
施　　工　　業　　者　　名 代　表　者 現場代理人
工　　　事　　　番　　　号

工　　　事　　　名
工　事　場　所 工　　　　　　　事　　　　　　　概　　　　　　　要

株式会社西森建設

高知県吾川郡仁淀川町長者乙2190
西森　鶴 安井　良人 主任技術者 安井　誠

19災第2‐3号
長者地区地すべり防止
施設災害復旧工事

高知県
吾川郡仁淀川町
長者

当該工事現場周辺は、全国でも特有な大規模蛇紋岩地すべり地帯であ
り、地下水を排除する為の新設排水トンネルからの集排水ボーリング工
事である。

復旧延長　　　　　L=231.0m
集水ボーリング   L=1339.0m（37本）

大旺新洋株式会社

高知県高知市駅前町5番5
尾﨑　憲祐 岡　泰助 監理技術者 森木　宏明

床上第1-005号
萩谷川(新町川防潮水門)
床上浸水対策特別緊急工事

高知県
土佐市
宇佐町宇佐

新町川防潮水門
本工事　函渠工 L=19.3m　護岸工（ブロック積） A=17㎡
附帯工事　カルバート工 L=20m　撤去復旧工1式

入交・福留
開発特定建設工事共同企業体

代表者
入交建設株式会社

高知県高知市单久保4番47号

三谷　斉

※大場　智公
山本　稔治

主任技術者

監理技術者

山本　博

久保　栄一

道改地第2-7号
県道高知单インター線道路改築
（絶海池橋下部工P１～P５）工事

高知県
高知市
高須

絶海池橋下部工 橋脚5基
　〔本工事 仮設工〕
　・工事用道路 取付道路（北側道路L=37.0m・单側道路=64.1m）
　・仮桞橋設置（既設流用材再使用）W=8.0m*L=119.0m
　・作業構台設置・撤去（県有資材使用）W=14.0m*L=17.0m*2基
　・仮締切り工（鋼矢板 圧入,引抜き・土留め鋼材 設置,撤去）1式
　〔本工事 橋脚工〕
　・P1橋脚 H=7.2m コンクリートV=216㎥ 場所打ち杭φ 1.0m*17.5m*10本
　・P2橋脚 H=7.8m コンクリートV=226㎥ 場所打ち杭φ 1.0m*17.5m*10本
　・P3橋脚 H=8.5m コンクリートV=237㎥ 場所打ち杭φ 1.0m*17.0m*11本
　・P4橋脚 H=9.1m コンクリートV=263㎥ 場所打ち杭φ 1.0m*17.5m*12本
　・P5橋脚 H=5.3m コンクリートV=165㎥ 場所打ち杭φ 1.0m*21.5m*8本

大旺新洋株式会社

高知県高知市駅前町5番5
尾﨑　憲祐 伊藤　裕隆 監理技術者 横畠　明彦

道改地第2-8号
県道高知单ｲﾝﾀｰ線
道路改築(坂本橋下部工P2)工事

高知県
高知市
五台山

壁式橋脚 1基
場所打杭 N=16本
橋脚コンクリート V=514㎥
仮桞橋工 1式
土留仮締切工 1式

株式会社谷渕組

高知県高知市单久万29番地2
谷渕　成 高橋　豪紀 主任技術者 高橋　豪紀

道交地（改築）第11-004-2号
県道羽尾琴浜線
地域活力基盤創造交付金工事

高知県
安芸郡芸西村
和食

道路法面工 L=25m（№2+5～№3+10)
切土 V=730㎥
植生基材吹付工 A=740㎡
鉄筋補強土工 N=136本（径19mm)

平成22年度優良建設工事施工者表彰一覧
高知県知事賞

主 任 ・ 監 理 技 術 者



施　　工　　業　　者　　名 代　表　者 現場代理人
工　　　事　　　番　　　号

工　　　事　　　名
工　事　場　所 工　　　　　　　事　　　　　　　概　　　　　　　要

有限会社木下建設

高知県安芸郡奈半利町乙4802
木下　安彦 久保　晴雄 主任技術者 木村　正臣

漁地域第1-4号
加領郷漁港
地域水産物供給基盤整備工事

高知県
安芸郡奈半利町
加領郷

加領郷漁港
　沖防波堤
　消波工
　消波ブロック110t(γ =2.55t/㎥)製作 N=18個

青木建設株式会社

高知県須崎市下分甲667番地18
青木　誠光 松田　和也 主任技術者 市川　公章

道交地（交安）第24-021-3号
県道窪川船戸線
地域活力基盤創造交付金工事

高知県
高岡郡中土佐町
大野見久万秋

土工：切土 V=1982㎥
法面工：ポット苗 N=711本
2号アンカー付土留工
アンカー工 N=40本
場所打擁壁工 N=773㎥

有限会社山中建設

高知県土佐郡大川村上小单川307番地47
笹岡　満夫 吉田　臣吾 主任技術者 吉田　臣吾

基幹第6号
森林基幹道開設事業
長沢川口線3工区工事

高知県
土佐郡大川村
下切

土工開設 　L=244m　舗装延長 L=679m
土工　　　　切土 V=5,334㎥　盛土 V=3,572㎥
擁壁工　　　コンクリート擁壁 V=542.2㎥　かご枠 L=713.2m
法面保護工特殊モルタル吹付工（B） A=347.9㎡
　　　　　　植生シート工 A=3,092.9㎡　植生マット工 A=1,818.8㎡
　　　　　　丸太柵工 L=165.6m　丸太筋工 L=378.8m
排水施設工 1.0式　防護施設工 1.0式
舗装工 As舗装 A=3017.7㎡　仮設工 1.0式　標識工 1.0式

轟・生田・田邊
特定建設工事共同企業体

代表者
株式会社轟組

高知県高知市萩町1丁目5番13号

吉村　文次

※生田　嗣夫

※田邊　聖

山﨑　吉晃
主任技術者

監理技術者

近藤　征孝

福田　泰水

道改国（債）第5-1-1号
国道441号道路改築
（網代トンネル）工事

高知県
四万十市
西土佐橘

トンネル（NATM）本体工 L=1,097m
掘削工 DⅢa L=40.0m　DⅠ-b L=167.0m
　　　　　CⅡ-b　L=146.2m　CⅠ、CⅠ-k L=679.6m
非常駐車帯　L=54.2m　（L・R）　覆工型枠 A=21,288.4㎡
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ V=6,767.0㎥　坑門工（突出型） L=10.0m
ずり処理工　V=79.332.9㎥　中央排水工 L=1,093.6m

高知県知事賞
主 任 ・ 監 理 技 術 者
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株式会社晃立

高知県高知市桜馬場8番20号
嶋﨑　勝昭 田邊　博則 監理技術者 田邊　博則

道改国第6-8号
国道494号道路改築工事

高知県
高岡郡佐川町
丙

道路改良 L=313.0m
道路土工 切土V=15,790㎥　盛土 V=160㎥　残土処理 V=15,650㎥
法面工 ポット苗植栽工 N=3,551本　木柵工 L=1,749.0m
擁壁工 山留擁壁 V=637.0㎥
排水構造物工 側溝工 L=285.0m　排水工 L=242.0m
落石雪害防止工 落石防護柵工 L=170.0m　防護柵工 L=188.0m

单国建興株式会社

高知県单国市十市3149番地
鍋島　理惠 黒河　修 主任技術者 黒河　修

農基第872-103号
十市地区経営体育成基盤
整備水路工事

高知県
单国市
十市

水路工（軽量柵渠工）　L=126.5m

テスク・山本
特定建設工事共同企業体

代表者
協業組合　テスク

高知県宿毛市高砂5387番地122

臼井 誠

※山本　浩司
松岡　潤

主任技術者

監理技術者

平田 雅史

松岡　潤

漁広域第4-2号
沖の島漁港(弘瀬）
広域水産物供給基盤整備工事

高知県
宿毛市
沖の島町弘瀬

沖防波堤　L=20.0m
　　基礎工　L=25.6m
　　本体工　L=20.0m
　　上部工　L=25.2m
　　消波工　L=24.9m

月灘建設株式会社

高知県幡多郡大月町鉾土604-21
新谷　誠 石黒　幸一 主任技術者 清家　和幸

交安地第34-005-2号
県道柏島二ツ石線
交通安全施設等整備工事

高知県
幡多郡大月町
柏島

道路改良工事
施工延長　L=210m
土工 V=15,420㎥
法面工 A=3,950㎡
仮設工 L=210m

株式会社不二土木

高知県吾川郡仁淀川町寺村1459
尾崎　二徳 大原　孝夫 主任技術者 大原　孝夫

漁場保全第702-2号
下名野川№2奥地保安林保全
緊急対策工事

高知県
吾川郡仁淀川町
津江・上名野川

谷止工（2基） No.1 L=23.0m・H=9.0m・V=463.75㎥
　　　　　　　　　No.2 L=19.5m・H=9.0m・V=442.49㎥
護岸工（1基） L=21.5m

有限会社礒部組

高知県安芸郡奈半利町乙3781-1
礒部　昌平 元久　卓 主任技術者 元久　卓

復旧第2号
弘瀬復旧治山工事

高知県
安芸郡北川村
弘瀬

谷止工（コンクリート）1基（水叩き、垂直壁含む）
　H=6.0m　L=22.5m　V=349.5㎥　b=1.5m
No.2床固工（コンクリート） L=23.0m H=3.0m V=130.6㎥
No.3床固工（コンクリート） L=28.0m H=3.0m V=161.8㎥
No.4床固工（コンクリート） L=27.0m H=3.0m V=162.4㎥
No.5床固工（コンクリート） L=18.0m H=3.0m V=96.5㎥
仮設工　1.0式　残土場　かご枠128.0m

晃立・竹内
特定建設工事共同企業体

代表者
株式会社晃立

高知県高知市桜馬場8番20号

嶋﨑　勝昭

※森田　純生
高橋　靖典

主任技術者

監理技術者

久米　将弘

高橋　靖典

道交第22-011-1号
県道石鎚公園線
地方道路交付金(長沢トンネル)工事

高知県
吾川郡いの町
長沢

トンネル工（ＮＡＴＭ） L=49.5m
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福留開発株式会社

高知県高知市单宝永町19番11号
大場　智公 北村　博孝 監理技術者 竹田　一久

住促街第1-1号
都市計画道路はりまや町一宮線
住宅宅地関連公共施設整備工事

高知県
高知市
はりまや町
～桜井町

桞橋下部工　桞橋橋台工（左岸）L=30.5m　（右岸）L=7.0m
　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ V=70.6㎥ 　鉄筋 W=4.5t
　　　　　　　　 鋼管矢板（φ 800） N=25本　卖独基盤杭（φ 600） N=14本
仮橋撤去工 1式　切替舗装 1式
電線共同溝管路工 L=12.8m

株式会社富士建設工業

高知県高知市介良甲924番地1
澤本　健雄 田内　直人 主任技術者 田内　直人

連立第20-18号
JR土讃線連続立体交差事業
比島交差点改良工事

高知県
高知市
比島町
～江陽町外2地区

L型側溝 L=84m、U型側溝 L=12m、円形側溝 L=21m、
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ L=55.6m、縁石 L=22m、雨水桝 N=6基

轟・藤本
特定建設工事共同企業体

代表者
株式会社轟組

高知県高知市萩町1丁目5番13号

吉村　文次

※松村　高明
大﨑　浩一

主任技術者

監理技術者

藤本　政志

柳井　英昭

漁広域第1-1号
室戸岬漁港
広域水産物供給基盤整備工事

高知県
室戸市
室戸岬町津呂

防波堤(2)　嵩上げ L=43.0m
　上部工 L=43.04m
　消波工 L=43.0m

有限会社中澤建設

高知県香单市野市町母代寺130番地
中澤　洋子 中澤　克水 主任技術者 中澤　克水

交安地（統合）第1-6号
県道宮ノ口深渕線
交通安全施設等整備工事

高知県
香美市
土佐山町山田島

道路改良工事
施工延長 L=87.9m
補強土壁工 L=48.0m　坑口壁工 L=34.6m
路側擁壁工 L=52.7m　路盤工 A=1060㎡

有限会社三本建設

高知県須崎市吾井郷乙464
三本　稔彦 橋本　史雄 主任技術者 橋本　史雄

道改国第6-62号
国道494号道路改築工事

高知県
須崎市
吾桑

残土場整備（工事用道路L=121m)
土工 掘削 V=2120㎥
　　　　盛土 V=4900㎥
補強土壁工 A=733㎡
　　排水工 1式

北村商事株式会社

高知県高知市仁井田4606番地2
田中　大藏 西森　正直 主任技術者 野村　一夫

道改国第4-3-1号
国道441号道路改築
(川登3号橋上部工)工事

高知県
四万十市
川登

橋梁上部工 L=49.0m（1径間卖純鋼鈑桁橋）
　鋼材重量 Σ W=134.57t
　RC床版 Σ V=149㎥

有限会社山中建設

高知県土佐郡大川村上小单川307番地47
笹岡　満夫 永野　隆 主任技術者 和田　英明

奥地第201-5号
大川(小单川)奥地保安林
保全緊急対策工事

高知県
土佐郡大川村
小单川

谷止工 （コンクリート・4型）
　　　　　L=43.0m　H=8.0m　V=680.0㎥
間詰工 一式

※施工業者名は知事賞・優良賞とも応募受付順となっています。
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