
令和元年度常総国道事務所優良工事等表彰について
～地域の良質な社会資本整備と土木建設技術者の育成を目指して～

国土交通省関東地方整備局常総国道事務所では、令和元年度に完成した工事及
び業務の中で、特に優れた成績を収めた工事、業務、技術者等について、令和元年
度優良工事等の事務所長表彰を行います。

また、建設業担い手の確保・育成貢献工事表彰および新技術活用・生産性等向上
工事表彰をあわせて行います。

表彰件数及び人数
（１）優良工事関係（対象工事件数２６件）
・優良工事 ２件
・優秀工事技術者 ２名

（２）優良業務関係（対象業務件数４６件）
・優良業務 ２件
・優秀技術者 ２名

（３）建設産業担い手確保・育成貢献工事表彰 ３件
（４）新技術活用・生産性等向上工事表彰 １件

［詳細は、別紙「令和元年度 事務所長表彰一覧」のとおり］

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。

記者発表クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、茨城県政記者会、千葉県政記者会

国土交通省 関東地方整備局 常総国道事務所
住所：茨城県土浦市川口1-1-26 ｱｰﾊﾞﾝｽｸｴｱ土浦ﾋﾞﾙ4階

電話：029-826-2040（代表）

副所長【工事】：根本 忠 （ねもと ただし） 内線204
副所長【業務】：森 浩樹 （もり ひろき） 内線205

問合わせ先

記者発表資料

令和２年７月１５日（水）
国土交通省関東地方整備局
常 総 国 道 事 務 所
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【別紙】 

令和元年度 事務所長表彰一覧 

優良工事等表彰                                  ． 

＜優良工事＞ 

工 事 名 会 社 名 

Ｈ30 うしくつちうらＢＰねこやがわばしかぶその１こうじ 

 Ｈ３０牛久土浦ＢＰ根古屋川橋下部その１工事 
けいせいけんせつ かぶしきがいしゃ 

 京成建設 株式会社 

とうかんどうたけだがわばしかぶその２こうじ 

 東関道武田川橋下部その２工事 
だいしょうけんせつ かぶしきがいしゃ 

 大勝建設 株式会社 

＜優秀工事技術者＞ 

工 事 名 会 社 名 優秀工事技術者 

Ｈ30 うしくつちうらＢＰねこやがわばしかぶその１こうじ

Ｈ３０牛久土浦ＢＰ根古屋川橋下部その１工事 
けいせいけんせつ かぶしきがいしゃ

京成建設 株式会社 
おきしま りょう 

現場代理人 沖嶋 亮 

とうかんどうたけだがわばしかぶその２こうじ

東関道武田川橋下部その２工事 
だいしょうけんせつ かぶしきがいしゃ

大勝建設 株式会社 
みやうち みきひろ 

現場代理人 宮内 幹広 

＜優良業務＞ 

業 務 名 会 社 名 

うしくつちうらＢＰちしつちょうさ（その２）ぎょうむ３０Ｋ１６ 

牛久土浦ＢＰ地質調査（その２）業務３０Ｋ１６ 

おうようちしつ かぶしきがいしゃ いばらきえいぎょうしょ 

応用地質株式会社 茨城営業所 

けんおうどうつくばちくきょうりょうしょうさいせっけい（その 4）ぎょうむ３０Ｋ１３ 

圏央道つくば地区橋梁詳細設計（その４）業務３０Ｋ１３ 
ぱしふぃっくこんさるたんつ かぶしきがいしゃ しゅとけんほんしゃ 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社 

＜優秀技術者＞ 

業 務 名 会 社 名 優秀技術者 

うしくつちうらＢＰちしつちょうさ（その２）ぎょうむ３０Ｋ１６ 

牛久土浦ＢＰ地質調査（その２）業務３０Ｋ１６ 
おうようちしつ かぶしきがいしゃ いばらきえいぎょうしょ 

応用地質株式会社 茨城営業所 
いとう りょうた 

管理技術者  伊藤 亮太 

けんおうどうつくばちくきょうりょうしょうさいせっけい（その 4）ぎょうむ３０Ｋ１３ 

圏央道つくば地区橋梁詳細設計（その４）業務３０Ｋ１３ 

ぱしふぃっくこんさるたんつ かぶしきがいしゃ  

しゅとけんほんしゃ 

パシフィックコンサルタンツ株式会社

首都圏本社

みなみぐち こうじ

管理技術者  南口 浩志 
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建設産業担い手確保・育成貢献工事表彰                        ．

工 事 名 会 社 名 

H30 とうかんどうのぶかたちくかんきょその２こうじ 

Ｈ３０東関道延方地区函渠その２工事 
いしいこうぎょう かぶしきがいしゃ 

石井工業 株式会社 

H30 うしくつちうらＢＰうしくちくかいりょうこうじ 

Ｈ３０牛久土浦ＢＰ牛久地区改良工事 
きむらこうぎょう かぶしきがいしゃ 

キムラ工業 株式会社 

とうかんどうしろくちくこどうきょうかぶこうじ 

東関道四鹿地区跨道橋下部工事 
まつざきけんせつ かぶしきがいしゃ 

松崎建設 株式会社 

新技術活用・生産性等向上工事表彰  

工 事 名 会 社 名 

H30 とうかんどうこくどう 354 ごうこどうきょうかぶその２こうじ 

Ｈ３０東関道国道３５４号跨道橋下部その２工事 
かぶきけんせつ かぶしきがいしゃ いばらきほんてん 

株木建設 株式会社 茨城本店 

【参考】局長表彰 令和２年７月１５日に関東地方整備局長から優良工事等として表彰された工事等

＜優良工事＞ 

工 事 名 会 社 名 

H30 とうかんどうのぶかたちくかんきょその１こうじ 

Ｈ３０東関道延方地区函渠その１工事 
じょうそうかいはつこうぎょう かぶしきがいしゃ 

常総開発工業 株式会社 

＜優秀工事技術者＞ 

工 事 名 会 社 名 優秀工事技術者 

H30 とうかんどうのぶかたちくかんきょその１こうじ

Ｈ３０東関道延方地区函渠その１工事 
じょうそうかいはつこうぎょう かぶしきがいしゃ

常総開発工業 株式会社 
みやもと まさのり 

現場代理人 宮本 正則 

＜優良業務＞ 

業 務 名 会 社 名 

とうかんどうみとせんどうろじぎょうかんりぎょうむ３０Ｃ３ 

東関道水戸線道路事業監理業務３０Ｃ３ 

とうかんどうみとせんどうろじぎょうかんりぎょうむ 30C3 

ちょうだい・かんとうちいきづくりきょうかい・くりえーとせっけいきょうどうたい 

東関道水戸線道路事業監理業務 30C3 

長大・関東地域づくり協会・クリエート設計共同体 

うしくつちうらＢＰようちちょうさとうぎょうむ３１Ｂ４ 

牛久土浦ＢＰ用地調査等業務３１Ｂ４ 
かぶしきがいしゃ しもん 

株式会社 四門 

＜優秀技術者＞ 

業 務 名 会 社 名 優秀技術者 

とうかんどうみとせんどうろじぎょうかんりぎょうむ３０Ｃ３ 

東関道水戸線道路事業監理業務３０Ｃ３ 

とうかんどうみとせんどうろじぎょうかんりぎょうむ 30C3 

ちょうだい・かんとうちいきづくりきょうかい・くりえーと 

せっけいきょうどうたい 

東関道水戸線道路事業監理業務 30C3 

長大・関東地域づくり協会・クリエート 

設計共同体

たんの かずゆき 

管理技術者 丹野 和之 

うしくつちうらＢＰようちちょうさとうぎょうむ３１Ｂ４ 

牛久土浦ＢＰ用地調査等業務３１Ｂ４ 
かぶしきがいしゃ しもん 

株式会社 四門 
すがや あきひこ 

管理技術者 菅谷 昭彦 
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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、常総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、常総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、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。 

（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、常総国道事務所管内の建設監督官及び関係各課から推薦された工事及び業務

の中から、常総国道事務所工事等成績評定評価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 技術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。 

（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。 

４．表彰 

表彰の対象者には、常総国道事務所長から表彰状が贈られます。 

５．その他 

優良工事表彰、優秀工事技術者表彰を受賞された場合は、総合評価落札方式において企業の技術力及

び配置予定技術者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。 
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令和元年度 常総国道事務所 

建設業担い手確保・育成貢献工事表彰について 

１．目的 

常総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、常総国道事

務所工事等成績評定評価委員会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取

組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．表彰 

表彰の対象者には、常総国道事務所長から表彰状が贈られます。 

５．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、常総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。 
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令和元年度 常総国道事務所 

新技術活用・生産性等向上工事表彰について 

１．目的 

常総国道事務所発注の工事に関し、新技術や３次元データ等の活用により生産性、品質、安全性

等の向上を図る取組が優れた工事を選定し、これを表彰することにより、建設生産システム全体の

生産性向上等への取組の裾野を拡大し、より一層増進させることを目的とした制度です。 

２．選定方法 

表彰の対象となる新技術活用・生産性等向上工事の選定は、表彰対象年度に完成し、施工が優秀

であって新技術活用・生産性等向上への取組などが優れた工事の中から、常総国道事務所工事等成

績評定評価委員会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）新技術や３次元データ等の活用により生産性、品質、安全性等の向上を図る取組として実施

報告のあった取組が総合的に優れたもの。 

４．表彰 

表彰の対象者には、常総国道事務所長から表彰状が贈られます。 

５．その他 

新技術活用・生産性等向上工事表彰の受賞者は、常総国道事務所が総合評価落札方式にて発注す

る工事において、企業の技術力における評価が優位になります。 
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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　事務所長表彰の概要及び表彰理由

けいせいけんせつ かぶしきがいしゃ

京成建設 株式会社

Ｈ３０うしくつちうらＢＰねこやがわばしかぶその１こうじ

Ｈ３０牛久土浦ＢＰ根古屋川橋下部その１工事

平成30年12月7日 令和1年11月29日

おきしま　りょう

職種 現場代理人
沖嶋　亮

常総国道事務所

　本工事は、茨城県牛久市遠山町地先の一般国道６号牛久土浦バイパスにおいて、根
古屋川に係る橋梁下部工のうち、P7橋脚を施工する工事である。

　本工事の箇所は、軟弱地盤であることから下部工施工前に現地の状況を的確に把握
したうえで軟弱地盤改良を施工し下部工の施工を行ったものである。一方で、隣接する
他工事との工程調整を積極的に行い、遅れを発生させることなく工事を竣工させたほ
か、作業員の安全対策についても積極的に取り組み、無事故で竣工させたものであ
る。さらに、若手技術者を登用し担い手育成に積極的に取り組む姿勢は、他の工事の
模範となることから当該表彰に推薦するものである。

　当該技術者は、工程に与える要因を的確に把握し、隣接する他の工事との工程調整
に取り組んだほか、現場閉所による週休2日に取り組みながら遅滞なく工事を竣工させ
たものであり、その卓越した工程管理能力は高く評価されるものであることから当該表
彰に推薦するものである。

躯体コンクリート打設状況 完成
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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　事務所長表彰の概要及び表彰理由

だいしょうけんせつ かぶしきがいしゃ

大勝建設 株式会社

とうかんどうたけだがわばしかぶその２こうじ

東関道武田川橋下部その２工事

平成29年11月8日 令和元年5月15日

みやうち　みきひろ

職種 現場代理人
宮内　幹広

常総国道事務所

　本工事は、茨城県行方市両宿地先の高速自動車国道東関東自動車道水戸線にお
いて、（仮称）武田川橋の上下線（Ａ２橋台）を施工するものである。

　当該工事においては、近接した改良工事および地盤改良工事と工事用道路を共有し
ながらの工事であったが、工事間調整を綿密に実施し、適切な工程管理・安全管理を
実施し、週休２日（４週８休）を確保しながら、計画工程通り無事故で工事を完成させ
た。
　また、地域貢献活動も積極的に実施し、公共工事における地域への理解度を深める
取り組みがなされていた事から、表彰するものである。

　当該技術者は工事全体を把握するとともに、協力会社を含めた安全管理への意識を
向上させるなど積極的な取り組みが見られた。
　また、現地の状況を踏まえ監督職員との協議を適切な時期に実施し、品質の向上・
適切な工程管理に努めたことから、表彰するものである。

鋼管杭施工状況 完成
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ふりがな

会社名

ふりがな

技術者名

ふりがな

業務名

履行期限 （自） （至）

事務所名

業務概要

表彰理由

いとう　りょうた

職種 管理技術者
伊藤　亮太

優良業務及び優秀技術者　事務所長表彰の概要及び表彰理由

おうようちしつ かぶしきがいしゃ  いばらきえいぎょうしょ

応用地質 株式会社 茨城営業所

　本業務の履行にあたり、調査職員との十分な打合せに基づき、必要となる地質情報
やデータの解析・検討を行うとともに、高度で専門的な技術力を発揮し、品質の高い業
務成果をとりまとめた。
　特に、過年度業務で３次元微動アレイ探査により確認された埋没谷は、今後の構造
物設計及び施工に影響を及ぼすことからその精度の検証が重要であり、３次元微動ア
レイ探査、ボーリング調査及び３次元地盤モデルを活用した精度の検証を実施し技術
的とりまとめを行った。
　以上より、積極的かつ効果的な提案を行うとともに業務の目的と内容を十分に理解・
把握したうえで、高度な技術力を活用し、調査職員の指示等に対して迅速かつ的確に
対応するなど、円滑な業務遂行がなされた。

うしくつちうらＢＰちしつちょうさ（その２）ぎょうむ３０Ｋ１６

牛久土浦ＢＰ地質調査（その２）業務３０Ｋ１６

平成31年3月15日 令和2年2月28日

常総国道事務所

　本業務は、牛久土浦バイパスにおける地質調査業務である。
　道路・構造物設計に必要な土質工学的基礎資料を得るため、現地での地質調査を実
施し、３次元地盤モデルを活用した技術的なとりまとめを行う。
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ふりがな

会社名

ふりがな

技術者名

ふりがな

業務名

履行期限 （自） （至）

事務所名

業務概要

表彰理由

みなみぐち　こうじ

職種 管理技術者
南口　浩志

優良業務及び優秀技術者　事務所長表彰の概要及び表彰理由

ぱしふぃっくこんさるたんつ かぶしきがいしゃ しゅとけんほんしゃ

パシフィックコンサルタンツ 株式会社 首都圏本社

　本業務の履行にあたっては、業務の目的及び内容を十分理解し、調査職員と綿密な
連携を図りつつ関係機関との協議資料をわかりやすくとりまとめ、説明するなど的確に
業務が進められた。
　特に、当該地区５件の橋梁詳細設計業務の代表として、設計に関する共通事項の整
理、設計各社と関係機関との調整及びとりまとめを積極的かつ効果的に行った。さら
に、当該地区の工事用道路詳細設計や河川渡河部の仮橋等の設計を行う際、多数の
関係者及び関係機関ともスムーズな協議を進め、業務の遂行に努めた。
　以上により、積極的かつ効果的な提案を行うとともに業務の目的と内容を十分理解
把握のうえ、調査職員の指示等に対して迅速に対応するなど、高度な技術力を活用
し、円滑で正確な業務遂行がなされた。

けんおうどうつくばちくきょうりょうしょうさいせっけい（その4）ぎょうむ３０Ｋ１３

圏央道つくば地区橋梁詳細設計（その４）業務３０Ｋ１３

平成30年12月7日 令和2年2月28日

常総国道事務所

本業務は、首都圏中央連絡自動車道（つくば地区）において、既存の設計成果を踏ま
え、架橋地点の地形・地質・各種制約条件等に基づき、橋梁詳細設計及び工事用道路
の設計等を実施したものである。

１０／１４



ふりがな

会社名

ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由

状況写真等

建設産業担い手確保・育成貢献工事　事務所長表彰の概要及び表彰理由

いしいこうぎょう かぶしきがいしゃ

石井工業 株式会社

H30とうかんどうのぶかたちくかんきょその２こうじ

Ｈ３０東関道延方地区函渠その２工事

平成30年7月27日 令和2年2月28日

常総国道事務所

  本工事は、茨城県潮来市延方地先の高速自動車国道東関東自動車道水戸線におい
て、函渠工等を施工するものである。

　地元中学生を対象に、建設業界への入職のきっかけづくりの一環として、現場見学会
を開催した。
　参加者は潮来市立潮来第1中学校（2年生53名、教員5名）58名。
　現場見学会では、東関道事業の説明の後、建設機械の操作体験及び光波による測
量を体験してもらうことで、建設関係の仕事に興味を持ってもらうことができた。

現場見学会 集合写真
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ふりがな

会社名

ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由

状況写真等

建設産業担い手確保・育成貢献工事　事務所長表彰の概要及び表彰理由

きむらこうぎょう かぶしきがいしゃ

キムラ工業 株式会社

H30うしくつちうらＢＰうしくちくかいりょうこうじ

Ｈ３０牛久土浦ＢＰ牛久地区改良工事

平成31年3月28日 令和2年3月13日

常総国道事務所

  本工事は、茨城県牛久市遠山町から牛久町地先の一般国道６号牛久土浦バイパス
において、道路土工、地盤改良工、排水構造物工等を施工するものである

　未来の建設業の担い手となる子供たちに、建設業の魅力や工事の大切さを発信し、
建設機械体験などを通じて建設業への理解や興味・関心を深めていただくことを目的と
して、現場見学会を２回開催した。
　令和元年11月5日　牛久市立牛久小学校５年生
　令和元年11月11日　茨城県立土浦工業高等学校土木科１年生
　現場見学会においては、振動締固め機やＩＣＴ施工機械の乗車体験などを行った。現
場見学会に参加した児童・生徒たちからは、「色んな機械を体験出来てとても面白かっ
た！」、「振動プレートの振動がすごくてびっくりした！」、「最新のICT建設機械やドロー
ン等を間近で見れて工事現場で行う仕事のイメージが沸いた！」、「建設業で働く人た
ちはすごいと思いました！」などの感想を頂き、建設関係の仕事に興味を持ってもらう
ことができた。

現場見学会 集合写真
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ふりがな

会社名

ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由

状況写真等

建設産業担い手確保・育成貢献工事　事務所長表彰の概要及び表彰理由

まつざきけんせつ かぶしきがいしゃ

松崎建設 株式会社

とうかんどうしろくちくこどうきょうかぶこうじ

東関道四鹿地区跨道橋下部工事

平成29年12月28日 令和1年9月30日

常総国道事務所

  本工事は、茨城県行方市四鹿地先の高速自動車国道東関東自動車道水戸線におい
て、橋台２基、切り廻し道路工等を施工するものである。

　未来の担い手になる子供たちに工事現場の様子を知ってもらおうと現場見学会を開
催した。
　参加者は行方市立麻生東小学校（5年生42名、職員3名）45名
　現場見学会では、タブレットを用いた測量体験、建設機械の操作及びＶＲゴーグルを
用いた危険予知の体験を実施し、建設関係の仕事に興味を持ってもらうことができた。

現場見学会
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ふりがな

会社名

ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

表彰理由

状況写真等

新技術活用・生産性等向上工事　事務所長表彰の概要及び表彰理由

かぶきけんせつ かぶしきがいしゃ いばらきほんてん

株木建設 株式会社 茨城本店

H30とうかんどうこくどう354ごうこどうきょうかぶその２こうじ

Ｈ３０東関道国道３５４号跨道橋下部その２工事

平成30年9月11日 令和2年3月31日

常総国道事務所

  本工事は、茨城県行方市両宿地先の高速自動車国道東関東自動車道水戸線におい
て、国道３５４号を跨ぐ跨道橋の逆T式橋台及び地盤改良を施工するものである。

　現場打ちコンクリートの品質向上を図るため、新技術登録されている「クラックセイ
バー」および「ハイパーネット」を採用した。ひび割れ調査の結果、完成した橋台にひび
割れは無く、高品質な構造物を完成させた。
　また、当該現場における建設機械のバッテリー盗難を防止するため、常総国道事務
所と東関道受注者が共同開発したバッテリー盗難防止装置をいち早く現場に導入し、
盗難による工程遅延を防止するとともに、確実な工程管理を実施した。

クラックセイバー塗布状況 ハイパーネット設置状況

盗難防止装置設置状況
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