
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

有限会社礒部組

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

23災第478-3号

国道４９３号道路災害復旧工事

高知県
安芸郡北川村
小島

復旧延長　L=21.2ｍ
　大型ブロック積　A=301m2

有限会社礒部組

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

道交国（特改）第110-101-5号

国道４９３号活力創出基盤整備総合
交付金工事

高知県
安芸郡北川村
小島

橋台工2基（1期施工）

植田興業株式会社

高知県四万十市渡川1-10-25
植田　英久 佐竹　孝介 主任技術者 戸田　康幸

道交地自主（交安）第12-079-2号

県道宗呂中村線活力創出基盤整備総
合交付金工事

高知県
四万十市
間～国見

橋梁下部工
　土工　　　　　　　掘削　V=460m3　盛土　V=75m3
　　　　　　　　　　　残土処理　V=1,200m3
　橋台工  　　　  　逆T式橋台　N=2基
　基礎杭　　　　　　鋼管杭φ 500　A1橋台　N=23本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A2橋台　N=27本
　連節ブロック張　A=579m2
　擁壁工　　　　　　 取付擁壁　V=4.0m3
　構造物撤去工　　Con殻取壊し　V=210m3
　　　　　　　　　　　　As取壊し　A=211m2
　　　　　　　　　　　  舗装版切断　L=37m
　仮設工　　　　　  1.0式
　雑工　　　　　　   1.0式

有限会社木下建設

高知県安芸郡奈半利町乙4802番地
木下　龍二 岡田　盛 主任技術者 木村　正臣

漁生産第12-2号

加領郷漁港水産生産基盤整備工事

高知県
安芸郡奈半利町
加領郷

沖防波堤　1式
  異形ブロック(89.25t型)製作　N=39.0個

（施工業者名は５０音順に記載）

主任・監理技術者

平成25年度優良建設工事施工者表彰一覧

高知県知事賞
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施　　工　　業　　者　　名 代　表　者 現場代理人
工　　　事　　　番　　　号
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工　事　場　所 工　　　　　　　事　　　　　　　概　　　　　　　要

国友商事株式会社

高知県吾川郡いの町小川東津賀才206－2
國友　昭香 津賀　厚次 主任技術者 津賀　厚次

復旧第5号

西川復旧治山工事

高知県
吾川郡いの町
上八川上分

山腹工　A=0.35ha
  のり切工　A=0.0ｍ3
  土留工1基（鋼製)　L=43.0m
  土留工0基（カゴ）　L=0.0ｍ
  水路工（鋼製）　L=33.9m
  暗渠工　L=14.7m
  ボーリング暗渠工　A=0孔（排水ボーリング）　L=0.0ｍ
  柵工（丸太）　L=407.1m
  筋工（丸太）　L=133.5ｍ
  伏工（植生マット）　A=620.8m3

セイワ建商株式会社

高知県高知市南新田町3-27
堀地　幹夫 藤尾　章彦 主任技術者 藤尾　章彦

道交地自主（1.5車）第11-056-2号

県道畑山栃ノ木線地域自主戦略
交付金工事

高知県
安芸市
畑山

ポケット式落石防止網工　A＝860m2

田中・サクセス
特定建設工事共同企業体
代表者
田中建設株式会社
構成員
サクセス工業株式会社

田中　允泰

野村　純司
岡林　秋夫

主任技術者

監理技術者

徳橋　孝之

岡林　秋夫

23災第4-2号

県道庄田伊野線道路災害復旧工事

高知県
高岡郡日高村
柱谷

復旧延長　        L=47.8m
  切土工　         V=780.0m3
  現場吹付法枠　A=1,266.0m2
  鉄筋挿入工　   N=159.0本

有限会社森木組

高知県吾川郡　いの町4972-1
森木　正一 村山　高教 主任技術者 村山　高教

復旧第4号

勝賀瀬復旧治山工事

高知県
吾川郡いの町
勝賀瀬

山腹工　0.3ha
  土留工　2基（鋼製自在枠）　L=86.0m
  水路工（鋼製）　                 L=38.0m
  暗渠工　                           L=32.0m
  柵工　                              L=584.0m
  伏工（植生ﾏｯﾄ）　               A=1,018m2
  仮設工　ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ　        1.0式

株式会社寿工務店

高知県高知市万々４８６番地
企業表彰辞退 除本　成司 監理技術者 除本　成司

道交都自主第2-3号

都市計画道路はりまや町一宮線
地域自主戦略交付金工事

高知県
高知市
一宮

道路改良　施工延長　L=190.1m
  排水工　L=175.7m
  舗装工　A=290.0m2
  仮設工（仮締切工）　N=1式

（施工業者名は５０音順に記載）

主任・監理技術者

高知県知事賞
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岩井建設株式会社

高知県高岡郡梼原町川西路2324番地1
森田　豊秋 加藤　慎治 主任技術者 氏原　悦男

道交地（改築）第101-222-2号

県道中平梼原線活力創出基盤整備総
合交付金工事

高知県
高岡郡梼原町
初瀬

道路改良　L=71.1m
  掘削V=1,360m3　盛土V=770m3　残土処理=480m3
  気泡混合軽量盛土工（FCB工法）V=369m3
  背面抑止工N=8本  法面吹付工A=79m2
  超軽量盛土工（発泡スチロール工:EPS工法）V=257m3
  土留補強土壁工A=16m2
  逆T擁壁工V=96m3階段坂路工V=5.8m3　暗渠工L=15.0m
  路側防護柵工L=76.0m　下層路盤工A=420m2

潮建設有限会社

高知県土佐清水市三崎浦3-13-13
平田　安司 平田　竜司 主任技術者 平田　竜司

道交国自主（防災）第14-276-1号

国道３２１号地域自主戦略交付金工事

高知県
土佐清水市
加久見

施工延長　L=44.0ｍ
　土工　    V=9,345m3
　法面工　 A=1,029m2
　仮設工　 N=1式

潮建設有限会社

高知県土佐清水市三崎浦3-13-13
平田　安司 濵田　貴之 主任技術者 濵田　貴之

道交国自主（防災）第14-276-2号

国道３２１号地域自主戦略交付金工事

高知県
土佐清水市
加久見

施工延長　L=73.5ｍ
　土工　   V=2,832m3
　法面工　A=414m2
　擁壁工　V=191m3
　舗装工　A=93m2
　落石防護柵工　L=66m

栄宝生・サクセス
特定建設工事共同企業体
代表者
栄宝生建設株式会社
構成員
サクセス工業株式会社

山中　栄広

野村　純司
岡林　孝幸

主任技術者

監理技術者

土居　昌次

藤原　芳則

23災第3-1号

一般国道４９４号道路災害復旧工事

高知県
吾川郡仁淀川町
百川内

復旧延長　　　　  L=　  83.0m
  現場吹付法枠  A=1,369.0m2
  仮設防護柵　   L=    81.0m

株式会社三和

高知県高岡郡日高村本郷3020番地2
片田 文隆 川村　渉 主任技術者 川村　渉

道改(特定)第07-08-3号

県道谷地日下停車場線道路改良工事

高知県
高岡郡日高村
戸梶

道路改良延長　L=35.5m
  吹付法枠工     A=582m2
  落石防護柵工　L=39.0m
  側溝工　          L=40.0m
  舗装工　         A=312m2

（施工業者名は５０音順に記載）

優 良 賞

主任・監理技術者
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有限会社武政建設

高知県香美市物部町大栃2863番地5
小原　千典 小山　研介 主任技術者 小山　研介

道交基幹第15号

森林基幹道開設事業
河口落合線６工区工事

高知県
香美市物部町
市宇

林道開設工事  施工延長L=280.0m、幅員4.0m
　　　　　　　　    舗装延長L=121.3m、開設延長(146.9m)
　土   工　切土2,617m3、盛土1,653m3、捨土833m3
　擁壁工　補強土壁434.2m2、コンクリート擁壁480.9m3
　法面保護工　植生基材1,198.3m2、特モル吹付838.5m2
　排水施設工　プレキャストL型側溝115.0m
　道路付属施設工　ガードレール150.5m
　舗装工　アスファルト舗装588.8m2、附帯工一式

株式会社鉄建ブリッジ

高知県南国市岡豊町中島356-1
森下　伸裕 濱田　昭 主任技術者 濱田　昭

道交国（改築）第109-215-12号

国道４９４号活力創出基盤整備
総合交付金（小濱谷橋上部工）工事

高知県
須崎市
吾桑

道路改良
  橋梁上部工（鋼単純合成鈑桁橋）
  橋長　L=４６．０m

有限会社土佐土建

高知県土佐市北地202番地1
西村　髙 松山　博男 主任技術者 高橋　文雄

道交地自主（交安）第12-073-1号

県道家俊岩戸真幸線地域自主戦略
交付金工事

高知県
土佐市
出間東

道路改良工事　延長 Ｌ＝320.0ｍ
  土工　　 切土 V=5,790m3
.　　　　　  盛土 V=3,620m3　路体置換工　延長 L=　46.0m
  山留擁壁工 　V=　456m3
  舗装工　車道部 A=1,250m2　歩道部 A=　339m2
.　　　　　  1号市道 延長 L= 40.0m
.　　　　  　2号市道 延長 L= 71.0m
.　　　　  　2号支道 延長 L=  2.0m

有限会社西村建設

高知県土佐市蓮池465番地
西村　俊朗 西村　俊彦 主任技術者 西村　俊彦

急傾第13-1-23号

森間古急傾斜地崩壊対策工事

高知県
土佐市
用石

コンクリート擁壁工　L=38.3m、Con=493m3

日成土木株式会社

高知県高知市西塚ノ原83－17
高橋　和宏 川上　正光 主任技術者 川上　正光

道交地（改築）第101-220-2号

県道窪川船戸線社会資本整備総合
交付金工事

高知県
高岡郡津野町
岩土

道路改良工事　　　L=887m
　アスファルト舗装　A=4,450㎡
　付帯水路工　　　　L=134.2m
　縁　石　工　　　　　L=70m
　ガードレール工　   L=34m
　転落防止柵工　  　L=14m

（施工業者名は５０音順に記載）

優 良 賞

主任・監理技術者
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有限会社三本建設

高知県須崎市吾井郷乙464
三本　和久 橋本　史雄 主任技術者 橋本　史雄

道交国（改築）第109-215-１号

国道４９４号社会資本整備総合交付金
工事

高知県
須崎市
吾桑

道路改良 L=75m
　切土工 V=4,000m3
　補強土壁工 A=128m2
　場所打函渠工 L=12.35m
　横ボーリング L=150m

株式会社寿工務店

高知県高知市万々４８６番地
企業表彰辞退 森下　哲二 監理技術者 森下　哲二

道交地自主（交安）第13-091-5号

県道桂浜はりまや線地域自主戦略
交付金工事

高知県
高知市
梅ノ辻

電線共同溝（施工延長　L=118.8m）
　管路材設置　L=3,471m
　プレキャストボックス　N=8基
　推進工　L＝14.8m

（施工業者名は５０音順に記載）

優 良 賞

主任・監理技術者


