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問合わせ先

関東地方整備局では、令和２年度に完成した工事、完了した業務の中で、特に優れた成績を
収めた工事、業務、技術者等、また新技術の活用等に積極的に取り組んだ組織等や顕著な効果
のあった新技術の開発者について、下記のとおり表彰を行いますのでお知らせいたします。

記
１．表彰日 令和３年７月１５日（木）

２．表彰件数及び人数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・資料１参照
（１）優良工事関係（対象工事件数１，３４２件）

優良工事 ９６件（８１社※）※（ ）は、重複受賞を除いた社数【特定JVはJVとしてカウント】

優秀工事技術者 ６７名
安全管理優良受注者 ２３７社

（２）優良業務関係（対象業務件数１，６１８件）
優良業務 ８３件（５０社※）※（ ）は、重複受賞を除いた社数【設計共同体は共同体としてカウント】

優秀技術者 ８３名
（３）工事成績優秀企業認定 ６１社 ・・・・・・資料２参照

※１ 上記（１）、（２）の優良表彰工事、優良表彰業務の概要、表彰理由は、
参考資料１～参考資料２を参照願います。

（４）新技術推進技術者・新技術大賞表彰 ・・・・・・資料３参照
（新技術推進技術者表彰 ８件、新技術大賞表彰 １件）

例年であれば、表彰式を行っておりますが、新型コロナウイルスの感染防止の観点
から、受賞される皆様方の健康や安全にもかんがみて、表彰状の送付をもちまして
表彰式に代えさせていただきます。なお、今年度におきましては受賞者リストと局長
のあいさつを動画配信させていただきます。

取扱い ７月１５日（木）以降解禁
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令和２年度優良工事等の表彰について

１．目的
（優良工事表彰）
優良工事表彰は、関東地方整備局発注の工事を受注し、その施工が優秀であって他の

模範とするに足りるものを表彰することにより、技術の向上及び円滑な事業の推進に資
することを目的とした制度です。

（優秀工事技術者表彰）
優秀工事技術者表彰は、関東地方整備局発注の工事を担当した現場代理人及び主任（

監理）技術者の中から表彰を行うことにより、技術者の誇りと資質の向上を図り、円滑
な事業の推進に資することを目的とした制度です。

（安全管理優良受注者表彰）
安全管理優良受注者表彰は、安全管理に優れた受注者を表彰することにより、安全対

策の向上及び円滑な事業の推進に資することを目的とした制度です。

（優良業務及び優秀技術者表彰）
優良業務及び優秀技術者表彰は、その成果及び業務への取り組み方が優秀であり他の

模範となるものを表彰することにより、技術力の向上及び円滑な事業の推進に資するこ
とを目的とした制度です。

２．選定方法
優良工事等の選定は、関東地方整備局及び管内の５３事務所から推薦された河川、道

路、営繕、港湾・空港の工事及び業務の中から、優良工事等選定委員会（港湾空港関係
については表彰審査委員会）において審査を行いました。

３．選定方針
（優良工事）
①当該工事の成績が優良なもの、又はその功績が顕著なもの。
②工事の難易や、創意工夫、安全対策、週休2日への取り組み等が特に優れているもの
、BIM/CIM活用及びICT活用により出来形、品質が優れているもの。

（優秀工事技術者）
①当該工事技術者の担当した工事が優良であり、かつ、工事中における当該工事技術
者の功績が顕著なもの。
②管理能力、技術能力、仕事に対する積極性、誠実性等が優れているもの。

（安全管理優良受注者）
①関東地方整備局発注の全工種（※港湾空港部を除く）及び港湾土木工事において
累計完成工事量が多く、無事故を継続しているもの。

（優良業務及び優秀技術者）
①当該業務の成績が優良なもの、又はその功績が顕著なもの。
②業務計画段階から全体を掌握し、優れた企画力を発揮、積極的で斬新な提案を行う
など創意工夫がみられるもの。
③技術的に高度で複雑な業務を遂行し、優良な成果として取りまとめてあるもの。
④BIM/CIM活用により品質が優れているもの。
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４．表彰される件数、人数（別紙１ ～別紙３参照）

（１）優良工事 ９６件（８１社）

（２）優秀工事技術者 ６７名

（３）安全管理優良受注者 ２３７社

各工種における受注者の内訳

一般土木工事 ：１２０社 、 アスファルト舗装工事 ： １４社

鋼橋上部工事 ： ７社 、 造園工事 ： ４社

建築工事 ： ５社 、 電気設備工事 ： ４社

暖冷房衛生設備工事 ： ３社 、 セメント・コンクリート舗装工事 ： １社

法面処理工事 ： ２社 、 維持修繕工事 ： ４３社

河川しゅんせつ工事 ： ３社 、 機械設備工事 ： １２社

通信設備工事 ： １４社 、 受変電設備工事 ： ３社

港湾土木工事 ： ２社

（４）優良業務 ８３件（５０社）

（５）優秀技術者 ８３名

■参考１ 局長表彰数（工事）の昨年度との比較

■参考２ 局長表彰数（業務）の昨年度との比較

５．工事、業務の概要及び表彰理由

参考資料１ ～ 参考資料２ 参照

６．その他

優良工事等局長表彰の受賞者は、入札契約手続きにおける企業及び担当技術者の技術力評価が

優位になります。
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対象件数 表彰数 対象件数 表彰数

優良業務 平成３年度 83         64

優秀技術者 平成３年度 83         64

種　　別
表彰開始
年度

令和２年度 令和元年度

1,618      1,516

※安全管理優良受注者は、令和２年度より対象を全工種（港湾空港部を除く）及び港湾土木工事としている。

対象件数 表彰数 対象件数 表彰数

優良工事 昭和50年度 96         88

優秀工事技術者 平成元年度 67         68

安全管理優良受注者※ 平成13年度 - 237 - 108

令和２年度 令和元年度
種　　別

表彰開始
年度

1,342      1,055
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別紙１
令和２年度 優良工事・優秀技術者 【局長表彰】 （１／３）

技術者区分 氏名

1 常陸河川国道事務所
Ｈ３０・３１国道５１号神宮橋架替鹿嶋側橋梁下部
他工事

一般土木工事
株式会社淺沼組
　東京本店

○

2 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川右岸鴻巣排水樋管改築工事 一般土木工事
株式会社植木組
　東京本店

監理技術者 田中　紀人

3 下館河川事務所 Ｒ１鬼怒川右岸大渡戸築堤工事 一般土木工事 キムラ工業株式会社 監理技術者 田村　勇樹 ○ ○

4 下館河川事務所 Ｒ１鬼怒川右岸上郷低水護岸災害復旧工事 一般土木工事 株式会社浜屋組 現場代理人 野沢　直紀

5 下館河川事務所 Ｒ１鬼怒川左岸関本上下流築堤工事 一般土木工事 株式会社東日本土木 監理技術者 島田　和幸 ○

6 常総国道事務所 Ｈ３０東関道次木地区函渠工事 一般土木工事 日東エンジニアリング株式会社 監理技術者 多田　洋一郎 ○

7 日光砂防事務所 Ｈ３０芹沢護岸外工事 一般土木工事 小島土建株式会社 監理技術者 滝川　正樹 ○

8 渡良瀬川河川事務所 Ｈ３０秋山川大古屋地先護岸他工事 一般土木工事 河本工業株式会社 現場代理人 武井　一美 ○

9 高崎河川国道事務所
Ｒ１国道５０号前橋笠懸道路二之宮地区外改良そ
の１工事

一般土木工事 瑞穂建設株式会社
現場代理人兼
監理技術者

齋藤　勝利 ○

10 利根川上流河川事務所
Ｒ１利根川右岸仁手低水護岸災害復旧（その４）
工事

一般土木工事 真下建設株式会社 監理技術者 伊藤　俊一郎 ○

11 荒川上流河川事務所 Ｒ１荒川右岸羽根倉橋橋梁部対策工事 一般土木工事 初雁興業株式会社 監理技術者 佐藤　賢己

12 江戸川河川事務所 Ｒ１江戸川右岸山王地先低水護岸災害復旧工事 一般土木工事 松浦建設株式会社 監理技術者 大竹　康雄 ○

13 江戸川河川事務所 Ｒ１江戸川右岸下内川地区基盤整備工事 一般土木工事 川村建設株式会社 監理技術者 梅澤　康弘 ○ ○

14 首都国道事務所 Ｈ３０舞浜立体海側遮音壁工事 一般土木工事 国土開発工業株式会社 監理技術者 角原　猛 ○

15 荒川下流河川事務所 Ｒ１荒川右岸八広六丁目高潮堤防整備工事 一般土木工事
多田建設株式会社
　土木事業本部

監理技術者 天戸　雄介 ○

16 相武国道事務所 ２０号調布（２）共同溝他工事 一般土木工事
２０号調布（２）共同溝他工事安
藤・間・若築特定建設工事共同企
業体

17 京浜河川事務所 Ｈ２７多摩川五反田川放水路樋門築造工事 一般土木工事
西武建設株式会社
  横浜支店

現場代理人 西尾　浩久

18 京浜河川事務所 Ｈ３０多摩川本町低水護岸工事 一般土木工事
株木建設株式会社
　東京本店

監理技術者 鍵山　昌史 ○

19 横浜国道事務所 Ｈ３０横浜湘南道路栄ＩＣ・ＪＣＴ下部（その１）工事 一般土木工事
株式会社新井組
　東京支店

監理技術者 山下　勝久 ○

20 横浜国道事務所 Ｈ３０横浜湘南道路藤沢地区改良（その５）工事 一般土木工事
馬淵建設株式会社
　東京支店

監理技術者 薬袋　真介 ○

21 甲府河川国道事務所 Ｒ１笛吹川右岸高田上護岸工事 一般土木工事 湯澤工業株式会社 ○ ○

22 富士川砂防事務所 Ｒ１白河内工事用道路他工事 一般土木工事 湯澤工業株式会社 監理技術者 井上　圭太 ○

23
利根川ダム統合管理
事務所

八ッ場ダム本体建設二期工事 一般土木工事
八ッ場ダム本体建設工事清水・
鉄建・ＩＨＩ異工種建設工事共同企
業体

24
利根川ダム統合管理
事務所

Ｈ３０上打越地区温泉幹線街路整備他工事 一般土木工事 宮下工業株式会社 現場代理人 登坂　光裕

25
鬼怒川ダム統合管理
事務所

Ｈ２８川俣ダム周辺部補強工事 一般土木工事
株式会社大林組
　東京本店

26 荒川調節池工事事務所 Ｒ１荒川右岸古谷上背割堤築堤工事 一般土木工事 川村建設株式会社
現場代理人兼
監理技術者

千葉　孝一 ○

27
久慈川緊急治水対策
河川事務所

Ｒ１久慈川左岸竹瓦地先河道掘削外工事 一般土木工事 高橋建設工業株式会社 ○ ○

28 常陸河川国道事務所 Ｒ１年度国道５１号潮来市上戸地区舗装修繕工事 アスファルト舗装工事 大勝建設株式会社 現場代理人 岩崎　竹志 ○

29 常陸河川国道事務所 Ｒ１国道５０号下館ＢＰ玉戸地区切廻道路舗装工事 アスファルト舗装工事
株式会社ガイアート
　関東支店

30 高崎河川国道事務所 Ｒ１国道１７号大八木浜尻地区電線共同溝工事 アスファルト舗装工事
株式会社ガイアート
　関東支店

監理技術者 小山　友也 ○

31 北首都国道事務所 Ｒ２国道２９８号八潮地区舗装修繕工事 アスファルト舗装工事
株式会社ガイアート
　関東支店

監理技術者 鈴木　律男 ○

32 千葉国道事務所 Ｒ１国道１６号姉崎海岸舗装修繕その２工事 アスファルト舗装工事
大有建設株式会社
　東京支店

現場代理人 小川　大樹 ○

33 東京国道事務所 Ｒ１国道１４号亀戸地区舗装修繕工事 アスファルト舗装工事
株式会社竹中道路
　東京本店

○

34 東京国道事務所 Ｒ１国道１号霞が関地区舗装修繕工事 アスファルト舗装工事
大成ロテック株式会社
　南関東支社

○

週休
２日

ＩＣＴ
BIM/
CIM

ＮＯ. 事務所 負担行為件名 工種 会社名
優秀技術者
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令和２年度 優良工事・優秀技術者 【局長表彰】 （２／３）

技術者区分 氏名

35 横浜国道事務所 Ｒ１国道２４６号伊勢原電線共同溝その３工事 アスファルト舗装工事
大有建設株式会社
　東京支店

監理技術者 原田　守

36 横浜国道事務所 Ｒ１大磯出張所管内舗装他工事 アスファルト舗装工事
株式会社ＮＩＰＰＯ
　関東第一支店

監理技術者 佐藤　洋一 ○

37 横浜国道事務所 Ｈ３０・Ｒ１神奈川出張所管内舗装修繕他工事 アスファルト舗装工事
前田道路株式会社
　西関東支店

現場代理人 平良　智洋 ○

38 高崎河川国道事務所
Ｒ１国道５０号前橋笠懸道路二之宮・鹿地区歩道
橋上部工事

鋼橋上部工事 株式会社巴コーポレーション
現場代理人兼
監理技術者

田高　清

39 大宮国道事務所 Ｈ３０・３１本庄道路神流川橋上部工事 鋼橋上部工事
日本ファブテック株式会社
　橋梁事業本部

監理技術者 中西　博昭

40 首都国道事務所 Ｈ３０舞浜交差点横断歩道橋上部工事 鋼橋上部工事 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 監理技術者 片山　博司 ○ ○

41 横浜国道事務所 Ｒ１横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ　Ｅランプ橋上部工事 鋼橋上部工事 株式会社横河ブリッジ ○ ○

42 横浜国道事務所 Ｒ１横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ　Ｈランプ１号橋上部工事 鋼橋上部工事 日本車輌製造株式会社 ○

43 甲府河川国道事務所 中部横断大久保沢橋上部工事 鋼橋上部工事
株式会社ＩＨＩインフラシステム
　営業本部　東京営業部

○

44 高崎河川国道事務所 Ｒ２沼田出張所管内緑地管理工事 造園工事 飯塚緑地株式会社
現場代理人兼
主任技術者

佐藤　智 ○

45 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２明治記念大磯邸園事業地管理工事 造園工事 湘南造園株式会社 監理技術者 伊藤　泰行

46 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２武蔵維持管理工事 造園工事 日産緑化株式会社 監理技術者 中村　雄二

47 東京第一営繕事務所
交通安全環境研究所衝突試験棟（仮称）（１９）建
築工事

建築工事
株式会社本間組
　東京支店

現場代理人 町谷　敬太郎

48 東京第二営繕事務所 京橋税務署・中央都税事務所（１６）建築その他工事 建築工事
西松建設株式会社
　関東建築支社

監理技術者 林　佳樹

49 宇都宮営繕事務所 水戸法務総合庁舎（１８）建築その他工事 建築工事
青木あすなろ建設株式会社
　東京建築本店

現場代理人兼
監理技術者

岩谷　由記雄

50 横浜営繕事務所
横浜地方法務局戸塚出張所（２０）建築改修その
他工事

建築工事 小雀建設株式会社 監理技術者 寺澤　大樹

51 甲武営繕事務所 立川防災合同庁舎（２０）建築改修その他工事 建築工事 中村建設株式会社 監理技術者 藤本　秀明 ○

52 東京国道事務所
Ｒ１国道２０号新宿御苑トンネル照明設備設置工
事

電気設備工事 東照工業株式会社 ○

53 東京第一営繕事務所
交通安全環境研究所衝突試験棟（仮称）（１９）電
気設備工事

電気設備工事 東芝プラントシステム株式会社

54 甲武営繕事務所 気象庁清瀬庁舎（１９）電気設備改修その他工事 電気設備工事
栗原工業株式会社
　東京本店

監理技術者 山岸　昭彦 ○

55 東京第二営繕事務所 京橋税務署・中央都税事務所（１６）機械設備工事 暖冷房衛生設備工事
川崎設備工業株式会社
　東部支社

56 宇都宮営繕事務所 栃木地方合同庁舎（１８）機械設備工事 暖冷房衛生設備工事
株式会社精研
　東京本社

現場代理人兼
監理技術者

出倉　健志

57 常陸河川国道事務所 Ｒ１・２国道５１号潮来ＢＰ跨道橋上部工事
プレストレスト・コンク
リート工事

株式会社ＩＨＩインフラ建設
　関東支店

○

58 日光砂防事務所 Ｈ３０馬返崩壊地対策工事 法面処理工事 中村土建株式会社

59 日光砂防事務所 Ｒ１野門沢上流左岸崩壊地対策工事 法面処理工事 株式会社佐藤組 ○

60 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ２常陸川水門外塗装工事 塗装工事 株式会社サトウ塗工社 ○

61 常陸河川国道事務所 Ｈ３１・３２鹿嶋国道管内維持工事 維持修繕工事
株木建設株式会社
　茨城本店

62 下館河川事務所 Ｒ１鬼怒川下流部河道整備工事 維持修繕工事 新井土木株式会社 現場代理人 渡邉　隼平 ○ ○

63 霞ヶ浦導水工事事務所 Ｒ１霞ヶ浦導水那珂機場整備工事 維持修繕工事 株式会社秋山工務店 監理技術者 秋山　正人 ○

64 宇都宮国道事務所 Ｈ３１・３２国分寺管内維持工事 維持修繕工事 川上建設株式会社 監理技術者 松原　幸夫

65 高崎河川国道事務所
Ｒ２国道１７号みなかみ町猿ヶ京温泉地区災害応
急対策工事その３

維持修繕工事 沼田土建株式会社 現場代理人 戸部　浩

66 利根川上流河川事務所 Ｒ２八斗島管内右岸河川維持工事 維持修繕工事 古郡建設株式会社 監理技術者 山中　薫 ○

67 利根川上流河川事務所 Ｒ２目吹守谷管内堤防強化関連整備工事 維持修繕工事 戸邊建設株式会社 監理技術者 高野　憲明

68 大宮国道事務所 Ｈ３０越谷高架橋（下り）耐震補強その１工事 維持修繕工事
株式会社ＩＨＩインフラ建設
　関東支店

○

69 大宮国道事務所 Ｈ３０越谷高架橋（下り）耐震補強その２工事 維持修繕工事
株式会社新井組
　東京支店

○

週休
２日

ＩＣＴ
BIM/
CIM

ＮＯ. 事務所 負担行為件名 工種 会社名
優秀技術者
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令和２年度 優良工事・優秀技術者 【局長表彰】 （３／３）

技術者区分 氏名

70 北首都国道事務所 平成３１・３２年度国道２９８号維持工事 維持修繕工事 株式会社ユーディケー 監理技術者 髙橋　一博 ○

71 千葉国道事務所
Ｈ３１国道３５７号舞浜大橋（山側）橋梁補修その３
外工事

維持修繕工事 株式会社横河ブリッジ 監理技術者 守田　和弘 ○

72 東京国道事務所 Ｒ１国道３５７号葛西高架橋（海側）補修工事 維持修繕工事
鹿島道路株式会社
　東京支店

監理技術者 鈴木　円 ○

73 東京国道事務所 Ｒ１国道２４６号渋谷地区外舗装修繕工事 維持修繕工事
大林道路株式会社
　関東支店

○

74 相武国道事務所 Ｈ３１・３２国道２０号道路維持工事 維持修繕工事
株式会社竹中道路
　東京本店

監理技術者 江面　圭一郎

75 川崎国道事務所 Ｒ２川崎国道事務所管内東地区環境整備工事 維持修繕工事 日工建設株式会社 監理技術者 江添　俊和 ○

76 横浜国道事務所 Ｈ３１・３２保土ヶ谷維持工事 維持修繕工事
株式会社ガイアート
　福島営業所

監理技術者 菊池　剛 ○

77 横浜国道事務所 Ｈ３１・３２神奈川維持工事 維持修繕工事 株式会社日工 監理技術者 関戸　昭彦

78 甲府河川国道事務所 Ｈ３１・３２大月道路維持工事 維持修繕工事 山英建設株式会社
現場代理人兼
監理技術者

三上　貴士

79 甲府河川国道事務所 Ｈ３１・３２大和道路維持工事 維持修繕工事 日本道路建装株式会社

80 甲府河川国道事務所 Ｒ２富士川上流維持工事 維持修繕工事 株式会社望月組土木 ○

81 甲府河川国道事務所 Ｒ２中部横断自動車道維持工事 維持修繕工事 加藤建設株式会社
現場代理人兼
監理技術者

佐野　新一

82 甲府河川国道事務所 Ｒ１大月・富士吉田交通安全対策工事 維持修繕工事 協栄エンジニアリング株式会社 監理技術者 宮下　紀彦 ○

83 長野国道事務所 Ｒ１国道１９号水篠橋補修工事 維持修繕工事
ライト工業株式会社
　長野営業所

監理技術者 倍賞　宙

84 荒川上流河川事務所 Ｈ３０荒川桜区田島河道浚渫工事 河川しゅんせつ工事
株式会社本間組
　東京支店

○ ○

85 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ１新横利根閘門開閉装置整備工事 機械設備工事
豊国工業株式会社
　東京支店

○

86 利根川上流河川事務所 Ｒ１休泊川排水機場ポンプ設備修繕工事 機械設備工事
株式会社荏原製作所
　北関東支社

監理技術者 高橋　精 ○

87 荒川下流河川事務所 Ｒ１岩淵水門ゲート設備他修繕工事 機械設備工事
株式会社ＩＨＩインフラ建設
　関東支店

○

88
利根川ダム統合管理
事務所

Ｒ１藤原ダム利水放流バルブ修繕工事 機械設備工事
西田鉄工株式会社
　関東支店

現場代理人 芥川　聡美 ○

89 利根川上流河川事務所 Ｒ１利根川上流ＣＣＴＶ設備改修工事 通信設備工事 株式会社協和エクシオ ○

90 二瀬ダム管理所 Ｒ２二瀬ダム放流警報表示設備更新工事 通信設備工事 株式会社丸電 主任技術者 諸田　智弘 ○

91 関東技術事務所 Ｒ２関東技術映像表示設備等設置工事 通信設備工事 株式会社協和エクシオ 主任技術者 板垣　吉泰

92 企画部 Ｒ２合同庁舎２号館無停電電源設備更新工事 受変電設備工事 株式会社丸電 現場代理人 浅香　健一 ○

93 千葉港湾事務所
平成３０年度千葉港葛南中央地区岸壁(-10m)改
良工事

港湾土木
若築建設株式会社
　千葉支店

現場代理人兼
監理技術者

坂井　直人 ○

94 東京港湾事務所
平成２９年度東京港臨港道路南北線沈埋函（4号
函・5号函・6号函）製作・築造等工事

港湾土木
五洋・東洋・新日鉄住金エンジ特
定建設工事共同企業体

現場代理人 桑原　直樹

95 京浜港湾事務所
平成３１年度横浜港南本牧地区コンテナヤード整
備工事(その2)

空港等土木
五洋・みらい特定建設工事共同
企業体

現場代理人 石川　信明

96 東京空港整備事務所
平成３０年度東京国際空港国際線地区連絡道路
橋ランプ部上部工事

港湾等鋼構造物
横河NSエンジニアリング・三井住友
建設鉄構エンジニアリング特定建設
工事共同企業体

現場代理人 飯島　良太

週休
２日

ＩＣＴ
BIM/
CIM

ＮＯ. 事務所 負担行為件名 工種 会社名
優秀技術者
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令和２年度 安全管理優良受注者表彰 （１／８）

（１） 一般土木工事

別紙２

会社名 所在地 完成工事件数

1 株式会社 戸室組 栃木県佐野市 5
2 荒木建設工業株式会社　 埼玉県さいたま市 7
3 株式会社　ノバック 兵庫県姫路市 3
4 株式会社　秋山工務店 茨城県日立市 8
5 株式会社　畔蒜工務店 千葉県山武郡 4
6 阿部建設株式会社　 千葉県旭市 3
7 新井土木株式会社　 茨城県常総市 10
8 大昭建設株式会社　 茨城県龍ケ崎市 5
9 株式会社　飯塚工業 山梨県笛吹市 11
10 池下工業株式会社　 群馬県前橋市 13
11 石井工業株式会社　 千葉県香取市 7
12 石川建設株式会社　 群馬県太田市 4
13 磯部建設株式会社　 栃木県日光市 4
14 伊田テクノス株式会社　 埼玉県東松山市 9
15 伊藤組土建株式会社　 北海道札幌市 3
16 井上建設株式会社　 山梨県南巨摩郡 4
17 岩澤建設株式会社　 栃木県足利市 4
18 株式会社　梅原工務店 茨城県常陸太田市 3
19 潮田建設株式会社　 栃木県小山市 6
20 株式会社　内田組 茨城県古河市 3
21 榎本建設株式会社　 栃木県日光市 3
22 大野建設株式会社　 神奈川県愛甲郡 3
23 岡田土建株式会社　 千葉県銚子市 7
24 株式会社　岡部工務店 茨城県日立市 4
25 株式会社　岡谷組 長野県岡谷市 13
26 長田組土木株式会社 山梨県甲府市 14
27 株式会社　鹿熊組 長野県長野市 5
28 鹿島建設株式会社　 東京都港区 3
29 株木建設株式会社　 茨城県水戸市 8
30 川上建設株式会社　 栃木県鹿沼市 4
31 木下建設株式会社　 長野県飯田市 3
32 共立建設株式会社　 東京都渋谷区 17
33 キムラ工業株式会社　 茨城県牛久市 16
34 京成建設株式会社　 千葉県船橋市 3
35 河本工業株式会社　 群馬県館林市 15
36 国際建設株式会社　 山梨県甲府市 5
37 古久根建設株式会社　 東京都文京区 4
38 株式会社　ケージーエム 埼玉県熊谷市 11



8/30

令和２年度 安全管理優良受注者表彰 （２／８）

（１） 一般土木工事

会社名 所在地 完成工事件数

39 小林建設株式会社　 茨城県日立市 4
40 五洋建設株式会社　 東京都文京区 4
41 齋藤建設株式会社　 山梨県甲府市 5
42 斉藤建設株式会社 栃木県日光市 3
43 人の森株式会社　 神奈川県海老名市 3
44 佐田建設株式会社　 群馬県前橋市 8
45 三晃建設株式会社　 栃木県日光市 3
46 株式会社　サンセイ 埼玉県秩父市 6
47 株式会社　山藤組 群馬県桐生市 6
48 株式会社　佐藤組 栃木県大田原市 3
49 清水建設株式会社　 東京都中央区 6
50 常総開発工業株式会社　 茨城県神栖市 8
51 常陽建設株式会社　 茨城県取手市 12
52 株式会社　新光土木 山梨県甲斐市 5
53 菅原建設株式会社　 茨城県水戸市 7
54 関口工業株式会社　 埼玉県志木市 9
55 大協建設株式会社　 栃木県足利市 4
56 大勝建設株式会社　 茨城県神栖市 3
57 大新工業株式会社　 山梨県甲府市 7
58 大成建設株式会社　 東京都新宿区 6
59 高橋建設株式会社　 茨城県行方市 7
60 多田建設株式会社　 東京都江東区 13
61 鉄建建設株式会社　 東京都千代田区 3
62 東鉄工業株式会社　 東京都新宿区 3
63 東邦建設株式会社　 千葉県成田市 9
64 戸邊建設株式会社 千葉県野田市 3
65 株式会社　ナカノフドー建設 東京都千代田区 4
66 中原建設株式会社　 埼玉県川口市 4
67 中村建設株式会社　 東京都立川市 6
68 中村土建株式会社　 栃木県宇都宮市 7
69 長山工業株式会社 茨城県常陸大宮市 4
70 那須土木株式会社　 栃木県大田原市 3
71 日鋪建設株式会社　 東京都世田谷区 4
72 株式会社　波崎建設 茨城県神栖市 4
73 林建設株式会社　 東京都調布市 4
74 株式会社　早野組 山梨県甲府市 7
75 株式会社　ピーエス三菱 東京都中央区 6
76 古郡建設株式会社　 埼玉県深谷市 6
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令和２年度 安全管理優良受注者表彰 （３／８）

（１） 一般土木工事

会社名 所在地 完成工事件数

77 富士島建設株式会社　 山梨県韮崎市 4
78 増子建設株式会社　 茨城県常陸大宮市 5
79 松浦建設株式会社　 千葉県野田市 19
80 松崎建設株式会社　 茨城県潮来市 22
81 松本土建株式会社　 長野県松本市 5
82 都建設株式会社　 群馬県吾妻郡 3
83 宮下工業株式会社　 群馬県前橋市 11
84 宮内建設株式会社　 神奈川県横浜市 3
85 村本建設株式会社　 奈良県北葛城郡 3
86 名工建設株式会社　 愛知県名古屋市 4
87 株式会社　望月組土木 山梨県甲府市 3
88 株式会社　森組 大阪府大阪市 3
89 株式会社　守谷商会 長野県長野市 4
90 谷原建設株式会社　 茨城県つくばみらい市 3
91 株式会社　山中組 栃木県小山市 4
92 萬屋建設株式会社　 群馬県沼田市 7
93 りんかい日産建設株式会社　 東京都港区 4
94 若築建設株式会社　 東京都目黒区 8
95 渡辺建設株式会社　 群馬県吾妻郡 10
96 株式会社　高橋芝園土木 茨城県古河市 5
97 萩原土建株式会社　 千葉県山武郡 4
98 北都建設工業株式会社　 茨城県土浦市 7
99 古谷建設株式会社　 千葉県山武郡 16
100 株式会社　高橋土建 埼玉県川越市 5
101 瑞穂建設株式会社　 群馬県渋川市 5
102 高橋建設工業株式会社　 茨城県水戸市 4
103 奥村組土木興業株式会社　 大阪府大阪市 4
104 日東エンジニアリング株式会社　 茨城県土浦市 13
105 湯澤工業株式会社　 山梨県南アルプス市 16
106 木本建興株式会社　 神奈川県相模原市 4
107 株式会社　堀建設 千葉県野田市 3
108 株式会社　赤塚土木興業 茨城県つくばみらい市 7
109 片岡工業株式会社　 千葉県長生郡 5
110 成友興業株式会社　 東京都あきる野市 3
111 天海建設株式会社　 茨城県稲敷市 4
112 株式会社　新みらい 茨城県つくばみらい市 5
113 株式会社　杉原建設 茨城県稲敷郡 3
114 株式会社　ユーディケー 埼玉県さいたま市 4
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令和２年度 安全管理優良受注者表彰 （４／８）

（１） 一般土木工事

（２） アスファルト舗装工事

（３） 鋼橋上部工事

会社名 所在地 完成工事件数

1 川上建設株式会社　 栃木県鹿沼市 10
2 株式会社　早野組 山梨県甲府市 14
3 株式会社　関電工 東京都港区 8
4 大有建設株式会社　 愛知県名古屋市 9
5 地崎道路株式会社　 東京都港区 9
6 東亜道路工業株式会社　 東京都港区 7
7 常盤工業株式会社　 東京都千代田区 11
8 戸田道路株式会社 東京都中央区 9
9 日瀝道路株式会社　 東京都千代田区 5
10 株式会社　日工 神奈川県横浜市 4
11 フジタ道路株式会社　 東京都中央区 3
12 三井住建道路株式会社　 東京都新宿区 11
13 光洋建設株式会社　 栃木県小山市 4
14 昭和建設株式会社　 茨城県水戸市 4

会社名 所在地 完成工事件数

1 株式会社　横河ブリッジ 千葉県船橋市 3
2 瀧上工業株式会社　 愛知県半田市 5
3 日本ファブテック株式会社 茨城県取手市 5
4 東綱橋梁株式会社　 栃木県下野市 11
5 ＪＦＥエンジニアリング株式会社　 神奈川県横浜市 7
6 株式会社横河ＮＳエンジニアリング 茨城県神栖市 4
7 古河産機システムズ株式会社　 東京都千代田区 3

会社名 所在地 完成工事件数

115 昭和建設株式会社　 茨城県水戸市 9
116 株式会社東日本土木 栃木県佐野市 12
117 前橋地建株式会社　 群馬県前橋市 10
118 大旺新洋株式会社　 高知県高知市 3
119 大勝建設株式会社　 大阪府大阪市 8
120 美才治・清水経常建設共同企業体 群馬県吾妻郡 6
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令和２年度 安全管理優良受注者表彰 （５／８）

（４） 造園工事

（５） 建築工事

（６） 電気設備工事

（７） 冷暖房衛生設備工事

（８） セメント・コンクリート舗装工事

（９） 法面処理工事

会社名 所在地 完成工事件数

1 日産緑化株式会社　 東京都千代田区 8
2 株式会社　日比谷アメニス 東京都港区 3
3 湘南造園株式会社　 神奈川県平塚市 5
4 みかど造園株式会社　 千葉県千葉市 3

会社名 所在地 完成工事件数

1 株式会社　飯塚工業 山梨県笛吹市 3
2 飛島建設株式会社　 東京都港区 4
3 松本建設株式会社　 栃木県真岡市 4
4 大石建設株式会社　 東京都稲城市 5
5 大翔建設株式会社　 東京都葛飾区 5

会社名 所在地 完成工事件数

1 株式会社　丸電 埼玉県さいたま市 7
2 栗原工業株式会社　 大阪府大阪市 4
3 住友電設株式会社　 大阪府大阪市 3
4 タツヲ電気株式会社　 東京都文京区 6

会社名 所在地 完成工事件数

1 日本設備工業株式会社　 東京都千代田区 4
2 株式会社　丹野設備工業所 神奈川県伊勢原市 6
3 株式会社　精研 大阪府大阪市 3

会社名 所在地 完成工事件数

1 株式会社　早野組 山梨県甲府市 4

会社名 所在地 完成工事件数

1 佐田建設株式会社　 群馬県前橋市 3
2 中村土建株式会社　 栃木県宇都宮市 3
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令和２年度 安全管理優良受注者表彰 （６／８）

（10） 維持修繕工事

会社名 所在地 完成工事件数

1 株式会社　秋山工務店 茨城県水戸市 5
2 株式会社　赤塚土木興業 茨城県つくばみらい市 3
3 菊水建設株式会社　 東京都葛飾区 4
4 株式会社　岡谷組 長野県岡谷市 4
5 スバル興業株式会社　 東京都千代田区 4
6 新井土木株式会社　 茨城県常総市 4
7 高橋建設株式会社　 茨城県行方市 6
8 株式会社　サンタキザワ 長野県飯山市 6
9 大坂建鋼株式会社　 茨城県常総市 4
10 日本道路建装株式会社　 山梨県大月市 3
11 株式会社東日本土木 栃木県佐野市 5
12 株式会社　小池組 長野県長野市 4
13 株式会社　山善 神奈川県愛甲郡 3
14 小川工業株式会社　 埼玉県行田市 8
15 船生建設株式会社　 栃木県塩谷郡 5
16 河本工業株式会社　 群馬県館林市 5
17 株式会社　ユーディケー 埼玉県さいたま市 5
18 株木建設株式会社　 茨城県水戸市 6
19 松崎建設株式会社　 茨城県潮来市 6
20 日機道路株式会社　 神奈川県横浜市 5
21 関口工業株式会社　 埼玉県志木市 7
22 戸邊建設株式会社 千葉県野田市 5
23 株式会社　望月組土木 山梨県甲府市 4
24 矢木コーポレーション株式会社　 長野県長野市 7
25 株式会社　八木沢興業 山梨県南巨摩郡 3
26 中島建設株式会社　 群馬県吾妻郡 5
27 株式会社　アジア開発興業 千葉県印西市 6
28 田中建設株式会社　 群馬県佐波郡 5
29 ライト工業株式会社　 東京都千代田区 6
30 東邦建設株式会社　 千葉県成田市 6
31 日本ロード・メンテナンス株式会社　 東京都港区 6
32 株式会社　日工 神奈川県横浜市 5
33 日産緑化株式会社　 東京都千代田区 7
34 潮田建設株式会社　 栃木県小山市 9
35 東照工業株式会社　 東京都渋谷区 6
36 株式会社　早野組 山梨県甲府市 4
37 東亜道路工業株式会社　 東京都港区 5
38 株式会社　横河ブリッジ 千葉県船橋市 5
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令和２年度 安全管理優良受注者表彰 （７／８）

（10） 維持修繕工事

（11） 河川しゅんせつ工事

（12） 機械設備工事

会社名 所在地 完成工事件数

39 常盤工業株式会社　 東京都千代田区 6
40 ショーボンド建設株式会社　 東京都中央区 27
41 川上建設株式会社　 栃木県鹿沼市 12
42 東鉄工業株式会社　 東京都新宿区 17
43 株式会社　阿部工務店 栃木県日光市 9

会社名 所在地 完成工事件数

1 飯田鉄工株式会社　 山梨県笛吹市 12
2 株式会社　荏原製作所 東京都大田区 26
3 佐藤鉄工株式会社　 富山県中新川郡 4
4 新菱工業株式会社　 東京都千代田区 5
5 株式会社　電業社機械製作所 東京都大田区 8
6 株式会社　酉島製作所 大阪府高槻市 5
7 豊国工業株式会社　 広島県東広島市 4
8 株式会社　ミゾタ 佐賀県佐賀市 8
9 株式会社　日立ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｱﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 茨城県土浦市 4
10 クボタ機工株式会社　 大阪府枚方市 5
11 株式会社　日立製作所 東京都千代田区 18
12 株式会社　鶴見製作所 大阪府大阪市 6

会社名 所在地 完成工事件数

1 若築建設株式会社　 東京都目黒区 4
2 東洋建設株式会社　 東京都千代田区 5
3 あおみ建設株式会社　 東京都千代田区 6
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令和２年度 安全管理優良受注者表彰 （８／８）

（13） 通信設備工事

（14） 受変電設備工事

（15） 港湾土木工事

会社名 所在地 完成工事件数

1 株式会社　丸電 埼玉県さいたま市 13
2 沖電気工業株式会社　 東京都港区 4
3 株式会社　協和エクシオ 東京都渋谷区 7
4 株式会社　イートラスト 新潟県長岡市 12
5 ＪＥＳＣＯＳＵＧＡＹＡ株式会社　 群馬県渋川市 8
6 星和電機株式会社　 京都府城陽市 7
7 名古屋電機工業株式会社　 愛知県あま市 5
8 日本無線株式会社　 東京都中野区 16
9 富士通株式会社　 東京都港区 5
10 扶桑電通株式会社　 東京都中央区 13
11 株式会社　ほくつう 石川県金沢市 16
12 エフコム株式会社　 東京都港区 13
13 東芝通信ｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社　 東京都府中市 5
14 株式会社　マルツ電波 福井県福井市 9

会社名 所在地 完成工事件数

1 東照工業株式会社　 東京都渋谷区 4
2 株式会社　イートラスト埼玉 埼玉県行田市 7
3 株式会社　桜電社 東京都港区 6

会社名 所在地 完成工事件数

1 日起建設株式会社 東京都中央区 6
2 信幸建設株式会社 東京都千代田区 5



令和３年度工事成績優秀企業局長認定について

１．背景と目的

国土交通省においては、受注者の適切な選定及び指導育成を図るため、平成１３年３月に

請負工事成績評定要領を定め、地方整備局が発注する直轄工事において、工事の施工状況

や工事目的物の品質等について請負工事成績評定（以下「工事成績評定」という。）を実施し

ているところです。

平成１３年４月施行の「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（以下「適

正化法」という。）では、工事成績評定の結果を原則として公表するなど公共工事の透明性が

求められるとともに、平成１７年４月に施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法

律」においては、公共工事の品質確保にあたり、民間事業者の能力が適切に評価され、そ

れらを一層活用することが求められたところです。

工事成績優秀企業認定は、これらの状況を踏まえ、工事成績評定の透明性確保と民間事

業者の技術力の一層の向上を図ることを目的として創設した制度です。

２．選定方法

工事成績優秀企業は、関東地方整備局（港湾空港部を除く。）において過去２カ年度（平成

３１年４月１日～令和３年３月３１日）に完成した土木工事の工事成績評定結果をもとに、当該

工事を受注した企業の工事成績評定点の平均点を算出し、企業の工事成績評定結果のランキ

ングを作成し（但し、過去２カ年に３件以上、下記１０業種の土木工事を受注した業者に限る。）

、優良工事等選定委員会において審査を行い選定したものです。

■工事成績優秀企業局長認定の対象企業

下記（１）、（２）に該当する工事の実績を３件以上有する企業を対象とし、選定。

なお、（３）に該当する企業については、選定しない。

（１）対象工事

関東地方整備局発注工事で過去２カ年度（平成31年4月1日～令和3年3月31日）に完成した直轄土

木工事。

（２）対象工種

工事請負業者選定事務処理要領に規定された２１工事種別のうち、下記の１０工種を対象とする（※

建築、機械、電気通信等は除く）。

①一般土木工事、②アスファルト舗装工事、③鋼橋上部工事、④セメント・コンクリート舗装工事、

⑤プレストレスト・コンクリート工事、⑥法面処理工事、⑦河川しゅんせつ工事、⑧グラウト工事、

⑨杭打工事、⑩維持修繕工事

（３）その他

（１）、（２）に該当する企業でも優良工事等選定委員会の審査により認定にふさわしくないと認められ

る場合は、選定しない。

３．選定方針

工事成績評定の平均点が８０点以上の企業かつ、工事成績優秀認定企業としてふさわしい

企業。

18/30

資料２



４．認定される企業数等（１／２）
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番号 会社名 所在地 平均点

1 （株）大林組 東京都港区 84

2 （株）安藤・間 東京都港区 82

3 （株）高橋芝園土木 茨城県古河市 82

4 （株）ＩＨＩインフラ建設 東京都江東区 81

5 （株）ＩＨＩインフラシステム 大阪府堺市 81

6 （株）新井組 兵庫県西宮市 81

7 伊田テクノス（株） 埼玉県東松山市 81

8 キムラ工業（株） 茨城県牛久市 81

9 （株）山藤組 群馬県桐生市 81

10 大勝建設（株） 茨城県神栖市 81

11 高橋建設工業（株） 茨城県水戸市 81

12 戸田建設（株） 東京都中央区 81

13 初雁興業（株） 埼玉県川越市 81

14 古河産機システムズ（株） 東京都千代田区 81

15 瑞穂建設（株） 群馬県渋川市 81

16 宮下工業（株） 群馬県前橋市 81

17 （株）横河ＮＳエンジニアリング 茨城県神栖市 81

18 （株）厚木植木 神奈川県厚木市 80

19 岩澤建設（株） 栃木県足利市 80

20 （株）梅原工務店 茨城県常陸太田市 80

21 （株）大森工務所 山梨県富士吉田市 80

22 岡田土建（株） 千葉県銚子市 80

23 （株）鹿熊組 長野県長野市 80

24 鹿島建設（株） 東京都港区 80

25 株木建設（株） 茨城県水戸市 80

26 川村建設（株） 埼玉県幸手市 80

27 （株）関電工 東京都港区 80

28 共立建設（株） 東京都渋谷区 80

29 京成建設（株） 千葉県船橋市 80

30 （株）ケージーエム 埼玉県熊谷市 80

31 河本工業（株） 群馬県館林市 80

32 （株）佐藤組 栃木県大田原市 80

33 （株）佐藤渡辺 東京都港区 80

34 ＪＦＥエンジニアリング（株） 神奈川県横浜市 80

35 （株）島村工業 埼玉県比企郡川島町 80

36 （株）清水インダストリー 群馬県高崎市 80

37 常総開発工業（株） 茨城県神栖市 80

38 常陽建設（株） 茨城県取手市 80

39 菅原建設（株） 茨城県水戸市 80

40 西武建設（株） 埼玉県所沢市 80



４．認定される企業数等（２／２）

５．認定式

今回は工事成績優秀企業認定書の発送をもちまして授与にかえさせていただきます。

６．その他

①認定された工事成績優秀企業は、工事を受注した際には発注者が行う中間技術検査を

省略することができます。また、総合評価方式において企業の評価が優位になります。

②「請負工事成績評定の平均点ランキング」については、別紙４ のとおりです。

番号 会社名 所在地 平均点

41 関口工業（株） 埼玉県志木市 80

42 大旺新洋（株） 高知県高知市 80

43 大勝建設（株） 大阪府大阪市 80

44 大有建設（株） 愛知県名古屋市 80

45 戸邊建設（株） 千葉県野田市 80

46 中島建設（株） 群馬県吾妻郡長野原町 80

47 中村土建（株） 栃木県宇都宮市 80

48 長山工業（株） 茨城県常陸大宮市 80

49 日本ファブテック（株） 茨城県取手市 80

50 （株）ピーエス三菱 東京都中央区 80

51 樋口土木（株） 茨城県稲敷郡阿見町 80

52 （株）美才治林業 群馬県吾妻郡長野原町 80

53 古郡建設（株） 埼玉県深谷市 80

54 真下建設（株） 埼玉県本庄市 80

55 松浦建設（株） 千葉県野田市 80

56 三井住建道路（株） 東京都新宿区 80

57 （株）森組 大阪府大阪市 80

58 （株）ユーディケー 埼玉県さいたま市 80

59 （株）横河ブリッジ 千葉県船橋市 80

60 若築建設（株） 東京都目黒区 80

61 渡辺建設（株） 群馬県吾妻郡嬬恋村 80
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