
選考種別 応 募 企 業 代　表　者 工　事　番　号 工　事　名 発 注 機 関 名 建設工事の種類 現場代理人 監理技術者 主任技術者

高知県
知事賞

有限会社 礒部組 代表取締役　礒部　英俊 道改国第1-56号 国道493号(北川道路)道路改築工事 安芸土木事務所 土木一式工事 山田　太一
(退職) ― 元久　卓

高知県
知事賞

新進建設　株式会社
株式会社　大谷興産

代表取締役　小川　裕司
代表取締役　大谷　倫古 連携第2-10号 舟入川事業間連携工事 高知土木事務所 土木一式工事 中島　啓介 藤原　真也

(退職) 多田　浩明

高知県
知事賞

株式会社 谷渕組 代表取締役　谷渕　成 災関治山第901-6号 市宇災害関連緊急治山工事 中央東林業事務所 とび・土工・コンクリート工事 伊與木　康 谷渕　秀二 ―

高知県
知事賞

株式会社 富士建設工業 代表取締役　田内　直人 3か年第30-3号 志奈祢川3か年緊急対策工事 高知土木事務所 土木一式工事 奥村　英利 山本　純平 ―

高知県
知事賞

有限会社 森木組 代表取締役　森木　正一 道交地防安(交安)
第401-016-4号 県道土佐伊野線防災・安全交付金工事 中央西土木事務所 土木一式工事 横山　浩二 ― 保木　龍一郎

優良賞 株式会社 石建組 代表取締役　石建　勝 道交地(1.5車)
第9103-002-1号 県道大久保伊尾木線社会資本整備総合交付金工事 安芸土木事務所 土木一式工事 植田　孝行 ― 畑山　清志郎

優良賞 尾崎建設 株式会社 代表取締役　尾﨑　盛裕 道交地防安(改築)
第9102-014-002号 県道南国伊野線防災・安全交付金工事 高知土木事務所 土木一式工事 山中　淳雄 ― 山中　淳雄

優良賞 尾﨑建設 有限会社 代表取締役　尾﨑　博 床上第1-7号 宇治川(天神ヶ谷川)床上浸水対策特別緊急(その19)工事 中央西土木事務所 土木一式工事 三谷　幸雄 ― 三谷　幸雄

優良賞 株式会社 晃立 代表取締役社長　嶋﨑　勝昭 道交国(改築)
第8109-010-105号 国道494号社会資本整備総合交付金工事 中央西土木事務所

越知事務所 土木一式工事 中澤　智識 田邊　博則 ―

優良賞 株式会社 山興 代表取締役　河野　一郎 環自第26-4号 カルスト学習館再整備外構工事 林業振興・環境部
自然共生課 公園工事 二神　貴登 ― 土釜　槙太郎

優良賞
四国開発　株式会社
大勝建設　株式会社

代表取締役　久米　慶典
代表取締役　高橋　正秀 南国日章(債)第2号 (仮称)南国日章工業団地　団地整備工事 商工労働部

企業誘致課 土木一式工事 土居　弘典 横川　博之 溝渕　耕一郎

優良賞
ジョウトク建設　株式会社

株式会社　津島工業
代表取締役　常徳　和也
代表取締役　山﨑　一徳 連携第2-7号 舟入川事業間連携工事 高知土木事務所 土木一式工事 吉田　新也 吉田　新也 小松　伸也

優良賞
株式会社　清水新星
啓大建設　有限会社

代表取締役　清水　映至
代表取締役　武田　圭吾 連携第2-6号 舟入川事業間連携工事 高知土木事務所 土木一式工事 竹村　稔 竹村　稔 岡林　良

優良賞 株式会社　新創 代表取締役　小松　千代喜 連携第2-5号 舟入川事業間連携工事 高知土木事務所 土木一式工事 岡上　哲久 徳平　長彦 ―

優良賞 杉本土建 株式会社 代表取締役　杉本　貞雄 道交国防安(耐震)
第121-100-0806号 国道197号防災・安全交付金(桃ノ木大橋)工事 須崎土木事務所 とび・土工・コンクリート工事 森田　晃次 ― 市川　剛史

優良賞
須工ときわ　株式会社
南国建興　株式会社

代表取締役　國藤　浩史
代表取締役　鍋島　英典 連携第2-1号 舟入川事業間連携工事 高知土木事務所 土木一式工事 藤田　龍太朗 三好　智 館山　龍次

優良賞 大旺新洋 株式会社 常務執行役員本店長　杉本　和彦 港改修第01-01-2号 高知港改修(重要)工事 高知土木事務所 土木一式工事 山岡　寧光 宮本　俊二 ―

優良賞 有限会社 武政建設 代表取締役　小原　千典 道交国(改築)
第9402-002-2号 国道195号社会資本整備総合交付金工事 中央東土木事務所 土木一式工事 福島　林太朗 ― 寺田　拓也

優良賞 日成土木 株式会社 代表取締役　髙橋　和宏 緊改砂(総中)
第105-3号 行川川砂防設備等緊急改築工事 高知土木事務所 土木一式工事 高橋　秀崇 ― 岡本　德俊

優良賞 有限会社 丸共工業 代表取締役　横井　潔 30災第980-2号 県道大久保伊尾木線道路災害復旧工事 安芸土木事務所 土木一式工事 阿部　勝 ― 阿部　勝

優良賞 有限会社 水田建設 代表取締役　水田　守 道交地防安(交安)
第401-010-2号 県道南国インター線防災・安全交付金工事 中央東土木事務所 土木一式工事 西岡　幸二三 ― 西岡　幸二三

優良賞
ミタニ建設工業　株式会社

福留開発　株式会社
代表取締役　三谷　剛平
代表取締役　大場　将史 連携第4-1号 介良川事業間連携工事 高知土木事務所 土木一式工事 小森　和明 池　英生 吉良　太一

優良賞 株式会社　三谷組 代表取締役　三谷　修一 連携第3-4号 下田川事業間連携(その2)工事 高知土木事務所 土木一式工事 宮地　敏之
(退職) 西森　勇志 ―

優良賞 山本建設 株式会社 代表取締役　山本　浩司 道交地防安(1.5車)
第9103-041-1号 県道秋丸佐賀線防災・安全交付金工事 幡多土木事務所 土木一式工事 打井　幸一 伊勢脇　祐花 ―

優良賞 株式会社 横山工業 代表取締役　横山　初恵 3か年第26-9号 奥田川3か年緊急対策工事 中央西土木事務所 土木一式工事 國行　耕征 ― 伊東　鉄平

令和４年度　高知県優良建設工事施工者表彰　受賞者一覧表


