取扱い

７月１５日（水）14時00分以降解禁
令和２年７月１５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

令和元年度 横浜国道 優良工事等表彰について
〜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、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、技術者等について、下記のとおり表彰を行いますのでお
知らせいたします。
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ー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
設した横浜国道事務所独自の表彰制度です。

記
１．表彰日
令和２年７月１５日（水）
２．表彰件数及び人数
（１）優良工事関係
（対象工事件数：７７件）
・優良工事表彰
５件（５社）
・優秀工事技術者表彰
４名
・週休２日制適用工事
１件（１社）
・優良下請企業表彰
１件（１社）
・優秀下請技術者表彰
１件（１名）
・難工事功労表彰
１４件（１４社）
・担い手の確保・育成貢献工事表彰
８件（８社）
（２）優良業務関係
（対象業務件数：８０件）
・優良業務表彰
６件（６社）
・優秀技術者表彰
６名
例年は、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としました。

記者発表クラブ
竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、
神奈川県政記者クラブ、横浜ラジオ・テレビ記者会

問合わせ先
国土交通省

関東地方整備局

横浜国道事務所

TEL

おだがわ ゆたか

副所長

小田川

豊

工事品質管理官
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045-311-2981（代表）
いいだ

ひさのり

飯田

久典

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、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。
（優良下請企業表彰および優秀下請技術者表彰）
優良下請企業表彰および優秀下請技術者表彰は、下請けとして担当した工事の
品質、出来ばえ等が優秀な下請企業及び工事中における功績が顕著な下請技術者
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。
（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。
（週休２日制適用工事）
横浜国道管内の工事において、施工等が優秀であり、現場の週休２日を達成し
たものを表彰する制度です。
（担い手の確保・育成貢献工事表彰）【参考資料２】（Ｐ９）
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、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、ICT活用により出来形、品質が優れているもの。
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（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。
（優良下請企業表彰および優秀下請技術者表彰）
１）優良工事表彰対象（優秀工事技術者のみ表彰対象は除く）のうち下請契約額
3,500万円以上（建築工事の場合は7，000万円以上）の工事かつ品質確保・
品質向上等に貢献したもの。
（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
もの。
（担い手の確保・育成貢献工事表彰）【参考資料２】（Ｐ９）
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
てインターンシップ受入、現場見学会等の実施報告があった内容について総
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）BIM/CIM活用業務で成果物の品質が優れているもの
４．表彰される件数及び人数
１）優良工事表彰
２）優秀工事技術者表彰
３）週休２日制適用工事
４）優良下請企業表彰
５）優秀下請技術者表彰

５件（５社）
４名
１件（１社）
１件（１社）
１名

６）難工事功労表彰
１４件（１４社）
７）担い手の確保・育成貢献工事表彰
８件（８社）
８）優良業務表彰
６件（６社）
９）優秀技術者表彰
６名
詳細は【別紙】（Ｐ５〜７）をご覧ください。
５．表彰式
表彰式は、新型コロナウイルス感染拡大状況を鑑み、受賞者の皆様の安全確保
を優先に考慮した結果、今回は表彰状の郵送をもって表彰式典に代えさせていた
だきます。
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６．その他
１）優良工事表彰、難工事功労表彰、週休２日達成表彰を受賞した場合、優良下請表
彰企業を活用するとした場合、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。
２）優秀工事技術者表彰を受賞した者を配置予定技術者とした場合、総合評価落札方
式等において技術者の技術力評価が優位になります。
３）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。
４）優良業務表彰、優秀技術者表彰を受賞した場合、総合評価落札方式等において企
業及び担当技術者の技術力評価が優位になります。
４）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、令和２年７月１５日（水）に表彰状の発送をもって
表 彰 式 典 に 代 え さ せ て い た だ い て い ま す 。【 参 考 資 料 １ 】（ Ｐ ８ ） を ご 参 照 下 さ
い。
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【別紙】
令和元年度横浜国道事務所長表彰一覧
横浜国道事務所
(優良工事表彰及び優秀工事技術者表彰）
会社名

工事名
1 Ｈ３０厚木秦野道路伊勢原北ＩＣ改良工事

ひとのもり かぶしきがいしゃ

2 横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ下部（その３５）工事

かぶしきがいしゃ もりぐみ とうきょうほんてん

3 厚木秦野道路秦野西ＩＣ下部（その２）工事

こすずめけんせつ かぶしきがいしゃ

人の森 株式会社

株式会社 森組 東京本店
小雀建設 株式会社

かぶしきがいしゃ いけだけんせつ

4 Ｈ３０横浜湘南道路藤沢地区改良（その１）工事 株式会社 池田建設

技術者名
おおば

けいすけ

えがわ

てつお

にんち

ともひろ

やまもと

はるゆき

大場 恵介
江川 哲男
仁地 智浩
山本 治幸

(優良工事表彰）
会社名

工事名

かぶしきがいしゃ ほくつう かんとうししゃ

1 Ｈ３０横浜国道管内ＣＣＴＶ設備設置（その２）工事 株式会社 ほくつう 関東支社

（優良下請企業表彰および優秀下請技術者表彰）
下請け会社名

元請け工事名
1 １号西小磯（２）電線共同溝工事

しんこうでんせつ かぶしきがいしゃ

新興電設 株式会社
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技術者名
しもじ

ゆたか

下地 豊

(難工事功労表彰）
会社名

工事名
1 Ｈ３０・Ｒ１西湘バイパス災害対策工事

かぶしきがいしゃ えす・けい・でぃ

2 西湘バイパス災害対策（その４）工事

かぶしきがいしゃ えす・けい・でぃ

3 西湘バイパス災害対策（その５）工事

こくどかいはつこうぎょう かぶしきがいしゃ

4 Ｈ３０保土ヶ谷出張所管内耐震補強工事

こくどかいはつこうぎょう かぶしきがいしゃ

5 Ｈ３０藤沢バイパス出口交差点改良他工事

こすずめけんせつ かぶしきがいしゃ

6 ２４６号梶が谷電線共同溝（その２）工事

かぶしきがいしゃ たけなかどうろ とうきょうほんてん

7 １６号川井電線共同溝（その２）工事

かぶしきがいしゃ たけなかどうろ とうきょうほんてん

8 １６号保土ヶ谷（３）電線共同溝（その２）工事

とだどうろ かぶしきがいしゃ

9 Ｒ１横浜国道事務所管内共同溝補修工事

にちきどうろ かぶしきがいしゃ

10 Ｈ３０国道１号箱根新道舗装修繕他工事
11

Ｈ３１保土ヶ谷・厚木管内交通安全対策他工
事

株式会社 エス・ケイ・ディ
株式会社 エス・ケイ・ディ
国土開発工業 株式会社
国土開発工業 株式会社
小雀建設 株式会社

株式会社 竹中道路 東京本店
株式会社 竹中道路 東京本店

戸田道路 株式会社
日機道路 株式会社

かぶしきがいしゃ にっこう

株式会社 日工

かぶしきがいしゃ にっこう

株式会社 日工

12 １６号金沢（２）電線共同溝工事

ふくだどうろ かぶしきがいしゃ とうきょうほんてん

13 ２４６号溝の口（２）電線共同溝（その３）工事

ふくだどうろ かぶしきがいしゃ とうきょうほんてん

14 Ｈ３０管内案内標識改善工事

みやがわこうぎょう かぶしきがいしゃ

福田道路 株式会社 東京本店

福田道路 株式会社 東京本店
宮川興業 株式会社

(週休２日制適用工事）
会社名

工事名
1 Ｈ３０国道１６号環境対策（その２）工事

かぶしきがいしゃ あつぎうえき

株式会社 厚木植木

(担い手の確保・育成貢献工事表彰）
会社名

工事名
1 横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ下部（その２９）工事

あいさわこうぎょうかぶしきがいしゃ

2 Ｈ３０厚木秦野道路秦野西ＩＣ下部工事

かぶしきがいしゃ えす・けい・でぃ

3 横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ Ｈランプ２号橋工事

かわたこうぎょうかぶしきがいしゃ

アイサワ工業株式会社
株式会社 エス・ケイ・ディ
川田工業株式会社

こくどかいはつこうぎょうかぶしきがいしゃ

4 Ｈ３０厚木秦野道路秦野西ＩＣ改良（その１）工事 国土開発工業株式会社
5 横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ（その３６）工事

こすずめけんせつかぶしきがいしゃ

6 Ｈ３０管内改築区間改良（その４）工事

ならけんせつ かぶしきがいしゃ

7 横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ Ｊランプ橋上部工事

にほんふぁぶてっく かぶしきがいしゃ

8 横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ下部（その３１）工事

かぶしきがいしゃ まつおこうむてん

小雀建設株式会社

奈良建設 株式会社
日本ファブテック 株式会社
株式会社 松尾工務店
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(優良業務及び優秀技術者表彰）
会社名

業務名

かんとうけんせつまねじめんとかぶしきがいしゃ

1 Ｈ３０・３１道路許認可審査・適正化指導（その７）業務 関東建設マネジメント株式会社
2 Ｈ３０道路防災設計他業務

きそじばんこんさるたんつかぶしきがいしゃ よこはましてん

3 Ｈ３０横須賀地区トンネル詳細設計他業務

かぶしきがいしゃ どうろけんせつこんさるたんと

4 Ｈ３０電線共同溝事業支援業務

技術者名
なかむら てつお

仲村 哲男
ほりたに ひでのり

基礎地盤コンサルタンツ株式会社 横浜支店 堀谷 秀則

株式会社 道路建設コンサルタント

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

ねもと

あきひろ

根本 明浩
むらまつ かずや

パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社

村松 和也

5 Ｈ３０圏央道戸塚ＩＣ施工計画検討他業務

かぶしきがいしゃ そうごうぎじゅつこんさるたんと とうきょうししゃ

いのぐち

6 Ｈ３０横浜国道管内道路計画検討他業務

いっぱんざいだんほうじん けいりょうけいかくけんきゅうじょ

とも お

株式会社 綜合技術コンサルタント 東京支社 井之口 共雄

一般財団法人 計量計画研究所
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やべ

つとむ

矢部 努

【参考資料１】
令和元年度関東地方整備局長表彰一覧
横浜国道事務所
(優良工事表彰及び優秀工事技術者表彰）
会社名

工事名
1 横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ下部（その２８）工事

かぶしきがいしゃ あんどう・はざま

2 １号西小磯（２）電線共同溝工事

かぶしきがいしゃ かんでんこう

3 厚木出張所管内トンネル補修他工事

こくどかいはつこうぎょうかぶしきがいしゃ

4 Ｈ３０神奈川管内耐震補強工事

たいけいけんせつかぶしきがいしゃ かんとうしてん

5 Ｈ３０金沢国道管内橋梁補修他工事

だいしょうけんせつかぶしきがいしゃ

株式会社 安藤・間

とうきょうしてん

東京支店

株式会社 関電工

国土開発工業株式会社

太啓建設株式会社 関東支店
大勝建設株式会社

技術者名
すわべ たけし

諏訪部 武

いちのへ けん

一戸 乾

とりうみ もとのぶ

鳥海 元伸

てらの まさのり

寺野 昌徳

ほりえ しゅうた

堀江 秀太

(優良工事表彰）
会社名

工事名
1 Ｈ３０・３１小田原維持工事

かぶしきがいしゃ えす・けい・でぃ

株式会社 エス・ケイ・ディ

(優良業務及び優秀技術者表彰）
会社名

工事名

にほんこうえいかぶしきがいしゃ かながわじむしょ

1 Ｈ３０横浜湘南道路施工計画検討その他業務 日本工営株式会社 神奈川事務所
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技術者名
あらい あきお

新井 明夫

【参考資料２】

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。
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