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氏名：工事安全推進室室長 大村 直樹、安全企画係長 遠藤 武志
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令和２年７月１３日(月)

国土交通省関東地方整備局企画部

記 者 発 表 資 料

令和元年度 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、令和元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、新技術の活用と普及等に積極的に取り組んだ組織及び職
員について、下記のとおり表彰等を行いますのでお知らせいたします。

記
１．表彰日 令和２年７月１５日（水）

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１，０５５件）

優良工事 ８８件（８０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 ６８名
安全管理優良受注者 １０８社

（２）優良業務関係（対象業務件数１，５１６件）
優良業務 ６４件（４２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 ６４名
（３）工事成績優秀企業認定 ３８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）新技術推進技術者表彰 ８件 ・・・・・・資料３参照
（新技術の活用と普及の取組 ４件、職務発明・創意工夫 ４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鑑みて、表彰状等を送付することで表彰式
に代えさせていただくことになりました。

取扱い ７月１５日（水）14時00分以降解禁
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資料１

令和元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５０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。
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 ８８件（８０社）
（２）優秀工事技術者 ６８名
（３）安全管理優良受注者 １０８社

内訳は、アスファルト舗装工事の受注者： １４社
一般土木工事の受注者 ： ９４社

（４）優良業務 ６４件（４２社）
（５）優秀技術者 ６４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。

種別 表彰開始年度
令和元年度 令和元年度表彰数 平成３０年度 平成３０年度表彰数

対象件数 一般土木※ 維持修繕 その他 合計 対象件数 一般土木※ 維持修繕 その他 合計

優良工事 昭和５０年度

1,055
24 27 37 88

1,023
26 10 38 74

優秀工事技術者 平成元年度 21 20 27 68 24 10 28 62
安全管理優良受注者※ 平成１３年度 94 － 14 108 97 － 10 107
※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
令和元年度 令和元年度 平成３０年度 平成３０年度

対象件数 表彰数 対象件数 表彰数
優良業務 平成３年度

1,516
64

1,499
57

優秀技術者 平成３年度 64 58
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表彰件数

		

				種別 シュベツ		表彰開始年度 ヒョウショウカイシネンド		Ｈ２５年度表彰数 ネンドヒョウショウスウ								Ｈ２４年度表彰数 ネンドヒョウショウスウ														種別 シュベツ		表彰開始年度 ヒョウショウカイシネンド		Ｈ２５年度
表彰数 ネンドヒョウショウスウ		Ｈ２４年度
表彰数 ネンドヒョウショウスウ

								一般土木 イッパンドボク		維持修繕 イジシュウゼン		その他 タ		合計 ゴウケイ		一般土木 イッパンドボク		維持修繕 イジシュウゼン		その他 タ		合計 ゴウケイ

				優良工事 ユウリョウコウジ		昭和50年度 ショウワネンド		38		12		18		68		34		9		21		64								優良業務 ユウリョウギョウム		平成３年度 ヘイセイネンド		42		43

				優秀工事技術者 ユウシュウコウジギジュツシャ		平成元年度 ヘイセイガンネンド		34		11		17		62		28		6		16		50								優秀技術者 ユウシュウギジュツシャ		平成３年度 ヘイセイネンド		42		43

				安全管理優良受注者 アンゼンカンリユウリョウジュチュウシャ		平成13年度 ヘイセイネンド		94		－		15		109		78		－		10		88

				※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。 アンゼンカンリユウリョウジュチュウシャホソウイッパンドボクコウジコウワンクウコウドボクコウジセンテイセイド

				種別 シュベツ		表彰開始年度 ヒョウショウカイシネンド		H30
対象件数 タイショウケンスウ		Ｈ３０年度表彰数 ネンドヒョウショウスウ								H29
対象件数 タイショウケンスウ		Ｈ２９年度表彰数 ネンドヒョウショウスウ

										一般土木※ イッパンドボク		維持修繕 イジシュウゼン		その他 タ		合計 ゴウケイ				一般土木※ イッパンドボク		維持修繕 イジシュウゼン		その他 タ		合計 ゴウケイ

				優良工事 ユウリョウコウジ		昭和50年度 ショウワネンド		1,023		26		10		38		74		1,180		20		9		18		47

				優秀工事技術者 ユウシュウコウジギジュツシャ		平成元年度 ヘイセイガンネンド				24		10		28		62				18		7		19		44

				安全管理優良受注者※ アンゼンカンリユウリョウジュチュウシャ		平成13年度 ヘイセイネンド				97		－		10		107				89		－		9		98

				※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。 アンゼンカンリユウリョウジュチュウシャホソウイッパンドボクコウジコウワンクウコウドボクコウジセンテイセイド

				※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。 イッパンドボクコウワンドボククウコウトウドボクフクシュウケイ

				種別 シュベツ		表彰開始年度 ヒョウショウカイシネンド		H28
対象件数 タイショウケンスウ		Ｈ28年度
表彰数 ネンドヒョウショウスウ		H27
対象件数 タイショウケンスウ		Ｈ27年度
表彰数 ネンドヒョウショウスウ

				優良業務 ユウリョウギョウム		平成３年度 ヘイセイネンド		1,611		48		1,582		36

				優秀技術者 ユウシュウギジュツシャ		平成３年度 ヘイセイネンド				48				40





平均点

		

				Ｈ２７		Ｈ２６

		最高点 サイコウテン		85		85

		最低点 サイテイテン		55		54

		平均点 ヘイキンテン		76.7		76.5

				Ｈ２６		Ｈ２５

		最高点 サイコウテン				85

		最低点 サイテイテン				37

		平均点 ヘイキンテン				76.0

				Ｈ２６		Ｈ２５

		最高点 サイコウテン				85

		最低点 サイテイテン				37

		平均点 ヘイキンテン				76.0

										業種 ギョウシュ		土木関係建設
コンサルタント業務 ドボクカンケイケンセツギョウム		測量・調査 ソクリョウチョウサ		地質調査業務 チシツチョウサギョウム		建築関係建設コンサルタント業務 ケンチクカンケイケンセツギョウム		補償関係コンサルタント業務 ホショウカンケイギョウム		Ｈ２７全体 ゼンタイ		（参考）
Ｈ２６全体 サンコウゼンタイ

										最高点 サイコウテン		84		82		82		81		82		84		85

										最低点 サイテイテン		68		68		71		65		60		60		63

										平均点 ヘイキンテン		76.3		75.6		76.2		73.5		74.2		75.9		75.5

								関東 カントウ		件数 ケンスウ		900		241		75		73		144		1,433

								港湾 コウワン		件数 ケンスウ		123		26								149

												1,023		267		75		73		144		1,582

								秘密 ヒミツ				4

								未評定 ミヒョウテイ				0





Sheet3

		

				Ｎｏ		会社名 カイシャメイ		本店所在地 ホンテンショザイチ		平均評点 ヘイキンヒョウテン

				1		大成建設（株）		東京都新宿区西新宿１－２５－１		82

				2		古久根建設（株）		東京都文京区音羽１－１－１		81

				3		東綱橋梁（株）		栃木県下野市下古山１４３		81

				4		水郷建設（株）		茨城県潮来市上戸２０１３		80

				5		（株）ピーエス三菱		東京都中央区晴海２－５－２４		80

				6		富士島建設（株）		山梨県韮崎市富士見３－７－２９		80

				番号 バンゴウ		会社名 カイシャ		所在地 ショザイチ		平均点 ヘイキンテン

				1		水郷建設（株）		茨城県潮来市		81

				2		（株）高橋芝園土木		茨城県古河市		81

				3		（株）畔蒜工務店		千葉県山武郡		80

				4		宇部興産機械（株）		山口県宇部市		80

				5		川村建設（株）		埼玉県幸手市		80

				6		（株）関電工		東京都港区		80

				7		古久根建設（株）		東京都文京区		80

				8		高田機工（株）		大阪府大阪市		80

				9		工建設（株）		千葉県千葉市		80

				10		田中建設（株）		群馬県伊勢崎市		80

				11		天海建設（株）		茨城県稲敷市		80

				12		東綱橋梁（株）		栃木県下野市		80

				13		（株）ピーエス三菱		東京都中央区		80

				14		松浦建設（株）		千葉県野田市		80






表彰件数

		

				種別 シュベツ		表彰開始年度 ヒョウショウカイシネンド		Ｈ２５年度表彰数 ネンドヒョウショウスウ								Ｈ２４年度表彰数 ネンドヒョウショウスウ														種別 シュベツ		表彰開始年度 ヒョウショウカイシネンド		Ｈ２５年度
表彰数 ネンドヒョウショウスウ		Ｈ２４年度
表彰数 ネンドヒョウショウスウ

								一般土木 イッパンドボク		維持修繕 イジシュウゼン		その他 タ		合計 ゴウケイ		一般土木 イッパンドボク		維持修繕 イジシュウゼン		その他 タ		合計 ゴウケイ

				優良工事 ユウリョウコウジ		昭和50年度 ショウワネンド		38		12		18		68		34		9		21		64								優良業務 ユウリョウギョウム		平成３年度 ヘイセイネンド		42		43

				優秀工事技術者 ユウシュウコウジギジュツシャ		平成元年度 ヘイセイガンネンド		34		11		17		62		28		6		16		50								優秀技術者 ユウシュウギジュツシャ		平成３年度 ヘイセイネンド		42		43

				安全管理優良受注者 アンゼンカンリユウリョウジュチュウシャ		平成13年度 ヘイセイネンド		94		－		15		109		78		－		10		88

				※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。 アンゼンカンリユウリョウジュチュウシャホソウイッパンドボクコウジコウワンクウコウドボクコウジセンテイセイド

				種別 シュベツ		表彰開始年度 ヒョウショウカイシネンド		H28
対象件数 タイショウケンスウ		Ｈ２８年度表彰数 ネンドヒョウショウスウ								H27
対象件数 タイショウケンスウ		Ｈ２７年度表彰数 ネンドヒョウショウスウ

										一般土木※ イッパンドボク		維持修繕 イジシュウゼン		その他 タ		合計 ゴウケイ				一般土木※ イッパンドボク		維持修繕 イジシュウゼン		その他 タ		合計 ゴウケイ

				優良工事 ユウリョウコウジ		昭和50年度 ショウワネンド		1,150		22		12		18		52		1,109		19		11		20		50

				優秀工事技術者 ユウシュウコウジギジュツシャ		平成元年度 ヘイセイガンネンド				20		11		15		46				19		7		13		39

				安全管理優良受注者※ アンゼンカンリユウリョウジュチュウシャ		平成13年度 ヘイセイネンド				85		－		5		90				92		－		12		104

				※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。 アンゼンカンリユウリョウジュチュウシャホソウイッパンドボクコウジコウワンクウコウドボクコウジセンテイセイド

				※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。 イッパンドボクコウワンドボククウコウトウドボクフクシュウケイ

				種別 シュベツ		表彰開始年度 ヒョウショウカイシネンド		H30
対象件数 タイショウケンスウ		Ｈ30年度
表彰数 ネンドヒョウショウスウ		H29
対象件数 タイショウケンスウ		Ｈ29年度
表彰数 ネンドヒョウショウスウ

				優良業務 ユウリョウギョウム		平成３年度 ヘイセイネンド		1,499		57		1,541		49

				優秀技術者 ユウシュウギジュツシャ		平成３年度 ヘイセイネンド				58				50





平均点

		

				Ｈ２７		Ｈ２６

		最高点 サイコウテン		85		85

		最低点 サイテイテン		55		54

		平均点 ヘイキンテン		76.7		76.5

				Ｈ２６		Ｈ２５

		最高点 サイコウテン				85

		最低点 サイテイテン				37

		平均点 ヘイキンテン				76.0

				Ｈ２６		Ｈ２５

		最高点 サイコウテン				85

		最低点 サイテイテン				37

		平均点 ヘイキンテン				76.0

										業種 ギョウシュ		土木関係建設
コンサルタント業務 ドボクカンケイケンセツギョウム		測量・調査 ソクリョウチョウサ		地質調査業務 チシツチョウサギョウム		建築関係建設コンサルタント業務 ケンチクカンケイケンセツギョウム		補償関係コンサルタント業務 ホショウカンケイギョウム		Ｈ２７全体 ゼンタイ		（参考）
Ｈ２６全体 サンコウゼンタイ

										最高点 サイコウテン		84		82		82		81		82		84		85

										最低点 サイテイテン		68		68		71		65		60		60		63

										平均点 ヘイキンテン		76.3		75.6		76.2		73.5		74.2		75.9		75.5

								関東 カントウ		件数 ケンスウ		900		241		75		73		144		1,433

								港湾 コウワン		件数 ケンスウ		123		26								149

												1,023		267		75		73		144		1,582

								秘密 ヒミツ				4

								未評定 ミヒョウテイ				0





Sheet3

		

				Ｎｏ		会社名 カイシャメイ		本店所在地 ホンテンショザイチ		平均評点 ヘイキンヒョウテン

				1		大成建設（株）		東京都新宿区西新宿１－２５－１		82

				2		古久根建設（株）		東京都文京区音羽１－１－１		81

				3		東綱橋梁（株）		栃木県下野市下古山１４３		81

				4		水郷建設（株）		茨城県潮来市上戸２０１３		80

				5		（株）ピーエス三菱		東京都中央区晴海２－５－２４		80

				6		富士島建設（株）		山梨県韮崎市富士見３－７－２９		80

				番号 バンゴウ		会社名 カイシャ		所在地 ショザイチ		平均点 ヘイキンテン

				1		水郷建設（株）		茨城県潮来市		81

				2		（株）高橋芝園土木		茨城県古河市		81

				3		（株）畔蒜工務店		千葉県山武郡		80

				4		宇部興産機械（株）		山口県宇部市		80

				5		川村建設（株）		埼玉県幸手市		80

				6		（株）関電工		東京都港区		80

				7		古久根建設（株）		東京都文京区		80

				8		高田機工（株）		大阪府大阪市		80

				9		工建設（株）		千葉県千葉市		80

				10		田中建設（株）		群馬県伊勢崎市		80

				11		天海建設（株）		茨城県稲敷市		80

				12		東綱橋梁（株）		栃木県下野市		80

				13		（株）ピーエス三菱		東京都中央区		80

				14		松浦建設（株）		千葉県野田市		80







令和元年度　優良工事・優秀技術者　【局長表彰】

技術者区分 氏名

1 東京外かく環状国道事務所 東京外環中央ＪＣＴ北側ランプ改良工事 一般土木工事
東京外環中央ＪＣＴ北側ランプ改良工事
大林・大本特定建設工事共同企業体

監理技術者 羽根　史浩

2 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川左岸本石下上流築堤工事 一般土木工事 株式会社高橋芝園土木 髙橋　拓也

3 利根川上流河川事務所 Ｈ３０旗井堤防強化（上・下）工事 一般土木工事 河本工業株式会社 監理技術者 石井　克英

4 首都国道事務所 舞浜歩道橋下部工事 一般土木工事 株式会社加賀田組 東京支店 監理技術者 柳取　正樹

5 長野国道事務所 神川橋下部２他工事 一般土木工事 株式会社岡谷組 監理技術者 市来　充志

6 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川左岸水海道元町築堤護岸工事 一般土木工事 株式会社ケージーエム 監理技術者 須加　繁

7 利根川ダム統合管理事務所 Ｈ３０林地区管理用通路他整備工事 一般土木工事 宮下工業株式会社 － －

8 利根川上流河川事務所 Ｈ３０栗橋北堤防強化（上）工事 一般土木工事 戸邊建設株式会社 現場代理人兼監理技術者 森　竜児

9 利根川上流河川事務所 Ｈ２８釈水水門新設工事 一般土木工事 株式会社安藤・間　関東支店 監理技術者 大和田　聖

10 北首都国道事務所 東埼玉道路大落古利根川側道橋下部その１工事 一般土木工事 関口工業株式会社 監理技術者 野口　徳行

11 京浜河川事務所 Ｈ３０多摩川右岸平町低水護岸工事 一般土木工事 新日本工業株式会社 監理技術者 圷　陽平

12 横浜国道事務所 横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ下部（その２８）工事 一般土木工事 株式会社安藤・間　東京支店 監理技術者 諏訪部　武

13 長野国道事務所 稲荷山トンネル工事 一般土木工事 戸田建設株式会社　関東支店 － －

14 常総国道事務所 Ｈ３０東関道延方地区函渠その１工事 一般土木工事 常総開発工業株式会社 現場代理人 宮本　正則 ○

15 利根川水系砂防事務所 Ｈ３０濁沢第二砂防堰堤工事 一般土木工事 渡辺建設株式会社 監理技術者 高橋　将貫 ○

16 利根川上流河川事務所 Ｈ３０利根川右岸佐波地盤改良工事 一般土木工事 小川工業株式会社 監理技術者 岩尾　善行 ○

17 利根川下流河川事務所 Ｈ３０・３１利根川右岸野尻排水樋管新設工事 一般土木工事 岡田土建株式会社 現場代理人 石毛 龍介 ○

18 常陸河川国道事務所 Ｈ３０那珂川戸多地区環境整備工事 一般土木工事 松原建設株式会社 － － ○ ○

19 利根川上流河川事務所 Ｈ３０部屋水防拠点盛土工事 一般土木工事 潮田建設株式会社 監理技術者 梁島　千裕 ○ ○

20 江戸川河川事務所 Ｈ３０野田橋下流地区基盤整備外工事 一般土木工事 松浦建設株式会社 監理技術者 柏木　健　 ○ ○

21 常陸河川国道事務所 Ｈ３０年度国道５１号潮来市牛堀地区舗装修繕工事 アスファルト舗装工事 大勝建設株式会社 － －

22 宇都宮国道事務所 Ｈ３０国分寺管内路面補修他（その２）工事 アスファルト舗装工事 日瀝道路株式会社 － －

23 大宮国道事務所 Ｈ３０熊谷バイパス上之地区舗装（その２）工事 アスファルト舗装工事 福田道路株式会社　東京本店 監理技術者 北川　保裕

24 千葉国道事務所 Ｈ３０北千葉道路押畑地区舗装工事 アスファルト舗装工事 三井住建道路株式会社　関東支店 遠嶋　秀則

25 横浜国道事務所 １号西小磯（２）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 株式会社関電工 監理技術者 一戸　乾

26 宇都宮国道事務所 Ｈ３０・３１足利福富町電線共同溝（その２）工事 アスファルト舗装工事 三井住建道路株式会社　関東支店 － － ○

27 相武国道事務所 国道２０号府中市寿町歩道橋改良工事 鋼橋上部工事
古河産機システムズ株式会社
コントラクタ本部

現場代理人 佐藤　広幸

28 江戸川河川事務所 Ｈ２９行徳橋上部工事 鋼橋上部工事 高田機工株式会社　東京本社 － －

29 大宮国道事務所 Ｈ３０・３１浦和大宮緑地管理工事 造園工事 アゴラ造園株式会社 監理技術者 香取　太

30 大宮国道事務所 Ｈ３０・３１熊谷緑地管理工事 造園工事 株式会社清香園 － －

31 相武国道事務所 Ｈ３０・３１国道１６号緑地管理工事 造園工事 株式会社日比谷アメニス 監理技術者 井戸本 君俊

32 横浜営繕事務所 神奈川運輸支局（１７）建築その他工事 建築工事 東急建設株式会社　東日本建築支店 現場代理人兼監理技術者 清水　敏之

33 東京第一営繕事務所 新宿税務署増築棟（１７）建築その他工事 建築工事 株式会社淺沼組　東京本店 現場代理人 名川　真人

34 甲武営繕事務所 警視庁第六機動隊単身寮（１７）建築改修その他工事 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 吉永　祐二

35 東京第二営繕事務所 城北法務出張所（１９）建築改修その他工事 建築工事 大翔建設株式会社 現場代理人兼監理技術者 中山　祥次

36 国営常陸海浜公園事務所 Ｈ２９・３０国営ひたち海浜公園みはらしの里古民家整備工事 木造建築工事 東康建設工業株式会社 － －

37 大宮国道事務所 Ｈ３０熊谷バイパス上之地区他道路照明灯改修工事 電気設備工事 株式会社丸電 監理技術者 上野　幸治

38 甲武営繕事務所 立川防災合同庁舎（１９）機械設備改修その他工事 暖冷房衛生設備工事 株式会社柿本商会　東京支店 現場代理人 福村　隆行

39 東京第一営繕事務所 新宿税務署増築棟（１７）機械設備その他工事 暖冷房衛生設備工事 株式会社精研 東京本社 監理技術者 有福　勝栄

40 横浜営繕事務所 神奈川運輸支局（１７）機械設備工事 暖冷房衛生設備工事 株式会社日設 現場代理人 清治　剛毅

41 国営昭和記念公園事務所 Ｈ３０昭和機械設備改修その他工事 暖冷房衛生設備工事 株式会社奥山設備 現場代理人 比留間　俊憲 ○

42 横浜営繕事務所 横浜第２合同庁舎（１９）機械設備改修その他工事 暖冷房衛生設備工事 三機工業株式会社 現場代理人兼監理技術者 清水　将輝 ○

43 甲府河川国道事務所 中部横断塩沢トンネル舗装工事 セメント・コンクリート舗装工事 株式会社佐藤渡辺　関東支店 － －

44 宇都宮国道事務所 ５０号新川島橋（右岸）上部工事 プレストレスト・コンクリート工事 株式会社安部日鋼工業　東京支店 監理技術者 杉本　勝

45 大宮国道事務所 Ｈ３０熊谷バイパス上之地区ＰＣ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 栁町　肇

46 常陸河川国道事務所 Ｈ３０年度国道６号千代田石岡ＢＰ幸町田島下線跨道橋上部工事 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 監理技術者 保坂　光信　 ○

47 富士川砂防事務所 Ｈ２９春木川山腹工工事 法面処理工事 株式会社　早野組 － －

48 相武国道事務所 国道１６号八王子市片倉地区防災工事 法面処理工事 株式会社島田組 現場代理人 森澤　信夫 ○

49 利根川ダム統合管理事務所 Ｈ３１利根ダム通信用鉄塔塗装工事 塗装工事 株式会社西工務店 現場代理人兼監理技術者 井上　浩吉

50 東京国道事務所 Ｈ３０国道３５７号舞浜大橋右岸ランプ橋（山側）塗装工事 塗装工事 清水塗工株式会社 － －

51 北首都国道事務所 平成３０・３１年度国道２９８号潮郷橋耐震補強工事 維持修繕工事 ショーボンド建設株式会社　関東支店 清水　清彦

52 利根川上流河川事務所 Ｈ３１古河管内下流部河川維持工事 維持修繕工事 株式会社高橋芝園土木 監理技術者 吉見　数男

53 長野国道事務所 Ｈ３０・３１中部横断自動車道維持工事 維持修繕工事 畑八開発株式会社 監理技術者 畑　修一

54 下館河川事務所 Ｈ３０・３１真岡管内維持管理工事 維持修繕工事 株式会社佐藤工務店 福田　清

55 宇都宮国道事務所 Ｈ３０・３１矢板管内維持工事 維持修繕工事 株式会社浜屋組 現場代理人 葛西　仁

56 大宮国道事務所 Ｈ３０・３１春日部維持工事 維持修繕工事 日本ハイウエイ・サービス株式会社 現場代理人 樋野　幸雄

57 江戸川河川事務所 Ｈ３０首都圏外郭放水路土砂撤去工事 維持修繕工事 株式会社奥村組　東京支店 監理技術者 石川　洋一　

58 横浜国道事務所 Ｈ３０金沢国道管内橋梁補修他工事 維持修繕工事 大勝建設株式会社 現場代理人 堀江　秀太

59 常陸河川国道事務所 Ｈ３０・３１水戸国道維持工事 維持修繕工事 昭和建設株式会社 － －

ＩＣＴ
週休
２日

ＮＯ.
優秀技術者

会社名事務所 負担行為件名 工種

別紙1

現場代理人兼監理技術者

現場代理人兼監理技術者

現場代理人兼監理技術者
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ＩＣＴ

週休
２日

ＮＯ.
優秀技術者

会社名事務所 負担行為件名 工種

60 渡良瀬川河川事務所 Ｈ３０境野町地先堤防法面補修他工事 維持修繕工事 石川建設株式会社 － －

61 渡良瀬川河川事務所 Ｈ３０・３１五十部地先高水敷整備工事 維持修繕工事 株式会社東日本土木 現場代理人兼監理技術者 石川　雄二

62 高崎河川国道事務所 Ｒ１国道１７号上佐野高架橋外橋梁補修工事 維持修繕工事 東鉄工業株式会社　高崎支店 監理技術者 鈴木　健次

63 荒川下流河川事務所 Ｈ３１小名木川管内左岸維持管理工事 維持修繕工事 関口工業株式会社 現場代理人兼監理技術者 松岡　守男

64 相武国道事務所 国道１６号ＢＰ新浅川橋耐震補強工事 維持修繕工事 ＳＭＣシビルテクノス株式会社 監理技術者 小禄　康二

65 京浜河川事務所 Ｈ３１多摩川下流維持管理工事 維持修繕工事 スバル興業株式会社　東京営業所 監理技術者 石川　悟

66 横浜国道事務所 Ｈ３０・３１小田原維持工事 維持修繕工事 株式会社エス・ケイ・ディ － －

67 横浜国道事務所 厚木出張所管内トンネル補修他工事 維持修繕工事 国土開発工業株式会社 監理技術者 鳥海　元伸

68 横浜国道事務所 Ｈ３０神奈川管内耐震補強工事 維持修繕工事 太啓建設株式会社　関東支店 監理技術者 寺野　昌徳

69 甲府河川国道事務所 Ｈ３０・３１富士吉田国道維持工事 維持修繕工事 秋山土建株式会社 監理技術者 佐藤　守

70 甲府河川国道事務所 Ｈ３１富士川上流維持第２工事 維持修繕工事 大新工業株式会社 現場代理人兼監理技術者 吉富　宏幸

71 長野国道事務所 Ｈ３０・３１松本維持工事 維持修繕工事 株式会社岡谷組 現場代理人 瀧澤　陽一

72 常陸河川国道事務所 Ｈ３０国道５０号大塚高架橋Ｐ２８他耐震補強工事 維持修繕工事 株木建設株式会社　茨城本店 － － ○

73 北首都国道事務所 Ｈ３０国道２９８号幸魂大橋補修工事 維持修繕工事 谷原建設株式会社 － － ○

74 利根川下流河川事務所 Ｒ１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 － － ○

75 江戸川河川事務所 Ｈ３１江戸川河口河川維持工事 維持修繕工事 名倉建設株式会社 監理技術者 川田　司 ○

76 荒川下流河川事務所 Ｈ３１小名木川管内右岸維持管理工事 維持修繕工事 キムラ工業株式会社 現場代理人兼監理技術者 富田　政夫 ○

77 東京国道事務所 Ｈ３１新宿駅南口周辺道路改良他工事 維持修繕工事 日工建設株式会社 － － ○

78 霞ヶ浦河川事務所 Ｈ３０蓮河原町地区浚渫工事 河川しゅんせつ工事 株木建設株式会社茨城本店 － －

79 品木ダム水質管理所 Ｈ３０品木ダム浚渫工事 河川しゅんせつ工事 東亜建設工業株式会社　東京支店 監理技術者 田中　寿長 ○

80 利根川上流河川事務所 Ｈ２９－３０釈水水門ゲート設備工事 機械設備工事 佐藤鉄工株式会社　東京営業所 現場代理人 小竹　克

81 江戸川河川事務所 Ｈ２９外郭放水路残水排水ポンプ設備改良工事 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 岩田　浩尚　

82 相模川水系広域ダム管理事務所 Ｈ３０宮ヶ瀬ダム放流警報設備更新工事 通信設備工事 株式会社マルツ電波 主任技術者 齋藤　篤史

83 東京国道事務所 Ｒ１東京国道大型表示設備設置工事 通信設備工事 扶桑電通株式会社 主任技術者 佐々木　克也

84 二瀬ダム管理所 Ｈ３１二瀬ダム放流警報設備更新工事 通信設備工事 株式会社マルツ電波 監理技術者 小田島　明徳

85 千葉港湾事務所 千葉港葛南中央地区泊地(-12m)付帯施設改良工事 港湾土木工事 （株）小島組 東京支店 現場代理人兼監理技術者 安田　純 ○

86 東京空港整備事務所
東京国際空港A滑走路保安施設用地基礎及び上
部等工事

空港等土木工事
大成・東洋・JFE異工種建設工事共
同企業体

現場代理人 髙木 宏彰

87 東京空港整備事務所 東京国際空港国際線地区アプローチ他築造等工事 空港等土木工事 五洋・みらい特定建設工事共同企業体 現場代理人 大塚 健一

88 京浜港湾事務所 横浜港南本牧地区コンテナヤード整備工事 空港等土木工事
若築・りんかい日産特定建設工事共
同企業体

監理技術者 堀 竜寛
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参考資料１

令和元年度 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



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

現場代理人兼監理技術者
森　竜児

とべけんせつかぶしきがいしゃ

もり　りゅうじ
職種

戸邊建設株式会社

　本工事は堤防の盛土を行う工事であり、河川工事の非出水期施工という制約がある
のに加え、盛土に際し県道及び市道の切り回しを一時的仮道も含め段階的に行うこと
から、県道管理者、上下水道管理者、地元自治体、警察、周辺住民等との調整や協議
事項が多岐にわたり、その対応が工事の進捗に大きな影響を生じさせるものであっ
た。
　受注者は関係者調整を適切に実施しつつ、地元説明会の開催や沿道住民宅の訪問
等を行い意見・要望等を聴き、施工進捗に反映させた。
　また、道路の切り回し、盛土の施工においては、限られた期間の中で完了させるため
の施工ステップの見直し、擁壁部の施工方法の工夫などを積極的に行うことで工程を
早めることができた。特に、設計と現地との差異や一時的な道路切り回し線形による近
隣住民からの騒音・振動対策要望があり、道路のすり付けの施工や民家出入り口確保
等に苦慮したが、真摯に対応し問題の解決を図った。
　これら対応により住民との良好な関係を築きながら工事を無事に完成させた。

本工事の監理技術者は、周辺住民や関係者の理解を得る取り組みを実践することが、
工事工程管理上、重要な事項でありと認識し、意見・要望等を説明会・訪問等による会
話を徹底した。
　現地での取り合い、整合に真摯に取り組み県道管理者、上下水道管理者、地元自治
体、警察、周辺住民との強いコミュニケーションを発揮し、複雑な手順となる本工事を無
事工事を完成させたことは、優秀工事技術者として表彰に値するものである。

Ｈ３０くりはしきたていぼうきょうか（うえ）こうじ

Ｈ３０栗橋北堤防強化（上）工事
平成30年7月13日 令和元年10月15日

利根川上流河川事務所
本工事は堤防強化対策事業の施工範囲内を通る県道及び市道の切り回しを行いなが
ら堤防強化を構築するものである。

工事番号-8

完成築堤盛土及び道路付け替え施工状況
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別紙２

会社名 所在地 完成工事件数

1 （株）関電工 東京都港区 6

2 地崎道路（株） 東京都港区 8

3 常盤工業（株） 東京都千代田区 11

4 戸田道路（株） 東京都中央区 8

5 日瀝道路（株） 東京都千代田区 4

6 （株）早野組 山梨県甲府市 13

7 フジタ道路（株） 東京都中央区 3

8 三井住建道路（株） 東京都新宿区 12

9 （株）佐藤渡辺 東京都港区 6

10 中部土木（株） 愛知県名古屋市 3

11 川上建設（株） 栃木県鹿沼市 7

12 （株）日工 神奈川県横浜市 3

13 光洋建設（株） 栃木県小山市 3

14 古谷建設（株） 千葉県山武郡 3

会社名 所在地 完成工事件数

1 （株）錢高組 大阪府大阪市 5

2 大成建設（株） 東京都新宿区 4

3 （株）竹中土木 東京都江東区 4

4 （株）加賀田組 新潟県新潟市 5

5 株木建設（株） 茨城県水戸市 6

6 （株）加藤建設 愛知県海部郡 3

7 佐田建設（株） 群馬県前橋市 6

8 （株）早野組 山梨県甲府市 5

9 （株）ピーエス三菱 東京都中央区 6

10 村本建設（株） 奈良県北葛城郡 3

11 （株）吉田組 兵庫県姫路市 4

12 若築建設（株） 東京都目黒区 6

13 （株）戸室組 栃木県佐野市 6

14 荒木建設工業（株） 埼玉県さいたま市 6

15 （株）秋山工務店 茨城県日立市 4

16 （株）畔蒜工務店 千葉県山武郡 4

17 新井土木（株） 茨城県常総市 9

18 池下工業（株） 群馬県前橋市 12

19 池原工業（株） 群馬県吾妻郡 4

20 石井工業（株） 千葉県香取市 5

（２）一般土木工事

（１）アスファルト舗装工事

令和元年度安全管理優良表彰
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会社名 所在地 完成工事件数

21 磯部建設（株） 栃木県日光市 4

22 伊田テクノス（株） 埼玉県東松山市 7

23 井上建設（株） 山梨県南巨摩郡 7

24 潮田建設（株） 栃木県小山市 5

25 榎本建設（株） 栃木県日光市 3

26 大野建設（株） 神奈川県愛甲郡 4

27 岡田土建（株） 千葉県銚子市 6

28 （株）岡部工務店 茨城県日立市 4

29 （株）岡谷組 長野県岡谷市 13

30 小川工業（株） 埼玉県行田市 18

31 長田組土木（株） 山梨県甲府市 11

32 （株）鹿熊組 長野県長野市 7

33 金杉建設（株） 埼玉県春日部市 17

34 川上建設（株） 栃木県鹿沼市 3

35 木下建設（株） 長野県飯田市 4

36 共立建設（株） 東京都渋谷区 16

37 キムラ工業（株） 茨城県牛久市 19

38 河本工業（株） 群馬県館林市 11

39 （株）ケージーエム 埼玉県熊谷市 11

40 齋藤建設（株） 山梨県甲府市 3

41 サイレキ建設工業（株） 埼玉県加須市 8

42 （株）サンセイ 埼玉県秩父市 5

43 （株）山藤組 群馬県桐生市 6

44 常総開発工業（株） 茨城県神栖市 3

45 （株）エス・ケイ・ディ 神奈川県平塚市 7

46 常陽建設（株） 茨城県取手市 11

47 菅原建設（株） 茨城県水戸市 5

48 関口工業（株） 埼玉県志木市 11

49 大勝建設（株） 茨城県神栖市 3

50 大新工業（株） 山梨県甲府市 5

51 高橋建設（株） 茨城県行方市 6

52 工建設（株） 千葉県千葉市 7

53 多田建設（株） 東京都江東区 11

54 田中建設（株） 群馬県伊勢崎市 5

55 塚本建設（株） 群馬県藤岡市 5

56 東光建設（株） 群馬県吾妻郡 4

57 東邦建設（株） 千葉県成田市 10

58 戸邊建設（株） 千葉県野田市 3

59 （株）ナカノフドー建設 東京都千代田区 4

60 中野土建（株） 長野県中野市 4

（２）一般土木工事
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会社名 所在地 完成工事件数

61 中原建設（株） 埼玉県川口市 3

62 中村建設（株） 東京都立川市 6

63 中村土建（株） 栃木県宇都宮市 5

64 名倉建設（株） 埼玉県吉川市 6

65 古郡建設（株） 埼玉県深谷市 3

66 富士島建設（株） 山梨県韮崎市 4

67 （株）北條組 長野県長野市 5

68 松浦建設（株） 千葉県野田市 17

69 松崎建設（株） 茨城県潮来市 18

70 松原建設（株） 茨城県稲敷市 4

71 松本土建（株） 長野県松本市 7

72 宮下工業（株） 群馬県前橋市 12

73 （株）山中組 栃木県小山市 3

74 萬屋建設（株） 群馬県沼田市 8

75 渡辺建設（株） 栃木県宇都宮市 3

76 渡辺建設（株） 群馬県吾妻郡 12

77 （株）高橋芝園土木 茨城県古河市 6

78 萩原土建（株） 千葉県山武郡 4

79 北都建設工業（株） 茨城県土浦市 6

80 古谷建設（株） 千葉県山武郡 14

81 （株）高橋土建 埼玉県川越市 3

82 （株）厚木植木 神奈川県厚木市 3

83 日東エンジニアリング（株） 茨城県土浦市 9

84 湯澤工業（株） 山梨県南アルプス市 11

85 木本建興（株） 神奈川県相模原市 3

86 （株）赤塚土木興業 茨城県つくばみらい市 5

87 天海建設（株） 茨城県稲敷市 4

88 （株）新みらい 茨城県つくばみらい市 5

89 金成重機建設（株） 茨城県日立市 5

90 大木建設（株） 東京都江東区 4

91 昭和建設（株） 茨城県水戸市 6

92 （株）東日本土木 栃木県佐野市 12

93 美才治・清水（共） 群馬県吾妻郡 7

会社名 所在地 完成工事件数
1 日起建設(株) 東京都中央区 4

（２）一般土木工事

（３）港湾土木工事
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令和２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

３０年４月１日～令和２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30年4月1日～令和2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。

資料２
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４．認定される企業数等

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

1 戸田建設（株） 東京都中央区 82

2 （株）ＩＨＩインフラ建設 東京都江東区 81

3 （株）畔蒜工務店 千葉県山武郡横芝光町 81

4 岩澤建設（株） 栃木県足利市 81

5 （株）関電工 東京都港区 81

6 （株）山藤組 群馬県桐生市 81

7 ＪＦＥエンジニアリング（株） 神奈川県横浜市 81

8 （株）新光土木 山梨県甲斐市 81

9 水郷建設（株） 茨城県潮来市 81

10 （株）高橋芝園土木 茨城県古河市 81

11 瀧上工業（株） 愛知県半田市 81

12 中原建設（株） 埼玉県川口市 81

13 古郡建設（株） 埼玉県深谷市 81

14 あおみ建設（株） 東京都港区 80

15 伊田テクノス（株） 埼玉県東松山市 80

16 岡田土建（株） 千葉県銚子市 80

17 小川工業（株） 埼玉県行田市 80

18 （株）奥村組 大阪府大阪市 80

19 （株）鹿熊組 長野県長野市 80

20 珂北開発（株） 茨城県常陸太田市 80

21 キムラ工業（株） 茨城県牛久市 80

22 （株）ケージーエム 埼玉県熊谷市 80

23 （株）佐藤渡辺 東京都港区 80

24 清水建設（株） 東京都中央区 80

25 常総開発工業（株） 茨城県神栖市 80

26 菅原建設（株） 茨城県水戸市 80

27 大有建設（株） 愛知県名古屋市 80

28 戸邊建設（株） 千葉県野田市 80

29 中村土建（株） 栃木県宇都宮市 80

30 名倉建設（株） 埼玉県吉川市 80

31 日瀝道路（株） 東京都千代田区 80

32 日特建設（株） 東京都中央区 80

33 日本ハイウエイ・サービス（株） 東京都新宿区 80

34 増子建設（株） 茨城県常陸大宮市 80

35 松浦建設（株） 千葉県野田市 80

36 （株）ユーディケー 埼玉県さいたま市 80

37 （株）横河ブリッジ 千葉県船橋市 80

38 渡辺建設（株） 群馬県吾妻郡嬬恋村 80
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