
平成３０年７月１８日（水）
国土交通省 関東地方整備局

横浜国道事務所

記 者 発 表 資 料

平成２９年度 横浜国道 優良工事等表彰式を執り行います
～技術の向上と建設業の担い手の確保・育成を目指して～

横浜国道事務所では、平成２９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２９年度優良工事等表彰式を
下記のとおり執り行います。

また、平成２８年１１月に創設した｢担い手の確保・育成貢献工事表彰」も併せて
行います。

※｢担い手の確保・育成貢献工事表彰｣は、平成２８年９月に関東地方整備局が公表した「”地域インフラ”サポートプラ

ン関東2016」で示した取組１－③「災害対応、担い手の確保・育成貢献工事表彰制度」により創設した制度です。

記

１．日 時 平成３０年７月２０日（金） １３時１５分～１４時２０分

２．場 所 横浜市スポーツ医科学センター ３階 大研修室

３．表彰件数及び人数
（１）優良工事関係 （対象工事件数：６８件）

・優良工事表彰 ７件
・優秀工事技術者表彰 ７名
・難工事功労表彰 １５件
・災害工事功労表彰 ２件
・担い手の確保・育成貢献工事表彰 ２件

（２）優良業務関係 （対象業務件数：８６件）
・優良業務表彰 ６件
・優秀技術者表彰 ６名

４．取材について
・当日の取材は可能です。
・カメラ撮り等は、式の進行の妨げにならないよう撮影願います。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、

神奈川県政記者クラブ、横浜ラジオ・テレビ記者会

問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 横浜国道事務所 TEL：045-311-2981（代表）

副 所 長 中原 浩慈（内線205） 品質確保課長 加瀬 正彦（内線271）
なかはら こう じ か せ まさひこ
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　　平成２９年度　横浜国道事務所　優良工事等表彰式　会場案内図

■表彰式日時　平成３０年７月２０日（金）　１３時１５分～１４時２０分（受付１３時００分～）
■表彰式会場　横浜市スポーツ医科学センター　３階　大研修室
　　　　　　　　　　横浜市港北区小机町３３０２－５（日産スタジアム内）

出典：ＮＩＳＳＡＮ　ＳＴＡＤＩＵＭ　ホームページより

【電車の場合】
■ＪＲ横浜線・東海道新幹線「新横浜駅」北口下車徒歩１５分
■横浜市営地下鉄「新横浜駅」下車８番出口（日産スタジアム方面）徒歩１５分
■ＪＲ横浜線「小机駅」下車徒歩１５分

【お車の場合】
■日産スタジアム内
※新横浜公園第１駐車場・第２駐車場（有料）
※料金 ２時間／４００円（超過３０分ごとに１００円）
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平成２９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、横浜国道事務所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、横浜国道事務所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。

（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）

災害時の応急緊急復旧工事のうち、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。

（担い手の確保・育成貢献工事表彰）【参考】（Ｐ８）

横浜国道事務所管内の工事に関し、その施工等が優秀であって他の模範とする

に足りるものを評価するとともに、建設業の担い手の確保及び育成に関する取組

などが優れた工事を選定し、これを表彰することにより、建設業の担い手の確保

及び育成に関する取り組みをより一層推進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、横浜国道事務所管内の出張所及び関係各課から推薦され

た工事及び業務の中から、優良工事等選定委員会において審査を行いました。

３．選定方針

（優良工事表彰）

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、安全対策への取り組み等が優れているもの。

（優秀工事技術者表彰）

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。

（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
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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。

（担い手の確保・育成貢献工事表彰）【参考】（Ｐ８）

１）当該工事の成績が優秀なもの、又はその功績が顕著なもの。

２）当該工事において、受注者から担い手の確保及び育成に関する取り組みとし

て実施報告のあった内容が総合的に優れたもの。

（優良業務及び優秀技術者表彰）

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。

４．表彰される件数及び人数

１）優良工事表彰 ７件（７社）

２）優秀工事技術者表彰 ７名

３）難工事功労表彰 １５件（１２社）

４）災害工事功労表彰 ２件（２社）

５）担い手の確保・育成貢献工事表彰 ２件（２社）

６）優良業務表彰 ６件（６社）

７）優秀技術者表彰 ６名

詳細は【別紙】（Ｐ５～６）をご覧ください。

５．表彰式

表彰式は、横浜国道事務所長ほか所内幹部が出席して、優良工事受賞７社と優秀

工事技術者受賞７名、難工事功労受賞１２社、災害工事功労表彰２社、担い手の確

保・育成貢献工事受賞２社、優良業務受賞６社と優秀技術者受賞６名が出席し、事

務所長から表彰状が授与されます。

６．その他

優良工事表彰、難工事功労表彰、災害工事功労表彰を受賞した場合、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。優秀工事技術者表彰を受賞

した場合、技術者の技術力評価が優位になります。

優良業務表彰、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。

また、担い手の確保・育成貢献工事表彰を受賞した場合、横浜国道事務所が総合

評価落札方式で発注する工事において、企業の技術力評価が優位になります。

横浜国道事務所発注工事において、特に優れた成績を収めた工事等については、

関東地方整備局長表彰として平成３０年７月１１日（水）さいたま新都心合同庁舎

１号館講堂にて表彰式が行われました。【参考資料】（Ｐ７）をご参照下さい。
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【別紙】

事務所長表彰 横浜国道事務所

(優良工事表彰及び優秀工事技術者表彰）

工事名 工事技術者名

1 横浜湘南道路藤沢地区改良（その３）工事 八尾　祐司

2 Ｈ２８上草柳高架橋耐震補強工事 安東　啓一郎

3 Ｈ２８・２９小田原維持工事 加藤　直也

4 横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ下部（その９）工事 若林　勝巳

5 Ｈ２８管内改築区間改良（その５）工事 長岡　満明

6 Ｈ２８神奈川・大磯管内交通安全対策他工事 金田一　貴朗

7 横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ下部（その２４）工事 鳴坂　洋

(難工事功労表彰）

工事名

1 Ｈ２８保土ヶ谷管内橋梁補修工事

2 １６号堀口電線共同溝工事

3 Ｈ２８小余綾高架橋塗装工事

4 Ｈ２８片吹歩道橋他設置工事

5 Ｈ２７・２８・２９横浜国道管内照明施設維持工事

6 １６号追浜電線共同溝路面復旧他工事

7 Ｈ２８・２９厚木維持工事

8 国道１号箱根新道法面災害復旧工事

9 Ｈ２８横浜管内共同溝補修工事

10 Ｈ２８神奈川管内舗装修繕工事

11 Ｈ２８保土ヶ谷・厚木管内交通安全対策他工事

12 Ｈ２８伊勢山新橋橋梁補修工事

13 １６号磯子電線共同溝路面復旧工事

14 Ｈ２８横浜国道管内交通安全施設整備工事

15 ２４６号愛甲（２）電線共同溝工事

業者名

大野建設株式会社

株式会社　エス・ケイ・ディ

業者名

太啓建設株式会社 関東支店

戸田道路株式会社

地崎道路株式会社　東京支店

平成２９年度　表彰一覧

清水塗工株式会社

京急建設株式会社

小雀建設株式会社

株式会社  厚木植木

北川ヒューテック株式会社　東京本社

奈良建設株式会社

国土開発工業株式会社

東照工業株式会社

東京鋪装工業株式会社　関東支店

株式会社　エス・ケイ・ディ

日機道路株式会社

株式会社　日工

株式会社　日工

深井建設株式会社　東京支店

日機道路株式会社

株式会社　日工

三井住建道路株式会社　関東支店
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(災害工事功労表彰）

工事名

1 西湘バイパス大磯地区災害復旧（その４）工事

2 西湘バイパス大磯地区災害復旧（その５）工事

(担い手の確保・育成貢献工事表彰）

工事名

1 厚木秦野道路伊勢原北ＩＣ改良（その２）工事

2 厚木秦野道路秦野西ＩＣ他改良工事

(優良業務及び優秀技術者表彰）

業務名 技術者名

1 Ｈ２８道路トンネル点検他業務 重田　佳幸

2 Ｈ２８横浜国道管内電線共同溝設計業務 今野　政美

3 Ｈ２８圏央道測量（その２）業務 臺（うてな）　達樹

4 Ｈ２９横浜国道管内地質調査業務 中村　三樹雄

5 Ｈ２９道路附属物点検業務 岩上　和行

6 Ｈ２９交通事故対策検討他業務 林　祐志

株式会社　エス・ケイ・ディ

小雀建設株式会社

株式会社　小島組

業者名

国際測地　株式会社

株式会社　ソイルシステム

小雀建設株式会社

株式会社ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ神奈川事務所

株式会社　近代設計

業者名

首都高技術　株式会社

業者名

ﾊﾟｼﾌｨｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ株式会社　首都圏本社
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【参考資料】

局長表彰 横浜国道事務所

(優良業務及び優秀技術者表彰）

工事名 工事技術者名

1 Ｈ２８管内橋梁点検（その１）業務 藤原　宏将

2 Ｈ２８横浜湘南道路構造物等設計業務 浅井　悟

平成２９年度　表彰一覧

業者名

中央コンサルタンツ株式会社　東京支店

大日コンサルタント株式会社　東京本社
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横浜国道事務所
建設業担い手の確保・育成貢献工事表彰制度について

１．目的

横浜国道事務所管内の工事に関し、その施工等が優秀であって他の模範とする

に足りるものを評価するとともに、建設業の担い手の確保及び育成に関する取組など

が優れた工事を選定し、これを表彰することにより、建設業の担い手の確保及び育

成に関する取組をより一層推進することを目的とした制度です。

２．選定方法

表彰の対象となる建設業担い手の確保・育成貢献工事の選定は、表彰対象年度

に完成し、施工が優秀であって建設業の担い手の確保及び育成に関する取組など

が優れた工事の中から、横浜国道事務所において審査を行い、選定するものとしま

す。

３．選定方針

１）当該工事の成績が優秀なもの、又はその功績が顕著なもの。

２）当該工事において、受注者から担い手の確保及び育成に関する取組として実施

報告のあった内容が総合的に優れたもの。

（取組例）

○建設業界への入職のきっかけづくりとなる取組

○建設業の社会的意義・役割や魅力・やりがいを知ってもらうための取組

○建設現場の生産性の向上、労働環境を改善する取組

○若手・女性技術者の確保・育成のための取組

４．その他

建設業担い手の確保・育成貢献工事表彰の受賞者は、横浜国道事務所が総合

評価落札方式で発注する工事において、技術力評価が優位になります。

【参考】
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