお　なおき

金 賞 珠洲市立若山小学校 2年 石尾　直己 ぼくらの町のはしこうじ

かんの　ゆず

銀 賞 かほく市立七塚小学校 3年 神野　ゆず 未来のまち

かじわら　まりあ

北陸学院小学校 4年 梶原　聖愛 増穂浦海岸の砂を守ってくれてありがとう

にした　いと

銅 賞 内灘町立大根布小学校 1年 西田　いと ゆめのなか

こんどう　けいた

北陸学院小学校 2年 近藤　恵太 あさの川大はし

ふじの　かの

内灘町立清湖小学校 4年 藤野　華乃 いつもありがとう

おかだ　ふうた

佳　作 内灘町立大根布小学校 1年 岡田　楓大 げんきをくれるブルーインパルス

よしかわ　ゆいな

内灘町立大根布小学校 1年 吉川　結菜 おとうさんのおしごと

しかやま　ゆいと

七尾市立石崎小学校 2年 鹿山　結人 能登島大橋

たかい　けんしろう

内灘町立白帆台小学校 2年 髙井　健士郎 また乗りたいな、花よめのれん列車

しもたけ　ともひろ

金沢大学附属小学校 5年 下竹　智大 大空へＬet's GO！

すずき　さく

輪島市立河原田小学校 6年 鈴木　咲駈 ぼくらの公式戦

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】

やまがわかんじょうのうつくしいけいかんを
つくるかい

うえさか　ただし

山側環状の美しい景観
を創る会

（金沢市もりの里） 上坂　忠

しらみねくかい こた　よしかず

白峰区会 （白山市白峰） 小田　吉一

【　団体名（所在地）　】 【代　表　者　名】

ひがしながえまちちょうせいかい ひがし　ともゆき

東長江町長成会 （金沢市東長江町） 東　友之

ぬのはしまちちょうないかい たかはし　こうじ

布橋町町内会 （小松市布橋町） 高橋　浩治

ちえんだんたい たけのはししんこうかい なかの　きよひで

地縁団体 竹橋振興会 （河北郡津幡町字竹橋西） 中農　清豪

【代　表　者　名】

かわうち　かつひこ

河内　克彦

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



【　推薦団体　及び　会社名　】 【　氏　　名　】

（一社）石川県建設業協会

おがわ　ひろゆき

小川建設（株） 小川　廣行

じゃこう　としのぶ

（株）麝香重機建設 麝香　敏信

ふじうち　たくろう

橘建設（株） 藤内　拓朗

石川県インテリア事業協同組合

はやし　とみお

（有）北装 林　富雄

（一社）石川県建築士事務所協会

ながむら　みねゆき

（株）長村建築事務所 長村　峰行

（一社）石川県建築組合連合会

あらせ　ひろし

荒瀬建築 荒瀬　弘

やまぎし　みのる

（有）山岸建築 山岸　稔

（一社）石川県交通安全施設業協会

いわみ　のりとし

北陸道路施設（株） 岩見　紀敏

（一社）石川県造園緑化建設協会

うら　まこと

（株）浦造園 浦　誠

優　良　建　設　功　労　者



【　推薦団体　及び　会社名　】 【　氏　　名　】

石川県タイル煉瓦事業協同組合

はるき　よしのり

（有）春木タイル 春木　義則

石川県畳組合連合会

たての　かつのり

畳立野 立野　克典

（一社）石川県地質調査業協会

はなね　ひろし

能登建設（株） 端根　寛

石川県鉄骨工業協同組合

おたけ　よういち

（株）一真 小竹　陽一

かわかみ　ひろたか

（株）川上製作所 川上　裕隆

はしもと　ひでき

（有）橋本鉄工建設 橋本　英樹

まるた　かつ

宇野製作所（株） 丸田　克

石川県電気工事工業組合

まつもと　けんいち

松本電機（株） 松本　賢一

石川県板金工業組合

ながい　のりひさ

（有）ブリキンながい 永井　紀久

石川県板硝子商工協同組合

いしだ　かずひこ

（株）石田ガラス工業 石田　和彦



【　推薦団体　及び　会社名　】 【　氏　　名　】

石川県建具協同組合

ひのもと　まさいち

樋本建具店 樋本　政一

（一社）石川電設協会

ふじもと　こうじ

ツボ電気工事（株） 藤元　浩司

（一社）北陸建設業協会

あさな　よしまさ

浅名工務店 浅名　義政

石川県管工事業協同組合連合会

まるた　みつひこ

ホクトー（株） 丸田　光彦

（公社）石川県浄化槽協会

いけだ　しげかつ

（株）オキシー 池田　成克



【　推薦団体　及び　会社名　】 【　氏　　名　】

（一社）小松能美建設業協会

かめだ　ひろし

一松建設（株） 亀田　浩志

ますた　いくお

本建設工業（株） 枡田　育男

やました　よしかず

石川建設（株） 山下　吉和

(一社)白山野々市建設業協会

うえの　やすとよ

（株）山﨑組 上野　泰豊

(一社)金沢建設業協会

かさま　なおき

鈴木建設（株） 笠間　直樹

こしだ　まこと

真柄建設（株） 越田　誠

はんだ　よしただ

北川ヒューテック（株） 半田　芳忠

ふじい　よしたけ

加州建設（株） 藤井　善剛

みやした　ひろみつ

（株）金沢舗道 宮下　寛充

優　良　建　設　従　業　員



【　推薦団体　及び　会社名　】 【　氏　　名　】

（一社）羽咋郡市建設業協会

いけだ　けんいち

小倉緑化工業（株） 池田　謙一

ますもと　ひろし

南建設（株） 升本　博司

（一社）七尾鹿島建設業協会

なかがわ　よしのり

（株）清水造船建設 中川　由範

（一社）鳳輪建設業協会

たなか　しんりゅう

北能産業（株） 田中　真隆

（一社）珠洲建設業協会

ながい　まさじ

（株）グリーンテック 永井　雅次

（一社）石川県建設コンサルタント協会

きたじま　ひとし

（株）東洋設計 北嶋　均

てんしょう　ともあき

（株）国土開発センター 轉正　智明

やまざき　しげかず

（株）日本海コンサルタント 山﨑　茂和

（一社）石川県交通安全施設業協会

やまだ　かつのり

北国道路標識（株） 山田　勝則

（一社）石川県造園緑化建設協会

たかむら　よしひろ

（株）庭芸社 高村　佳宏



【　推薦団体　及び　会社名　】 【　氏　　名　】

（一社）石川県地質調査業協会

たかはし　みねはる

（株）ホクコク地水 髙橋　峰樹

石川県鉄骨工業協同組合

なかがわ　とおる

（株）ヨネモリ 中川　徹

よしおか　かずお

本田鉄工（株） 吉岡　一夫

（一社）石川県舗装業協会

おおつぼ　まさる

吉田道路（株） 大坪　優

つのお　たいじ

太陽工業（株） 角尾　泰治

（一社）石川電設協会

いわた　せいいち

（株）今出電気商会 岩田　成一

よねざわ　まこと

第一電機工業（株） 米澤　誠

石川県管工事業協同組合連合会

かなもり　としはる

三谷産業（株） 金森　敏治



＜土木部発注分＞

【会社名　及び　工事名】

（株）髙田組

（株）江口組

主要地方道　金沢美川小松線　地方道改築工事（函渠工その３）

石田工業（株）

白山建設（株）

江津小谷　通常砂防工事（２号堰堤工）

加賀建設（株）

金沢港　改修（防波堤（北））工事（その１）

大三建設（株）

都市計画道路　臨港線　無電柱化推進（防災・安全）工事（管路工２工区）

西村建設（株）

主要地方道　金沢田鶴浜線　地方道改築工事（改良１３工区）

小倉建設（株）

主要地方道　金沢田鶴浜線　地方道改築工事（改良１２工区）

優 良 建 設 工 事

金沢城公園整備工事（鼠多門橋）

主要地方道　志賀富来線　橋りょう補修（防災・安全）工事（水の澗橋）（耐震補強工）



（株）北都組

七塚海岸　侵食対策工事（人工リーフ２工区）

兼六・松浦・ほそ川特定建設工事共同企業体

金沢城公園整備（鼠多門）工事（建築）

太陽工業（株）

主要地方道　金沢田鶴浜線　地方道改築工事（舗装９工区）

柴電気工事（株）

金沢城公園整備（鼠多門）工事（電気設備）

中部地下開発（株）

市原３号　急傾斜地崩壊対策工事（法面工）

（株）北都鉄工

金沢城公園整備工事（鼠多門橋）

（株）柿本商会

犀川左岸流域下水道設備１３６号工事（２号送風機電気設備）



＜農林水産部発注分＞ 

 

【会社名  及び  工事名】 

 

髙藤建設工業（株） 

 

     令和２年度 県営林道開設事業 安谷線１工区 開設工事 

 

   （株）山﨑組 

 

     令和２年度 流木防止総合対策事業 原井谷地区 渓間工事 

 

   （株）大河組 

 

     令和２年度 県営震災対策農業施設整備事業 津幡大池地区 堤体工事 

 

   和田内潜建（株） 

 

     令和元年度 県営ほ場整備事業（機構関連型） 西谷内・古江地区 区画整理工事その２ 

 

   寺西建設（株） 

 

     令和元年度 県営ほ場整備事業(機構関連型） 天坂・久田地区 久田工区 区画整理工事 

 

 

 


