
東中南予の五十音順

ふ り が な

組　織　名
ふ り が な

代表者名 工　事　名 工　事　箇　所

いづも

いづも（株）
みた　たいら

三田　平
復旧治山工事 今治市菊間町種

えひめさんだんぶろっく

愛媛三段ブロック（株）
やつづか　しゅんじ

八塚　俊二
林道開設工事 西条市丸野

  おのどけん

尾野土建(株)
しらかわ　かずみ

白川　和美
排水路その２工事 西条市玉津

さくらいこうぎょう

桜井工業（株）
たなか　けんいち

田中　賢一
向池改修(その２)工事 今治市杣田

たかいしぐみ

（株）髙石組
たかいし　としろう

髙石　敏朗
復旧治山工事 四国中央市土居町北野

しんわかいはつ

(株)シンワ開発
ひがしやま　かずたか

東山　和孝
大城池改修(その２)工事 松山市堀江町

とみひさ

(株)富久
とみひさ　ごろう

富久 吾郎
山戸池改修(その２)工事 東温市松瀬川

ぬまだけんせつ

(株)沼田建設
ぬまだ　まさよし

沼田 真禎
復旧治山工事 上浮穴郡久万高原町直瀬

よしのどけん

(株)吉野土建
しのはら　せいじ

篠原 聖児
緊急総合治山工事 松山市猿川

あさだぐみ

(株)浅田組
あさだ　はるお

浅田　春雄
治山激甚災害対策特別緊急工事 宇和島市吉田町法花津

えひめけんせつ

愛媛建設(株)
さかもと　しんや

坂本　信哉
田中堰下部(その２)工事 宇和島市三間町成家

とみながけんせつ

冨永建設(有)
とみなが　しょういち

冨永　祥一
復旧治山工事 西予市城川町野井川

はだけんせつ

（株）羽田建設
はだ　やすしげ

羽田　保恵
口目谷池改修工事

南宇和郡愛南町広見
、上大道

ほったけんせつ

堀田建設(株)
きくち やすゆき

菊池　泰行
農道工事 八幡浜市中津川

まつもとぐみ

(有)松本組
まつもと　しんじ

松本　慎二
本浦漁港水産物供給基盤機能保全
工事

宇和島市戸島

愛媛県優良建設工事知事表彰受賞者一覧表（令和４年度）≪農林水産部関係≫



令和４年度　愛媛県優良建設工事知事表彰 【受賞工事一覧】

（農林水産部）

業者名　： いづも（株）

工事名　： 復旧治山工事

工事箇所： 今治市菊間町種

白岩地区

事業概要

業者名　： 愛媛三段ブロック(株)

工事名　： 林道開設工事

工事箇所： 西条市丸野

丸野工区

事業概要

業者名　： 尾野土建(株)

工事名　： 排水路その２工事

工事箇所： 西条市玉津

玉津・下島山地区

事業概要

業者名　： 桜井工業（株）

工事名　： 向池改修（その２）工事　　　

工事箇所： 今治市杣田

波止浜地区

事業概要

［規模：林道開設 L=75.6m　アンカー工 N=47本］

本工事は、県営林道加茂角野線の丸野工区にかかる林
道開設工事である。

現地は岩盤の亀裂・剥離が著しく脆い地質であるう
え、急峻狭隘な地形で、困難な施工条件にもかかわら
ず、高度な技術力と蓄積された経験を生かして、出来
形・外観ともに優れた工事を完成させた。

［規模：堤体工　L=52.4m、洪水吐工 一式］

本工事は、農業用ため池の堤体と取水施設の改修工事
である。

土砂運搬には一般道路を利用する必要があるが、地元
関係者と密に協議しながら、円滑に工事を実施した。ま
た、提体盛土に使用する土は、粘性土であるため、降雨
等の状況により慎重に施工する必要があるが、卓越した
技術力を生かし、厳格な施工管理と工程管理により、出
来形、外観ともに優れた工事を完成させた。

［規模：谷止工 N=1基、V=1166.2m3］

［規模：鋼矢板護岸排水路工　L=210.5m］

本工事は、平成30年7月豪雨災害により荒廃した渓流
に谷止工を施し、土砂流出防止を図る復旧工事である。

工事箇所は、不安定土塊が大量に堆積し、上部崩壊地
に近接するなど困難な施工条件であったが、適切な安全
管理、工程管理を行うとともに、的確な施工技術等によ
り、品質、出来形、外観ともに優れた工事を早期に完成
させた。

本工事は、農地の湛水被害を防止するため水路を整備
して、排水促進を図る工事である。

工事箇所は、地下水位が高いことに加え、住宅に近接
するなど困難な施工条件がであったが、適切な安全管
理・工程管理に努め、遅滞なく工事を完成させた。ま
た、水路の線形は連続する曲線形であったが、卓越した
技術力を生かし、通りもよく、出来形・外観とも優れた
工事を完成させた。



令和４年度　愛媛県優良建設工事知事表彰 【受賞工事一覧】

（農林水産部）

業者名　： (株)髙石組

工事名　： 復旧治山工事

工事箇所： 四国中央市土居町北野

大境地区

事業概要

業者名　： (株)シンワ開発

工事名　： 大城池改修(その2)工事

工事箇所： 松山市堀江町

大城地区

事業概要

業者名　： (株)富久

工事名　： 山戸池改修(その２)工事

工事箇所： 東温市松瀬川

東温地区

事業概要

業者名　： （株）沼田建設

工事名　： 復旧治山工事

工事箇所： 上浮穴郡久万高原町直瀬

古岩屋地区

事業概要

［規模：谷止工 N=１基、 V=566.0m3]

本工事は、令和元年8月の豪雨で荒廃した渓流に谷止
工を施し、土砂流出防止を図る復旧工事である。

工事箇所は、山間奥地の急峻で狭隘な地形であり、且
つ流水量が多い渓流であるなど困難な施工条件であった
が、適切な施工管理と安全対策により、無事に工事を完
成させた。さらに、各種管理資料はもとより、出来形、
外観、出来映えともに優れた工事を完成させた。

［規模：谷止工 N=2基、V=236.1m3、V=366.2m3］

本工事は、農業用ため池の堤体と取水施設の改修工事
である。

土砂運搬や重機進入に際して、住宅街など狭窄地を通
る必要があるため、事前に関係者と入念な協議を行い、
安全な施工に努めた。また、出水期までに排水施設を完
成させるよう工程調整に努め、各種管理資料はもとよ
り、出来形、外観、出来映えともに優れた工事を完成さ
せた。

本工事は、令和２年度の豪雨災害により荒廃した渓流
に谷止工を施し、土砂流出防止を図る復旧工事である。

工事箇所は、不安定土塊が堆積した渓流内であること
に加え、狭隘な渓流内であるため、困難な施工条件で
あったが、適切な安全管理、工程管理を行うとともに、
的確な施工技術等により工事の品質、出来形、外観とも
に優れた工事を早期に完成させた。

本工事は、農業用ため池の堤体と取水施設の改修工事
である。

施工においては、取水施設の管理値を厳しく設定した
自社規格値により仕上げるとともに、既存張ブロックと
の通りとなじみをよく設置するなど、卓越した技術力と
厳格かつきめ細かな施工管理により、出来形、外観とも
に優れた工事を完成させた。

［規模：堤体工 L=17.6m、取水施設　一式]

［規模：堤体工　　L=113m、取水施設　一式]



令和４年度　愛媛県優良建設工事知事表彰 【受賞工事一覧】

（農林水産部）

業者名　： （株）吉野土建

工事名　： 緊急総合治山工事

工事箇所： 松山市猿川

猿川地区

事業概要

業者名　： (株)浅田組

工事名　： 治山激甚災害対策特別緊急工事

工事箇所： 宇和島市吉田町法花津

大谷地区

事業概要

業者名　： 愛媛建設(株)

工事名　： 田中堰下部（その2）工事

工事箇所： 宇和島市三間町成家

田中地区

事業概要

業者名　： 冨永建設(有)

工事名　： 復旧治山工事

工事箇所： 西予市城川町野井川

竜泉地区

事業概要

［規模：頭首工下部工 N=1基］

本工事は、農業用水を河川から取水するための頭首工
改修工事である。

工事箇所は、河川区域内であるため、梅雨等の豪雨時
は被災が懸念されるなど、厳しい現場条件であったが、
適切な安全対策を実施すると共に、社内独自で設定した
厳しい施工管理基準を用いて施工し、出来形、外観とも
に優れた工事を完成させた。

本工事は、平成30年7月豪雨により崩壊した、山腹と
渓流の浸食防止と、不安定土砂の流出防止を図る工事で
ある。

工事箇所は、土質が脆弱であることに加え、通行量の
多い国道56号に隣接した困難な現場条件にもかかわら
ず、高度な技術力と蓄積された経験で、出来形・外観と
もに優れた工事を完成させた。

本工事は令和元年台風17号豪雨により崩壊した渓流に
谷止工を施し、下流への土砂流出防止を図る復旧工事で
ある。

工事個所は、渓流内に不安定な土石と流木が多量に存
在しする困難な施工条件であったが、適正な安全対策と
卓越した施工管理で、出来形、美観ともに優れた工事を
完成させた。

［規模：谷止工 N=１基、V=438.3m3］

本工事は、平成30年7月豪雨により荒廃した山間流域
における渓流の治山工事である。

本件工事箇所は、山間奥地の急峻で狭隘な地形であ
り、且つ流水量が多い渓流であるなど、困難な施工条件
であるにもかかわらず、適切な施工管理と安全対策によ
り、無事に工事を完成させた。さらに、各種管理資料は
もとより、出来形、外観、出来映えともに優れた工事を
完成させた。

［規模：谷止工 N=１基,　V=483.2m3 他］

［規模：谷止工 N=1基、V=728.4m3］



令和４年度　愛媛県優良建設工事知事表彰 【受賞工事一覧】

（農林水産部）

業者名　： （株）羽田建設

工事名　： 口目谷池改修工事

工事箇所： 愛南町広見、上大道

広見地区

事業概要

業者名　： 堀田建設(株)

工事名　： 農道工事

工事箇所： 八幡浜市中津川

八幡浜中央４期地区

事業概要

業者名　： (有)松本組

工事名　： 本浦漁港水産物供給基盤機能保全工事

工事箇所： 宇和島市戸島

本浦漁港

事業概要

［規模：堤体工 Ｌ＝51ｍ、取水施設工　一式、洪水吐工　一式］

本工事は、農業用ため池の堤体と取水施設の改修工事
である。

土砂搬入には町道等公共道を通行するが、路面清掃や
地元調整を積極的に行い、また、洪水吐やブロックマッ
トの施工においては天端の通りと地山との取合に配慮す
るなど、豊富な経験と卓越した技術力を活かし、的確な
施工管理に努め、出来形、外観ともに優れた工事を完成
させた。

［規模：ケーソン進水据付工 N=1函、水中ｺﾝｸﾘｰﾄ工 V=42m3］

本工事は、老朽化した漁港施設を補修し、長寿命化を
図る工事である。

工事個所は、地元漁港施設を利用しながらの施工とな
るが、関係者と事前調整を図り、円滑に施工するととも
に、高度な品質管理、施工管理を行い、出来形、外観と
もに優れた工事を完成させた。

［規模：農道　函渠工 L=11.5m]

本工事は、農道の新設整備に伴い、河川を横断する函
渠の造成工事である。

工事個所は、河川区域内であるため様々な制約がある
困難な施工条件であったが、工程管理を的確に行うとと
もに、独自のコンクリートひび割れ対策を行うなど、品
質確保にも努め、出来形、外観ともに優れた工事を完成
させた。


