
会社名（役所名） 氏名

最優秀賞 国土防災技術株式会社 山内 信宏 福岡 福岡県 福岡農林事務所
予防治山事業

石坂4丁目地区治山工事(山腹工)
治山

優秀賞 戸沼岩崎建設株式会社 梅木 優邦 北海道 北海道旅客鉄道株式会社
新夕張駅構内41K423ｍ付近

のり面工新設工事
鉄道

優秀賞 北海道渡島総合振興局 片石 誠矢 北海道 北海道渡島総合振興局 豊浦地区 復旧治山工事 治山

優秀賞 技研興業株式会社 崎玉 将仁 神奈川 神奈川県 藤沢市役所
片瀬山地区避難経路沿線

斜面地対策工事（第2工区）
急傾斜

優秀賞 有限会社アクティー 相羽 雅春 神奈川 横浜川崎治水事務所
平成28年度

急傾斜地崩壊対策工事(公共)107-1
急傾斜

優秀賞 法面プロテクト株式会社 森 正道 滋賀
大津市役所
建設部河川課

平成27年度 急傾斜地防災工事
(滋賀県大津市真野)

急傾斜

優秀賞 双葉建設株式会社 南出 正美 滋賀 滋賀県 西部・南部森林事務所
平成27年度０国債 題51号

復旧治山工事
治山

北海道空知総合振興局
林務課治山係

小林 直樹 北海道 北海道 空知総合振興局
滝ノ上地区

復旧治山工事(H27)
治山

北海道渡島総合振興局 一戸 理 北海道 北海道渡島総合振興局 浦和地区 予防治山工事 治山

北海道渡島総合振興局 佐久田 健太郎 北海道 北海道渡島総合振興局 白符地区 予防治山工事 治山

北海道渡島総合振興局 桐山 泰典 北海道 北海道渡島総合振興局 静浦地区 予防治山工事 治山

北海道渡島総合振興局 中川 貴弘 北海道 北海道渡島総合振興局 原木地区 復旧治山工事 治山

北海道渡島総合振興局 山本 竜太朗 北海道 北海道渡島総合振興局 塩釜１地区 復旧治山工事 治山

北海道渡島総合振興局 成田 道太 北海道 北海道渡島総合振興局 日浦地区 復旧治山工事 治山

戸沼岩崎建設株式会社 吉田 拓郎 北海道 北海道 渡島総合振興局 豊浦地区　復旧治山工事 治山

日本植生株式会社 時光 秀彰 宮城 独立行政法人 都市再生機構
野蒜北部丘陵地区

一次整地工事
急傾斜

東興ジオテック株式会社 髙山 竜人 福島 福島県 会津農林事務所 予防治山2801工事要害地区 治山

株式会社 飛鳥 尾形 潔 栃木 栃木県 矢板森林管理事務所
平成28年度 緊急予防治山事業

法面工工事
治山

株式会社アイビック 阿部 達也 群馬 群馬県 西部環境森林事務所
県単治山事業

(群馬県安中市松井田)
治山

上毛緑産工業株式会社 綿貫 志信 群馬 群馬県 西部環境森林事務所 平成28年度 県単治山事業 治山

株式会社アイビック 阿部 達也 神奈川 鎌倉市 史跡北条氏常盤亭跡防災工事 急傾斜

有限会社アクティー 相羽 雅春 神奈川 藤沢市 計画建築部 開発事業課
片瀬山地区避難経路沿線

斜面地対策工事
急傾斜

有限会社アクティー 相羽 雅春 神奈川
県政総合センター

横須賀三浦地域県総合センター
平成27年度

田浦大作治山工事(公共)
治山

株式会社ダイチ 細野 雄樹 新潟
上越地域振興局地域整備部

上越東維持管理事務所
補地対渓第１３-０１号 柳島地区
27防・安（地すべり）補正工事

急傾斜

日昭建材株式会社 中川 正昭 新潟
新潟県 佐渡地域振興局

農林水産振興部
平成24年度 離島治山施設機能強化工事 治山

株式会社 リターングリーン 宮本 賢二 石川 石川県 松尾　地すべり対策工事 急傾斜

株式会社 地建防災 布俣 真一 岐阜 岐阜県 各務原市役所
鵜沼台一丁目地内みどり坂西側

法面落石対策工事
 

丸ス産業株式会社 島﨑 雅弘 岐阜 JR東海 JR焼石法面災害 鉄道

丸ス産業株式会社 島﨑 雅弘 岐阜 岐阜県 郡上農林事務所
横地公共 地域自主戦略交付金

予防治山事業
治山

双葉建設株式会社 水谷 浩敏 滋賀 滋賀県 南部土木事務所
御園中村地区補助急傾斜地
崩壊対策（総流防）工事

急傾斜

双葉建設株式会社 杉本 光一 滋賀 滋賀県 長浜土木事務所
平成27年度第T631-1号

山東本巣線補助道路修繕工事
道路

法面プロテクト株式会社 本村 康一 滋賀
滋賀県 大津土木事務所

河川砂防課
平成18年度第1-3号

山中地区急傾斜地崩壊対策工事
急傾斜

法面プロテクト株式会社 本村 康一 滋賀
近畿中国森林管理局

京都大阪森林管理事務所
平成24年度 貴船山山腹工事 治山

法面プロテクト株式会社 本村 康一 滋賀 長命寺
重要文化財長命寺本堂他３棟
緊急防災施設耐震改修工事

 

株式会社 伊藤組 橋本 常司 和歌山 和歌山県 西牟婁振興局
平成２８年度 予防 第７号－２

予防治山事業（田辺市秋津川串崎地内）
治山

株式会社 なんば技研 山下 耕作 岡山
岡山県 美作県民局

農林水産事業部 森林整備課
奥地保安林保全緊急対策事業
蒜山上徳山地区 山腹工事

治山

株式会社 なんば技研 森 嘉仁 岡山
岡山県 美作県民局

農林水産事業部 森林整備課
予防治山事業(農山漁村地域整備交付金)

仲間(藤ガトロ)地区　山腹工事
治山

アマノ企業株式会社 亀谷 正輝 広島
広島県 東部農林水産事務所

尾道農林事業所
予防治山事業山腹工事No.6 治山

株式会社 総合開発 藤川 玄二 香川 香川県 中讃土木事務所
(防災･安全社会資本整備交付金)
桃山地区 急傾斜地崩壊対策工事

急傾斜

湯浅工業株式会社 下藤 重雄 高知 国土交通省 土佐国道事務所
平成28年度

越知丁法面対策工事
道路

藤永地建株式会社 中島 幸一 長崎
長崎県 県北振興局
農林部 森林土木課

高島地区予防治山工事 治山

田中工業株式会社 加藤 まゆみ 長崎
長崎県 県央振興局
　農林部 森林土木課

広刈地区復旧治山工事 治山

株式会社 昭大建設 阿比留 武 長崎 長崎県 五島振興局 青砂ヶ浦地区復旧治山工事 治山

今別府産業株式会社 馬場 敬市郎 鹿児島
九州森林管理局
大隅森林管理署

荒西林道牧支線改良工事  
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