
令和４年１１月１５日 
県 土 整 備 部 管 理 課 

 
報道関係者各位 
 

山形県県土づくり感謝状の贈呈について 
 
 県では、公共土木施設等の利用環境の改善、安全性の向上に関し優れた功績のあった

団体及び個人に対し、例年、感謝状を贈呈しています。 
このたび、下記の日程で贈呈式を行いますので、当日取材くださるようお願いします。 

記 
 
１ 日  時  令和４年１１月１８日（金） １３：３０～１４：３０ 
 
２ 場  所  山形県庁 ２階 講堂（山形市松波二丁目８－１） 
 
３ 内  容 （１）感謝状の贈呈 
       （２）記念撮影等 
 
４ 趣  旨  

公共土木施設等の利用環境の改善、安全性の向上に関し優れた功績のあった団体及

び個人に対し、感謝状を贈呈し、美しく、安全・安心な県土づくりの気運醸成を図る。 
 

５ 感謝状贈呈対象者  １０２団体・個人（詳細は別紙のとおり） 
 
６ 贈呈部門 
（１）ボランティア活動関係部門 
  ①道路美化活動部門、②河川・海岸等の美化、環境保全及び愛護意識啓発活動部門 
  ③公園緑地等の保全・美化活動 
（２）業務委託関係部門 
  ①道路情報伝達業務部門、②河川海岸監視、水防・防災業務部門、  

③地すべり急傾斜地巡視業務部門、④道路除雪業務部門 
 

７ その他 
  新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当日の取材については各社原則１名でお

願いします。 
 
 
 

プレスリリース 

【問い合せ先】 

 県土整備部管理課県土強靭化推進室 

        企画主幹 高橋 甚悦 

        電話：023-630-2624 

 報道監 県土整備部次長 土屋 倫朗 



通番 部門 功労者及び団体名 市町村

1 山形ガス管工株式会社 山形市

2 株式会社三和 山形市

3 株式会社山源建設 山形市

4 株式会社仁藤組 山形市

5 小笠原建設株式会社 山形市

6 株式会社カクマ産業 山形市

7 日本地下水開発株式会社 山形市

8 道路環境・美化サークル・宮部組 山形市

9 株式会社後藤建設工業 山辺町

10 小松建設株式会社 山形市

11 黒澤建設工業株式会社 山形市

12 高擶レンジャー株式会社後藤工業 天童市

13 株式会社蜂谷建設 天童市

14 清池１町内会 天童市

15 丸七建設株式会社 天童市

16 株式会社日下部工務所 山形市

17 上野中山間直接支払運営委員会 山形市

18 マイロード金生 上山市

19 石川建設産業株式会社 山形市

20 上山市美咲町地区会 上山市

21 株式会社山形一進社 山形市

22 株式会社建図 寒河江市

23 大東建設株式会社 朝日町

24 楽天会 新庄市

25 株式会社大成技術コンサルタント 舟形町

26 ボランティア・アヅマ協議会 米沢市

27 株式会社イトウ 南陽市

28 手ノ子BP北マイロード 飯豊町

29 手ノ子BP南マイロード 飯豊町

30 松原部落 飯豊町

31 上新田町内会 鶴岡市

32 山形空調株式会社 鶴岡市

33 佐藤建設株式会社 鶴岡市

34 尻地自治会 酒田市

35 寺田 my road 酒田市

36 荘内土木株式会社 酒田市

37 株式会社髙橋工業所 遊佐町

38 佐藤　欣子 酒田市
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道路美化活動
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通番 部門 功労者及び団体名 市町村

令和４年度 山形県県土づくり感謝状　贈呈対象者一覧

39 株式会社クリーンシステム 山形市

40 株式会社深瀬工業所 山形市

41 立谷川の花さかじいさん 天童市

42 プッシュ建設株式会社 山形市

43 ㈱山形企業と馬見ヶ崎川をきれいにする会 山形市

44 八松園株式会社沼川の環境を守る会 寒河江市

45 株式会社マツダ建設 村山市

46 荷口川お掃除隊 河北町

47 株式会社建北社 村山市

48 高谷建設・村山生コン株式会社 村山市

49 丹生工業協同株式会社 尾花沢市

50 ベースボールクラブカネコ 米沢市

51 フットサルカネコ 米沢市

52 堀川町町内会 米沢市

53 袋町町内会 米沢市

54 膳仲町町内会 米沢市

55 南谷地小路町内会 米沢市

56 七軒町町内会 米沢市

57 林泉寺町町内会 米沢市

58 直峰町町内会 米沢市

59 朴沢中河川愛護会 川西町

60 朴沢上河川愛護会 川西町

61 酒町実行会 川西町

62 松尾下実行会 川西町

63 玉庭松尾上地区実行会 川西町

64 上和合 川西町

65 谷地橋上流を綺麗にする会 長井市

66 那須建設株式会社 長井市

67 誉興業 飯豊町

68 一般財団法人田川建設会館 鶴岡市

69 十和建設株式会社 鶴岡市

70 株式会社ヤマムラ 鶴岡市

71 渡部興業株式会社 酒田市

河川･海岸等の
美化、環境保全

及び
愛護意識啓発活動
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通番 部門 功労者及び団体名 市町村

令和４年度 山形県県土づくり感謝状　贈呈対象者一覧

72
公園緑地等の保

全・美化活動
遠藤　友子 山形市

73 小泉　和子 米沢市

74 相蘇　仁也 酒田市

75 佐藤　義幸 鶴岡市

76
河川海岸監視、
水防･防災業務

児玉　昭一 酒田市

77 木川　博 上山市

78 奈良崎　正幸 寒河江市

79 古澤　幸雄 西川町

80 阿部　　馨 朝日町

81 長岡　雄一 朝日町

82 佐藤　守彌 金山町

83 髙橋　久 最上町

84 三浦　友也 鮭川村

85 後藤　勝 南陽市

86 佐藤　勇夫 鶴岡市

87 渋谷　義勝 酒田市

88 志田　喜一 庄内町

89 阿蘓　幸一 酒田市

90 江口　勘四郎 上山市

91 柴田　庄右ヱ門 山辺町

92 木村　源吉 上山市

93 菊池　吉和 河北町

94 大場　錬一 西川町

95 菊地　博信 寒河江市

96 長岡　秀一 朝日町

97 浅岡　幸博 朝日町

98 加藤　良一 戸沢村

99 齊藤　健一 新庄市

100 五十嵐　隆男 鮭川村

101 荒生　孝志 酒田市

102 渋谷　昭雄 酒田市

道路除雪業務

道路情報
伝達業務

地すべり急傾斜地
巡視業務
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