
 

 

 

平成２４年７月１３日（金） 

国土交通省 関東地方整備局 

 宇都宮国道事務所 

 

 

 

 

 

 国土交通省宇都宮国道事務所は、平成２３年度に完成した工事及び完了した業務の中

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２３年度優良工事等

の事務所長表彰式を下記により執り行います。 

記 

１．日   時  ：平成２４年７月１８日（水） １０時から 

２．開催場所  ：国土交通省 宇都宮国道事務所 会議室 

 （栃木県宇都宮市平松町５０４） 

３．表彰件数等 ： 

  （１）優良工事関係（対象工事件数 ４６件） 

・優良工事 ４件 

・優秀工事技術者 ２名 

・難工事功労表彰 ３社 

・災害工事功労表彰                １社  

・優良下請企業表彰及び優秀下請技術者 １社及び１名 

（２）優良業務関係（対象業務件数 ４２件） 

・優良業務及び優秀技術者 ３件及び３名 

  ※表彰式は、マスコミ関係者に公開で開催します。 

発表記者クラブ 

栃木県政記者クラブ 

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会 

問い合わせ先 

国土交通省 関東地方整備局 宇都宮国道事務所 TEL 028-638-2181（代表） 

副  所  長：清水 信男（しみず のぶお） 

 工事品質管理官：鹿島 秀昭（かしま ひであき） 

解禁日時：平成２４年７月１８日 １２時

記者発表資料 

平成２３年度 宇都宮国道事務所 

優良工事等の表彰について 



【会場案内図】 

 

 

 

 

 

 

＜宇都宮国道事務所 案内図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜駐車場案内図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 表彰式は、マスコミ関係者に公開で開催します。 

・ 取材にお越しの際は、総務課で受付をお願いします。（正面玄関より左手側）

・ 撮影等は、式の進行の妨げとならないようお願いします。 

・ 駐車場は庁舎敷地内にあります。 

来客者優先区画（１６台）
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【優良工事等表彰の一覧】 
 

■宇都宮国道事務所長表彰     【別表－１】 

 

（優良工事） 

 工事名 業者名 

1 
すなだこうかきょうたいしんほきょうこうじ おりえんたるしらいし かぶしきがいしゃ とうきょうしてん 

砂田高架橋耐震補強工事 オリエンタル白石 株式会社 東京支店 

2 
ひととのやでんせんきょうどうこうろめんふっきゅうほかこうじ ちゅうぶどぼく かぶしきがいしゃ  とうきょうしてん 

神鳥谷電線共同溝路面復旧外工事 中部土木 株式会社 東京支店 

3 
しん４ごうささづかはらおうだんきょうかぶこうじ まつもとけんせつ かぶしきがいしゃ  

新４号笹塚原横断橋下部工事 松本建設 株式会社  

4 
やいたかんないきょうりょうほしゅうこうじ しよーぼんどけんせつ かぶしきがいしゃ うつのみやえいぎょうしょ 

矢板管内橋梁補修工事 ショーボンド建設 株式会社 宇都宮営業所 

 

（優秀工事技術者） 

 工事名 業者名 技術者名 

1 
ひととのやでんせんきょうどうこうろめんふっきゅうほかこうじ ちゅうぶどぼく かぶしきがいしゃ  とうきょうしてん かとう   よしたか 

神鳥谷電線共同溝路面復旧外工事 中部土木 株式会社 東京支店 加藤 義孝 

2 
しん４ごうささづかはらおうだんきょうかぶこうじ まつもとけんせつ かぶしきがいしゃ  ふなばし  たかお 

新４号笹塚原横断橋下部工事 松本建設 株式会社  舟橋 考男 

 

（難工事功労表彰） 

 工事名 業者名 

1 
こくぶんじかんないきょうりょうほしゅうこうじ とうあどうろこうぎょう かぶしきがいしゃ  かんとうししゃ 

国分寺管内橋梁補修工事 東亜道路工業 株式会社 関東支社 

2 
やばがわばしほしゅうこうじ よこかわこうじ かぶしきがいしゃ 

矢場川橋補修工事 横河工事 株式会社 

３ 
こくどう４ごうきょうりょうほしゅうこうじ しよーぼんどけんせつ かぶしきがいしゃ うつのみやえいぎょうしょ 

国道４号橋梁補修工事 ショーボンド建設 株式会社 宇都宮営業所 

 

（災害工事功労表彰） 

 工事名 業者名 

１ 
Ｈ２３しんきぬがわばしきんきゅうふっきゅうこうじ とうこうきょうりょう かぶしきがいしゃ  

Ｈ２３新鬼怒川橋緊急復旧工事 東綱橋梁 株式会社 

 

 

 



（優良下請企業及び優秀下請技術者） 

 工事名 

（元請業者名） 
業者名 技術者名 

1 

すなだこうかきょうたいしんほきょう( ６ )こうじ   

砂田高架橋耐震補強(６)工事 かぶしきがいしゃ  おかどじゅうきしょうかい おかど   ひでき 

むらもとけんせつ かぶしきがいしゃ  とうきょうしてん 株式会社 岡戸重機商会 岡戸 英樹 

村本建設 株式会社 東京支店   

 

（優良業務及び優秀技術者） 

 業務名 業者名 技術者名 

1 
Ｈ２３うつのみやこくどうかんないどうろだいちょうほせいほかぎょうむ かぶしきがいしゃ  こうそく あらい  ゆたか 

Ｈ２３宇都宮国道管内道路台帳補正他業務 株式会社 こうそく  荒井 裕 

2 
Ｈ２３かんないこうつうあんぜんしせつとうせっけいぎょうむ かぶしきがいしゃ  ちょうだい  ひがしかんとうしてん いけみず  たけはる 

Ｈ２３管内交通安全施設等設計業務 株式会社 長大 東関東支店 池水 丈明 

3 
Ｈ２３しん４ごうかすかべこがちくどうろこうぞうぶつしょうさいせっけいぎょうむ だいにっぽんこんさるたんと   かぶしきがいしゃ  とうきょうししゃ さいとう  てつろう 

Ｈ２３新４号春日部古河地区道路構造物詳細設計業務 大日本コンサルタント 株式会社 東京支社 齋藤 哲郎 

 

 

■関東地方整備局長表彰      【別表－２】 

 

（優良工事） 

 工事名 業者名 

1 
すなだこうかきょうたいしんほきょう(６)こうじ むらもとけんせつ  かぶしきがいしゃ  とうきょうしてん 

砂田高架橋耐震補強(６)工事 村本建設 株式会社 東京支店 

2 
かたおかおおやつちくかいりょうほそうこうじ とうしょうけんせつ  かぶしきがいしゃ 

片岡大谷津地区改良舗装工事 東昭建設 株式会社 

 

（優秀工事技術者） 

 工事名 業者名 技術者名 

1 
すなだこうかきょうたいしんほきょう(６)こうじ むらもとけんせつ  かぶしきがいしゃ  とうきょうしてん きたざわ しんじ 

砂田高架橋耐震補強(６)工事 村本建設 株式会社 東京支店 北澤 伸二 

2 
かたおかおおやつちくかいりょうほそうこうじ とうしょうけんせつ  かぶしきがいしゃ わたなべ  ありひと 

片岡大谷津地区改良舗装工事 東昭建設 株式会社 渡邊 有仁 

 

（優良業務及び優秀技術者） 

 業務名 業者名 技術者名 

1 
Ｈ２３ちいきこうつうれんけいけいかくけんとうぎょうむ みついきょうどうけんせつこんさるたんと かぶしきがいしゃ きたかんとうじむしょ すずき   たけし 

Ｈ２３地域交通連携計画検討業務 三井共同建設コンサルタント 株式会社 北関東事務所  鈴木 武 

 



■平成 23 年度 宇都宮国道事務所 優良工事等表彰 

【表彰の概要】 

○国土交通省宇都宮国道事務所は、栃木県内及び茨城県内の一部区間を含む国道４号、

新４号国道、国道５０号の改築及び管理を担当しており、各種の工事並びに設計業務委

託等を実施しています。 

 

○宇都宮国道事務所が発注し、平成２３年度に完成した工事（４６件）及び完了した業務委

託 （４２件）のうち、その成績が特に優秀で他の模範となる工事及び業務委託の事務所

長表彰を行うものです。事務所長表彰の対象は【別表―１】のとおりです。 

 

○なお、優良工事等の関東地方整備局長表彰は 7 月 12 日に行われました。宇都宮国道事

務所に関係する工事及び業務委託の局長表彰は【別表―２】のとおりです。 

 

○優良工事、優秀工事技術者、優良下請企業及び優秀下請技術者、難工事功労表彰、災

害工事功労表彰の工事で表彰された場合は、総合評価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、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。 

 

【平成２３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、宇都宮国道事務所の工事を受注し、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、宇都宮国道事務所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、もって円滑な事

業の推進に資することを目的とした制度です。 

 

（難工事功労表彰）  

  社会条件やマネジメント特性の厳しい工事を対象とした「難工事指定」試行対象工事のうち、

施工が良好で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。 

 

(災害工事功労表彰) 

  災害における応急復旧工事のうち、施工が良好で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。 



（優良下請企業及び優秀下請技術者） 

 優良下請企業及び優秀下請技術者は、宇都宮国道事務所発注の工事を担当した下請企

業び当該下請企業の担当技術者の中から表彰を行うことにより、下請企業の技術の向上及

び円滑な事業の推進を図り、もって建設業の健全な発展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、宇都宮国道事務所の業務を受注し、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 

 平成２３年度に完成した工事及び完了した業務の中から、「優良工事・業務等推薦委員会」

において、厳正なる審査を行い選定しています。 

 

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）審査は工事の難易度、創意工夫、安全対策への取り組み等を重点に選定。 

 

（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）審査は管理能力、技術能力、仕事に対する積極性、誠実性等を重点に選定。 

 

（難工事功労表彰） 

１）「難工事指定」試行対象工事のうち、当該工事が良好で、その功績が顕著なもの。 

 

(災害工事功労表彰) 

1)災害における応急緊急復旧工事のうち、当該工事が良好で、その功績が顕著なもの。 

 

（優良下請企業及び優秀下請技術者） 

１）下請として担当した当該工事の品質、出来ばえ等が優秀なもの、かつ、工事中における当

該工事技術者の功績が顕著な者の中から選定。 

 

（優良業務及び優秀技術者） 

１）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。 

２）解析手法、設計条件等を適正に定め、最終案決定に至った経過を要領よく取りまとめてあ

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。 


