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平成３０年度 優良工事等局長表彰について

記者発表クラブ

竹芝記者クラブ、埼玉県政記者クラブ、神奈川建設記者会、横浜海事記者クラブ

問合わせ先

関東地方整備局では、平成３０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、技術者等について、平成３０年度優良工事等表彰式を
下記により執り行いますのでお知らせいたします。

記
１．日時

令和元年７月１１日（木）１４時３０分から
２．場所

さいたま新都心合同庁舎１号館 ２階講堂

３．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１，０２３件）

優良工事 ７４件（６８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 ６２名
安全管理優良受注者 １０６社

（２）優良業務関係（対象業務件数１，４９９件）
優良業務 ５７件（４０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 ５８名
（３）工事成績優秀企業認定 ３２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３を参照願います。

４．当日の取材について
取材希望の方は、当日１４時００分までに会場にて受付をお願いいたします。
また、写真撮影等は式の進行の妨げにならないようお願いいたします。

取扱い ７月１１日（木）16時00分以降解禁

■優良工事等について（全般関係（港湾空港関係除く））
所属：国土交通省関東地方整備局 企画部
氏名：総括技術検査官 渡邉 稔、技術管理課課長補佐 前田 浩一
電話：048（601）3151 （内3117，3315）

■優良工事等について（港湾空港関係のみ）
所属：国土交通省関東地方整備局 港湾空港部
氏名：工事安全推進室室長 大村 直樹、安全企画係長 近藤 貴洋
電話：045（211）7419 （内5771，5780）
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資料１

平成３０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５１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
、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一般土木工事、アスファルト舗装工事及び港湾・空港土木工
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。
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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 ７４件（６８社）
（２）優秀工事技術者 ６２名
（３）安全管理優良受注者 １０６社※重複1社あり

内訳は、アスファルト舗装工事の受注者： １０社
一般土木工事の受注者 ： ９７社

（４）優良業務 ５７件（４０社）
（５）優秀技術者 ５８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３参照

６．表彰式
表彰式は、関東地方整備局長の他、局内幹部が出席して、優良工事受賞の６８社（重複受賞除

く）と優秀工事技術者受賞の６２名、安全管理優良受注者受賞の１０６社及び優良業務受賞の４０社
（重複受賞除く）と業務を担当した技術者５８名が出席予定であり、局長から表彰状が授与されます。
また、「平成３１年度工事成績優秀企業」認定式も同様に行います。

７．その他
優良工事、優秀工事技術者、安全管理等の工事で表彰された場合は、総合評価落札方式等にお

いて企業の技術力評価が優位になります。
また、優良業務表彰及び優秀技術者表彰を受賞した場合は、それぞれ企業及び担当技術者の技

術力評価が優位になります。

⼀般⼟⽊※ 維持修繕 その他 合計 ⼀般⼟⽊※ 維持修繕 その他 合計

※安全管理優良受注者は、アスファルト舗装、⼀般⼟⽊⼯事、港湾・空港⼟⽊⼯事から選定する制度です。
※⼀般⼟⽊には、港湾⼟⽊、空港等⼟⽊も含めて集計しています。

種別 表彰開始年度
H30

対象件数
Ｈ３０年度表彰数

優良⼯事 昭和50年度
優秀⼯事技術者
安全管理優良受注者※ 平成13年度

平成元年度

H29
対象件数

Ｈ２９年度表彰数

1,023 1,180
26
24
97

10
19 44

38 74
10 28 62

98

20 9 18 47
18 7
89 − 9− 10 107

優良業務 平成３年度 57

種別 表彰開始年度
H30

対象件数

優秀技術者 平成３年度 58
1,499 1,541

49
50

Ｈ30年度
表彰数

H29
対象件数

Ｈ29年度
表彰数
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平成３０年度　優良工事・優秀工事技術者　【局長表彰】

技術者区分 氏名

1 渡良瀬川河川事務所 Ｈ３０花輪地区導流堤下流部外工事 一般土木工事 岩澤建設株式会社 現場代理人 石井　宏幸

2 甲府河川国道事務所 中部横断帯金第２トンネル工事 一般土木工事 戸田建設株式会社　首都圏土木支店
現場代理人兼
監理技術者

清水陽一郎　

3 甲府河川国道事務所 中部横断城山トンネル（その２）工事 一般土木工事 株式会社竹中土木　　東京支店 現場代理人 浦橋　伴仁

4 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｈ２８五十里ダム施設改良工事 一般土木工事 大成建設株式会社 関東支店
現場代理人兼
監理技術者

大西　仁志

5 宇都宮国道事務所 新４号幸主地区改良外工事 一般土木工事 小川工業株式会社 監理技術者 渡辺　修

6 高崎河川国道事務所 渋川西バイパス入沢他改良その１工事 一般土木工事 沼田土建株式会社
現場代理人兼
監理技術者

佐藤　賢一 ○

7 利根川上流河川事務所 Ｈ２９北川辺水防拠点整備工事 一般土木工事 株式会社ケージーエム 現場代理人 飯島　義人 ○

8 利根川上流河川事務所 Ｈ２９赤津樋管撤去工事 一般土木工事 田部井建設株式会社 現場代理人 福留　啓司 ○

9 江戸川河川事務所 Ｈ２９下内川地区外堤防整備工事 一般土木工事 川村建設株式会社 監理技術者 梅澤　康弘 ○

10 京浜河川事務所 Ｈ２９浅川元本郷外築堤護岸工事 一般土木工事 古久根建設株式会社 監理技術者 高橋　康太

11 川崎国道事務所 国道１６号町田立体ランプ他改良工事 一般土木工事 小雀建設株式会社 監理技術者 越田　英孝

12 甲府河川国道事務所 Ｈ２９富士川右岸手打沢排水樋管新設工事 一般土木工事 株式会社新光土木 現場代理人 上松　茂嘉

13 富士川砂防事務所 Ｈ２９尾白川第三砂防堰堤改築工事 一般土木工事 道村建設株式会社 監理技術者 加藤　翼

14 常陸河川国道事務所 Ｈ２９年度国道６号旭高架橋Ｐ８橋脚補修工事 一般土木工事 株式会社新井組　東京支店 － －

15 常総国道事務所 東関道前川橋下部その１工事 一般土木工事 昭和建設株式会社 現場代理人 仙波　朋樹

16 渡良瀬川河川事務所 Ｈ２９秋山川右岸大古屋地先護岸工事 一般土木工事 河本工業株式会社 監理技術者 武井　一美 ○ ○

17 北首都国道事務所 東埼玉道路赤岩地区改良その２工事 一般土木工事 金杉建設株式会社 監理技術者 黒田　健介 ○

18 江戸川河川事務所 Ｈ２９惣新田上地区基盤整備工事 一般土木工事 伊田テクノス株式会社 監理技術者 太田　尚 ○

19 東京国道事務所 日本橋室町三丁目地下歩道その１工事 一般土木工事 佐藤工業株式会社 東京支店 － －

20 京浜河川事務所 Ｈ２９西湘海岸工事用道路整備工事 一般土木工事 株式会社本間組東京支店 監理技術者 福島　茂希

21 横浜国道事務所 Ｈ２９管内改築区間改良（その４）工事 一般土木工事 小雀建設 株式会社 監理技術者 星　雄大

22 江戸川河川事務所 Ｈ２９横須賀地区環境護岸整備工事 一般土木工事 金杉建設株式会社 監理技術者 大島　亮 ○ ○

23 江戸川河川事務所 Ｈ２９中野台地区低水護岸等工事 一般土木工事 松浦建設株式会社
現場代理人兼
監理技術者

松浦　宏統 ○

24 大宮国道事務所 Ｈ２８・２９大宮出張所管内舗装修繕工事 アスファルト舗装工事 世紀東急工業株式会社北関東支店 監理技術者 坂本　修一

25 宇都宮国道事務所 Ｈ２８・２９下野笹原電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 株式会社関電工
現場代理人兼
監理技術者

斉藤　智

26 宇都宮国道事務所 東三島地区改良他工事 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 馬淵　智仁

27 常陸河川国道事務所 Ｈ３０国道５１号潮来舗装修繕工事 アスファルト舗装工事 日東エンジニアリング株式会社 － － ○

28 東京国道事務所 Ｈ３０駒形地区舗装修繕工事 アスファルト舗装工事 株式会社佐藤渡辺　関東支店 － － ○

29 首都国道事務所 舞浜立体海側上部工事 鋼橋上部工事 株式会社横河ブリッジ 監理技術者 得原 大輔

30 宇都宮国道事務所 新４号五霞跨道橋上部工事 鋼橋上部工事 株式会社横河NSエンジニアリング 監理技術者 伊達　涉

31 大宮国道事務所 Ｈ２９・３０笹目橋（上り）耐震補強工事 鋼橋上部工事 株式会社　ＩＨＩインフラ建設　関東支店 － －

32 東京国道事務所 国道２４６号渋谷駅東口歩道橋架替工事 鋼橋上部工事
国道２４６号渋谷駅東口歩道橋架替
工事東急・ＪＦＥ特定建設工事共同企
業体

－ －

33 国営常陸海浜公園事務所 Ｈ３０国営ひたち海浜公園園路改修他工事 造園工事 株式会社水庭農園 現場代理人 遠藤　義之 ○ ○

34 国営昭和記念公園事務所 Ｈ３０昭和維持管理工事 造園工事 日産緑化株式会社 監理技術者 矢野　孝紀 ○

35 常陸河川国道事務所 Ｈ３０鹿嶋国道管内緑地管理工事 造園工事 株式会社千本杉 － － ○

36 長野国道事務所 Ｈ２９・３０上田緑地管理工事 造園工事 林業笠原造園株式会社 － －

37 甲武営繕事務所 荻窪税務署（１８）移転建築改修工事 建築工事 三幸建設工業株式会社
現場代理人兼
監理技術者

渡邊　昭生

38 東京第一営繕事務所 神田税務署（１７）建築改修その他工事 建築工事 飛島建設株式会社首都圏建築支店 監理技術者 上村　直人

39 横浜営繕事務所 横浜税関本関外１件（１７）建築改修その他工事 建築工事 株式会社渡辺組
現場代理人兼
監理技術者

井嶋進也

40 東京第二営繕事務所 国土交通省青海総合庁舎（１６）建築改修工事 建築工事 名工建設株式会社東京支店 監理技術者 山田　晴彦

41 甲武営繕事務所 荻窪税務署（１８）移転電気設備改修工事 電気設備工事 扶桑電機株式会社
現場代理人兼
監理技術者

中島　友幸

42 甲武営繕事務所 気象庁清瀬庁舎（１６）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 現場代理人 宮本　真介

43 甲武営繕事務所 気象庁清瀬庁舎（１６）機械設備改修その他工事 暖冷房衛生設備工事 株式会社　日立プラントサービス
現場代理人兼
監理技術者

折口　悦久

44 東京第一営繕事務所 国立女性教育会館（１８）機械設備改修その他工事 暖冷房衛生設備工事 第一設備工業株式会社関東支店
現場代理人兼
監理技術者

内野　光二

45 甲府河川国道事務所 中部横断醍醐山トンネル舗装（その２）工事 セメント・コンクリート舗装工事 株式会社早野組 － －

46 甲府河川国道事務所 Ｈ３０中部横断醍醐山トンネル舗装工事 セメント・コンクリート舗装工事 鹿島道路株式会社　関東支店 － －

47 甲府河川国道事務所 中部横断椿川橋上部工事 プレストレスト・コンクリート工事 オリエンタル白石株式会社　東京支店 現場代理人 駒勝彦

48 日光砂防事務所 Ｈ２８稲荷川上流崩壊地対策工事 法面処理工事 中村土建株式会社 監理技術者 齊藤　孝宏

会社名工種
優秀工事技術者 週休

2日
ICTNo. 事務所名 工事名

別紙１
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技術者区分 氏名
会社名工種

優秀工事技術者 週休
2日

ICTNo. 事務所名 工事名

49 相武国道事務所 Ｈ２９吉野地区（その１）他防災工事 法面処理工事 日特建設株式会社　東京支店 監理技術者 清水　敏行

50 霞ヶ浦河川事務所 Ｈ３０常陸川水門塗装工事 塗装工事 株式会社サトウ塗工社 主任技術者 佐藤　優子

51 大宮国道事務所 Ｈ２９・３０熊谷維持工事 維持修繕工事 小川工業株式会社 現場代理人 森　真一郎

52 北首都国道事務所 平成２９年度潮郷橋取付橋他橋梁補修補強工事 維持修繕工事 東鉄工業株式会社埼玉支店 現場代理人 中川　貴史

53 利根川下流河川事務所 Ｈ３０北千葉導水路第一導水路区間補修工事 維持修繕工事 株式会社アジア開発興業 監理技術者 山田　輝夫 ○

54 千葉国道事務所 Ｈ２８・Ｈ２９国道１２７号金谷地区他防災対策工事 維持修繕工事 ライト工業株式会社　関東防災統括支店 監理技術者 宮川　洋二　

55 荒川下流河川事務所 Ｈ２８荒川左岸新芝川排水機場耐震対策工事 維持修繕工事 株式会社近藤組　関東支店 監理技術者 澤田　斉

56 利根川上流河川事務所 Ｈ３０八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 現場代理人 山中　薫

57 江戸川河川事務所 Ｈ２９・３０運河河川維持工事 維持修繕工事 戸邊建設株式会社
現場代理人兼
監理技術者

迫田　栄光

58 千葉国道事務所 Ｈ３０国道３５７号秋津第一歩道橋補修工事 維持修繕工事 株式会社横河ブリッジ
現場代理人兼
監理技術者

高草木　智也

59 千葉国道事務所 Ｈ２９国道１６号木更津大橋（下り）橋梁補修工事 維持修繕工事 ショーボンド建設株式会社　千葉支店
現場代理人兼
監理技術者

大野　達也

60 長野国道事務所 Ｈ２９借宿跨道橋補修工事 維持修繕工事 木下建工株式会社 監理技術者 鷹野　正明

61 荒川下流河川事務所 Ｈ２９荒川左岸臨海緊急用船着場浚渫工事 河川しゅんせつ工事 若築建設株式会社東京支店 監理技術者 柿本　政二 ○

62 甲武営繕事務所 八王子区検察庁仮庁舎（Ｈ３０）新営工事 プレハブ建築工事 大和リース株式会社　東京本店
現場代理人兼
監理技術者

掛川　智宏

63 利根川下流河川事務所 Ｈ２８北千葉導水路操作制御設備修繕工事 機械設備工事 株式会社荏原製作所 東京支社 監理技術者 石田　博之

64 相模川水系広域ダム管理事務所 Ｈ３０宮ヶ瀬ダム流木止設備改修工事 機械設備工事
ゼニヤ海洋サービス株式会社
東京営業所

主任技術者 服部　浩二 ○

65 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｈ３０川俣ダム主放流設備修繕工事 機械設備工事 佐藤鉄工株式会社　東京営業所
現場代理人兼
監理技術者

前原　毅

66 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｈ２９五十里ダム施設改良電気通信設備工事 通信設備工事
三菱電機システムサービス株式会
社

現場代理人兼
監理技術者

河合　敦

67 甲府河川国道事務所 中部横断下部温泉早川六郷ラジオ再放送設備他工事 通信設備工事 日本電子サービス株式会社 監理技術者 久保田　晃史

68 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｈ２９管内迂回通信網ＩＰ伝送設備更新工事 通信設備工事 富士通株式会社 主任技術者 田中　良重

69 利根川ダム統合管理事務所 Ｈ３０利根ダム管内電源設備工事 受変電設備工事 千代田電興株式会社 － － ○

70 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ２９八ッ場ダム高圧受変電設備工事 受変電設備工事 富士電機株式会社 － －

71 江戸川河川事務所 Ｈ３０坂川分派揚水機場電気設備改修工事 受変電設備工事 株式会社有電社　東京支店
現場代理人兼
監理技術者

森山　秀樹 ○

72 鹿島港湾・空港整備事務所 鹿島港外港地区南防波堤築造工事（その３） 港湾土木工事 五洋建設株式会社 東京土木支店 現場代理人 井手口　佑

73 鹿島港湾・空港整備事務所 鹿島港外港地区中央防波堤付属施設築造工事(その2) 港湾土木工事 株式会社本間組東京支店 監理技術者 渡辺　努

74 東京空港整備事務所 東京国際空港国際線地区連絡道路橋ランプ部下部工事(その2) 空港土木工事 若築建設株式会社 東京支店 監理技術者 岡村　純
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参考資料１

平成３０年度 優良工事及び優秀工事技術者
局長表彰の概要及び表彰理由



ふりがな

会社名

ふりがな

技術者名

ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

完成又は施工状況写真

優良工事及び優秀工事技術者局長表彰の概要及び表彰理由

戸邊建設株式会社

とべけんせつかぶしきがいしゃ

平成30年4月1日 平成31年3月31日

さこた　えいみつ

職種 現場代理人兼監理技術者
迫田　栄光

Ｈ２９・３０うんがかせんいじこうじ

Ｈ２９・３０運河河川維持工事

江戸川河川事務所

　本工事は、運河出張所管内（千葉県野田市、流山市、柏市）の堤防、護岸等の維持及び修繕、
不法投棄及び漂着物等による塵芥の収集・処分、河川管理上の支障物件の撤去等、広範囲にわ
たる平常時及び緊急時の河川維持・修繕、応急対策等を実施する工事である。
　主な工事内容は、施工延長 約３０ｋｍ、堤防除草工　約２１０万ｍ２、芝養生工　約５万ｍ２、維
持修繕工　１式である。

　本工事は、運河出張所が所管する江戸川左岸、利根運河左右岸の広域的な範囲に渡り、除草
作業はもちろん、河川維持並びに応急対策等について、緊急時など迅速かつ臨機な対応により施
工を行った。
　除草工においては、大型遠隔操作式草刈機を使用し、従来のハンドガイド式草刈機との施工
性、経済性などの比較を行い、今後の活用方策検討のための基礎調査を積極的に行った。また、
刈草処分工における現地焼却の際も排煙対策として、活性炭を利用した減煙対策を行い、環境に
配慮した作業を行い、苦情もなく施工を行った。
　安全衛生においては、作業員に対し様々な安全衛生教育や講習会を実施し、安全管理に努め、
地元イベントに積極的に参加するなど地域とのコミュニケーションも良好であり、広範囲に渡る工
事でありながら、事故もなく無事に工事を完成させた。

　本工事は維持工事であり、地域の方々の要望や苦情などを踏まえた施工が求められるが、監理
技術者は地域とのコミュニケーション能力はもちろん、日々の段取りをしっかり見極め、次々と発生
する問題点を段取りよくスムーズに処理した。
　また、新たな取り組みである大型遠隔操作式草刈機の使用においても、各種提案を行い、安全
管理や品質・出来形管理など質の高い工事を行う視点で積極的かつ主体的に施工を行った。
　その結果、特に苦情やトラブルもなく広範囲に渡る工事を無事故で完成させたことは、優秀工事
技術者として表彰に値するものである。

大型遠隔操作式草刈機施工状況 現地焼却設備参考資料１－57


