
主たる担当職種

（ア）　土木施設愛護ボランティア団体

No. 代表者名 事務所 主な活動場所

鳥取市尚徳町

吉野　恭介 狐川

和田　昭博

岩美町長郷

横田　光男 主要地方道岩美八東線･二級河川小田川

岩美郡岩美町

鍵井　文夫 網代港

深澤　修一

岩美町田後

山根　みち子 田後港

東伯郡琴浦町八橋

亀田　進一 瀬戸川及び管理道

錦織　孝二

米子市尾高

常藤　勝義 米子大山線

西伯郡南部町

吉持　幹 一般県道　福頼市山伯耆大山停車場線

（イ）　優良建設工事施工者

No． 工事種別 施工者

岡田電工株式会社

株式会社吉備総合電設

西日本環境設備株式会社

サンユー技研工業株式会社

3 土木一般 船本建設有限会社

4 土木一般 株式会社大谷組

株式会社ジューケン

株式会社原田建設

6 アンカー工 有限会社プロテクト

7 土木一般 美穂建設株式会社

株式会社原田建設

株式会社ジューケン

9 土木一般 株式会社トラスト

10 土木一般 株式会社さくら建設

11 ＰＣ 株式会社藤原組

12 土木一般 株式会社トラスト

13 アンカー工 株式会社田中組

14 土木一般 やまこう建設株式会社

15 土木一般 こおげ建設株式会社

16 土木一般 株式会社谷口工務店

楠城地区小規模砂防工事

露谷川河川改修工事（橋りょう下部工）

国道１７８号（岩美道路）橋梁下部工事（１工区）（補助）8

電気工事

管工事

建築一般

土木一般

音谷川砂防堰堤工事（６工区）

街路立川甑山線（立川町工区）改良工事（２工区）（交付金）

街路美萩野覚寺線（安長工区）改良工事（３工区）（交付金）

国道１７８号（岩美道路）橋梁床版工事（浦富高架橋）（補助）

私都川発電所建設工事（水圧管路２工区）

県道鳥取国府岩美線（十王峠２工区）改良工事（５工区）（交付金改良）（経済対策）

県道倉吉川上青谷線（桑原工区）道路災害防除工事（交付金）

5

みしま　としお

三嶋　敏男

工事名

鳥取県立中央病院建替整備工事（衛生設備）

（仮称）鳥取砂丘地域ビジターセンター新築工事（建築）

宮塚谷川通常砂防工事

国道１７８号（岩美道路）改良工事（８工区）（補助）

足山地区急傾斜地崩壊対策工事

8 米子 米子港
祇園町2丁目自治会

9 米子
大高前市寿会

田住老人クラブ

1

2

鳥取県立中央病院建替整備工事（電気設備）

10 米子

6 鳥取港湾
田後漁業協同組合女性部

7 中部

4 鳥取港湾
網代あけぼの会老人クラブ

5 鳥取港湾

八橋４区自治会

鳥取市
賀露町自治会

2 鳥取 鳥取環状道路
古市二区植栽ケア

3 鳥取
長郷コスモス会

（２）　鳥取県知事表彰

団体名称

1 鳥取
狐川を美しくする会

長谷川建装
はせがわ　かつみ

内装仕上工
長谷川　克己

株式会社高野組
まつもと　ひろし

建設機械運転工
松本　博志

土工

土工

トンネル工

みやけ　まさと

三宅　正人

やまもと　さとる

山本　悟

株式会社竹内組

株式会社興洋工務店

横山工業株式会社

第１９回　住みよい県土づくり表彰式　受賞者等一覧（敬称略）

有限会社松建工業
たけもり　まさお　

土工
竹森　理雄

有限会社モリサキ
たなか　たかし

屋根工
田中　隆

（１）　国土交通大臣顕彰

所属 氏名

株式会社重道組
たけとし　まさる

舗装工
竹歳　勝



17 土木一般 有限会社宮本組

18 土木一般 株式会社谷口工務店

19 港湾工事 株式会社井木組

20 土木一般 加登脇建設株式会社

21 土木一般 馬野建設株式会社

22 土木一般 打吹建設株式会社

23 土木一般 株式会社共栄組

24 アスファルト 株式会社井木組

25 土木一般 有限会社前嶋組

26 土木一般 馬野建設株式会社

27 土木一般 株式会社クラエー

28 土木一般 株式会社チュウブ

29 アスファルト 株式会社高野組

30 建築一般 福井土建株式会社

大松建設株式会社

株式会社大協組

株式会社岩崎組

32 土木一般 株式会社大協組

33 電気工事 株式会社吉備総合電設

34 土木一般 平井工業株式会社

35 法面保護工 山陰緑化建設株式会社

36 アスファルト 株式会社エイ・エイチ・エイ

37 アスファルト 株式会社エイ・エイチ・エイ

米子ガス産業株式会社

大陽日酸エネルギー株式会社

株式会社大丸水機

39 建築一般 株式会社松本組

40 アスファルト 株式会社ミテック

41 土木一般 株式会社タナカ

42 土木一般 株式会社コーセン

43 土木一般 日南振興株式会社

44 土木一般 有限会社今松工務店

45 土木一般 株式会社かわばた

（ウ）　優良技術者
No. 工事種別 施工者 氏名 役職 工事名

とかね　ひでかず
兜金　秀和

まつもと　のぶひこ
松本　信彦

あらかわ　あきお
荒川　彰夫

なかお　のりよし
中尾　典義

（エ）建設雇用改善優良事業所

代表者

ひらお　よしゆき
平尾　義之

若手優良技術者
No. 氏名

やまかわ　じゅん
山川　純

おくもと　きよのぶ
奥本　清伸

おかむら　しゅうへい
岡村　修平

おかもと　のぶゆき
岡本　伸行

株式会社吉備総合電設

有限会社プロテクト

株式会社谷口工務店

工事名

日野川霞地区河川改修工事

境漁港高度衛生管理型市場整備事業陸送上屋他新築工事（電気設
備）
県道鳥取国府岩美線（十王峠２工区）改良工事（５工区）（交付金
改良）（経済対策）

宮塚谷川通常砂防工事

4 サンユー技研工業株式会社 主任技術者

4

2

3

株式会社寺谷組

建設労働者の常用化の促進に力を入れ、臨時・日雇いの雇用契約はなく、令和元年１１月現在の常用
率、過去１年間の定着率は１００パーセントとなっている他、複数の退職金共済制度に加入してい
る。なお、自社において各種訓練、講習、研修を実施するほか、外部の各種講習、研修を積極的に受
講するなど、能力の開発及び向上の取組を促進している。

（３）　鳥取県県土整備部長表彰

1

施工者

株式会社コーセン

事業所名 表彰理由概要

管工事

鳥取県立中央病院建替整備工事（電気設備）

鳥取県立中央病院建替整備工事（衛生設備）

株式会社吉備総合電設 主任技術者

3 西日本環境設備株式会社 主任技術者

2

板井原川砂防災害復旧工事（２９年災８３号、８４号、１６９号）及び県道智頭用瀬線道
路災害復旧工事（２９年災１８４号）

県営住宅泊港団地屋根改修工事

1 岡田電工株式会社 主任技術者

境漁港高度衛生管理型市場整備事業６号上屋新築工事（建築）

県道米子空港境港停車場線（水木しげるロードリニューアル）車道舗装工事（Ａ－１工
区）（その２）

馬佐良川小規模砂防工事

県道鳥取鹿野倉吉線（竹田橋）橋梁補修工事（７工区）（交付金）

東郷池改修工事（７工区）

日野川霞地区河川改修工事

31

県道横田多里線（上萩山２工区）道路改良工事（その３）（交付金改良）（経済対策）

電気工事

38

建築一般

管工事 境漁港高度衛生管理型市場整備事業陸送上屋他新築工事（機械設備）

県道志子部船岡線道路災害防除工事（志子部Ａ００１工区）（交付金防災）（経済対策）

国道３１３号（倉吉道路）橋梁工事（農道橋）（補助改良）（経済対策）

国道１８１号（宮原工区）舗装補修工事（防災安全交付金）（０県債）

国道１８３号河上Ⅱ期工区道路改良工事（２工区）（交付金改良）

県道長江羽合線（長江工区）歩道設置工事（２工区）（交付金交安）

街路上井羽合線改良工事（１工区）（交付金改良）（経済対策）

天神野地区地域ため池（中尾尻ため池）改修工事（その１）

県道倉吉東伯線舗装補修工事（維持修繕）

国道３１３号（倉吉関金道路）改良工事（８工区）（小鴨～上古川地区）（補助改良）

国道３１３号（倉吉関金道路）改良工事（小鴨地区）（９工区）（補助改良）

国道３１３号（倉吉関金道路）改良工事（上古川～小鴨地区）（１０工区）（補助改良）
（０国債）

俣野地区復旧治山工事（渓流６・７）（経済対策）

福山大口地区河川応急（頭首工改修１期）工事

国道１８１号（岸本バイパス）舗装工事（７工区）（社会交付金）（０県債）

うつし谷川砂防堰堤工事（交付金）（経済対策）

赤松地区復旧治山工事

境漁港高度衛生管理型市場整備事業陸送上屋他新築工事（電気設備）

境漁港高度衛生管理型市場整備事業陸送上屋他新築工事（建築）

国道４３１号（弓ヶ浜工区）自転車道設置工事（１０工区）（防災安全交付金）（０県
債）


