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◇◇ 問い合わせ先 ◇◇

国土交通省関東地方整備局 甲府河川国道事務所 TEL 055-252-549１

副所長（道路） 松澤 尚利 （まつざわ なおとし）

副所長（河川） 金子 隆信 （かねこ たかのぶ）

工事品質管理官 滝澤 治 （たきざわ おさむ）

甲府河川国道事務所では、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１７日（金）

２ 表彰件数及び人数

（１）優良工事関係（対象工事件数：８０件）

・優良工事（６件）及び優秀工事技術者（６名）

・優良下請企業（２件）及び優秀下請技術者（２名）

（２）難工事功労表彰（３件）

（３）担い手の確保・育成貢献工事表彰（４件）

（４）災害工事功労表彰（３件）

（５）新技術等活用実績表彰（２件）

（６）優良業務関係（対象業務件数：６８件）

・優良業務（５件）及び優秀技術者（５名）

令和２年 ７月１５日（水）
国土交通省関東地方整備局
甲府河川国道事務所

取り ７月１７日 １４時以降

扱い 解 禁
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例年であれば、表彰式をおこなっておりますが、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を鑑みて、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となりました。

令和元年度 甲府河川国道事務所優良工事等の表彰について

～技術の向上と円滑な事業推進を目指して～



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、甲府河川国道事務所管内の工事を受注し、その施工が優秀であって、他の模範
とするにふさわしい工事を表彰することにより、技術の向上および円滑な事業の推進に資すること
を目的とする制度です。

（優秀工事技術者表彰）
優秀工事技術者表彰は、甲府河川国道事務所管内の工事を担当した現場代理人および主任（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する制度です。

（優良下請企業及び優秀下請技術者表彰）
優良下請企業及び優秀下請技術者表彰は、甲府河川国道事務所管内の工事を担当した下請企業及

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寄与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ふさわしい工事を表彰することにより、技術の向上および円滑な事業
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ふさわしい工事を表彰するこ

とにより、技術の向上およ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）
担い手の確保・育成貢献工事表彰は、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

る取り組みが優れた工事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て制度です。

（新技術等活用実績表彰）
３次元データや新技術の活用により生産性向上を図る取り組みが優秀であって、他の模範とする

に足りる工事を選定し、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への取り
組みの視野を拡大し、より一層増進させることを目的とした制度です。

（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、他の模範とす

るにふさわしい業務を表彰することにより、技術力の向上およ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、甲府河川国道事務所管内の出張所および関係各課から推薦された工事及び業
務について、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）

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。
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（優秀工事技術者）
① 当該工事技術者の担当した工事が優秀であり、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、出来ばえ等に優秀なもの、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。

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

（災害工事功労）
① 災害における応急復旧工事のうち、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）
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 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

た取り組みが総合的に優れたもの。

（新技術等活用実績表彰）
① 新技術等活用生産性向上工事の取り組みとして３次元データ活用技術や新技術活用について優

れたものを選定。

（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緯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、優良な成果をとりまとめてあるもの。

４ 表彰される件数、人数
（１） 優良工事６件
（２） 優秀工事技術者６名
（３） 優良下請企業及び優秀下請技術者２件及び２名
（４） 難工事功労３件
（５） 災害工事功労３件
（６） 担い手の確保・育成貢献工事４件
（７） 新技術等活用実績工事２件
（８） 優良業務及び優秀技術者５件及び５名

５ 表彰
表彰は、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を鑑みて、表

彰状等を送付することで表彰式に代えさせていただきます。

６ その他
優良工事、優秀工事技術者、優良下請企業、優秀下請技術者、難工事功労、災害工事功労、新技

術等活用実績工事で表彰された場合は、総合評価落札方式等において企業及び技術者の技術力の評
価が優位になります。

担い手の確保・育成貢献工事表彰で表彰された場合は、甲府河川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、企業及び技術者の技術力の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表彰された場合は、それぞれ企業および技術者の技術
力の評価が優位になります。
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＜　事務所長表彰　＞

○　優良工事表彰（６件）

NO 工　　事　　名 業　　者　　名

　　　　　　　かまなしがわかどうせいせい　　　　　　　たこうじ 　ゆざわこうぎょう　　かぶしきがいしゃ

Ｈ３０釜無川河道整正その他工事 湯澤工業　株式会社
　　　　　　　ちゅうぶ　　おうだん　ほんごうちく　　　ほそうこうじ 　ちゅうぶどぼく　　　かぶしきがいしゃ　　　とうきょうしてん

Ｈ３０中部横断本郷地区舗装工事 中部土木　株式会社　東京支店
　　　　　　やななかこ　じてんしゃ　ほこうしゃどう　　　　　せっちこうじ 　かぶしきがいしゃ　　おおもりこうむしょ

Ｈ３０山中湖自転車歩行者道設置工事 株式会社　大森工務所
　ちゅうぶおうだんやなぎしまちく　かいりょうほか　　　　　　　　　　こうじ 　こくさいけんせつ　　かぶしきがいしゃ

中部横断柳島地区改良他（その２）工事 国際建設　株式会社
　はだかじま　ちく　　　ごがん　　こうじ 　ふじしまけんせつ　　　　かぶしきがいしゃ

波高島地区護岸工事 富士島建設　株式会社
　ちゅうぶおうだん　どろのさわ　がわばしじょうぶ　こうじ 　かぶしいきがいしゃ　よこがわ

中部横断泥之沢川橋上部工事 株式会社　横河ＮＳエンジニアリング

○　優秀工事技術者表彰（６名）

ＮＯ 工　　事　　名 業　　者　　名

　　　　　　　かまなしがわかどうせいせい　　　　　　　たこうじ 　ゆざわこうぎょう　　かぶしきがいしゃ 　げんばだいりにん おおにし　　ただき

Ｈ３０釜無川河道整正その他工事 湯澤工業　株式会社 現場代理人 大西　唯喜
　　　　　　　ちゅうぶ　　おうだん　ほんごうちく　　　ほそうこうじ 　ちゅうぶどぼく　　　かぶしきがいしゃ　　　とうきょうしてん かんりぎじゅつしゃ 　おがわ　　　さとし

Ｈ３０中部横断本郷地区舗装工事 中部土木　株式会社　東京支店 監理技術者 小川　哲史
　　　　　　やななかこ　じてんしゃ　ほこうしゃどう　　　　　せっちこうじ 　かぶしきがいしゃ　　おおもりこうむしょ 　げんばだいりにん　　　けんかんりぎじゅつうしゃ 　たむら　　まさし

Ｈ３０山中湖自転車歩行者道設置工事 株式会社　大森工務所 現場代理人兼監理技術者 田村　勝史
　ちゅうぶおうだんやなぎしまちく　かいりょうほか　　　　　　　　　　こうじ 　こくさいけんせつ　　かぶしきがいしゃ かんりぎじゅつしゃ 　たなべ　けいた

中部横断柳島地区改良他（その２）工事 国際建設　株式会社 監理技術者 田邉　桂太
　はだかじま　ちく　　　ごがん　　こうじ 　ふじしまけんせつ　　　　かぶしきがいしゃ 　げんばだいりにん　　　けんかんりぎじゅつうしゃ 　にしやま　くにひこ

波高島地区護岸工事 富士島建設　株式会社 現場代理人兼監理技術者 西山　邦彦
　ちゅうぶおうだん　どろのさわ　がわばしじょうぶ　こうじ 　かぶしいきがいしゃ　よこがわ かんりぎじゅつしゃ 　だ　て　　しょう

中部横断泥之沢川橋上部工事 株式会社　横河ＮＳエンジニアリング 監理技術者 伊達　涉

○　優良下請企業及び優秀下請技術者表彰（２件）

ＮＯ 工　　事　　名 業　　者　　名 下請企業 氏　　名

　はだかじま　ちく　　　ごがん　　こうじ 　ふじしまけんせつ　　　　かぶしきがいしゃ 　はぐろ　こうぎょう　　かぶしきがいしゃ かわはら　　まさとし

波高島地区護岸工事 富士島建設　株式会社 羽黒工業　株式会社 川原　雅俊
　ちゅうぶおうだん　どろのさわ　がわばしじょうぶ　こうじ 　かぶしいきがいしゃ　よこがわ かぶしきがいしゃ しげまつ　　けんじ

中部横断泥之沢川橋上部工事 株式会社　横河ＮＳエンジニアリング 株式会社　ミック 重松　賢治

○　難工事功労表彰（３件）

NO 工　　事　　名 業　　者　　名

　　　　　　おおつき　　　ふじ　　よしだ　こうつう　　あんぜんたいさくこうじ 　きょうえい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かぶしきがいしゃ

Ｈ３０大月・富士吉田交通安全対策工事 協栄エンジニアリング　株式会社
　　　　　　こうふ　　　やまと　　こうつう　あんぜんたいさくこうじ 　まるはまほどう　　かぶしきがいしゃ

Ｈ３１甲府・大和交通安全対策工事 丸浜舗道　株式会社

　　　　　　ちゅうぶおうだん　　じどうしゃどう　　いじ　　　こうじ 　かとうけんせつ　　かぶしきがいしゃ

Ｈ３１中部横断自動車道維持工事 加藤建設　株式会社

○　災害工事功労表彰（３件）

NO 工　　事　　名 業　　者　　名

　　　　　いっぱんこくどう　　　　ごう　しもやま　　ちく　　きんきゅうさいがいふっきゅうこうじ 　かぶしきがいしゃ

Ｒ１一般国道５２号下山地区緊急災害復旧工事 株式会社　Ｓａｋａｔｅｃ
　　　　　いっぱんこくどう　　　　ごう　ほううん　じ　ばし　きんきゅうふっきゅう　　　　　こうじ 　まるはまほどう　　　かぶしきがいしゃ

Ｒ１一般国道２０号法雲寺橋緊急復旧その２工事 丸浜舗道　株式会社
　　　　こくどう　　　　　ごう　ほううんじ　　ばしひかり　　　　　　　　　　かりいせつ　こうじ 　にほんでんし　　　　　　　　　　　　　　かぶしきがいしゃ

Ｒ１国道２０号法雲寺橋光ケーブル仮移設工事 日本電子サービス　株式会社
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また、令和２年７月1５日に行われた、令和元年度優良工事等局長表彰の受賞者につきましても併せて紹介します。

令和元年度優良表彰工事等の一覧

技術者名

　甲府河川国道事務所において令和元年度完成しました工事及び業務の中から優れた成績を収めた工事、業務、技術者について、下表のとおり表彰します。
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○　担い手の確保・育成貢献工事表彰（４件）

NO 工　　事　　名 業　　者　　名

　ちゅうぶおうだん　や　つ　　ざわがわばしじょうぶ　こうじ たきがみこうぎょう　　かぶしきがいしゃ　　　とうきょうしてん

中部横断谷津沢川橋上部工事 瀧上工業　株式会社　東京支店
　　　　　ちゅうぶおうだん　かぞね　だいよん　　　　　　　　　　かんき　せつび　こうじ かぶしきがいしゃ　　　でんぎょうしゃきかい　せいさくしょ　　　えいぎょうほんぶ

H30中部横断楮根第四トンネル換気設備工事 株式会社　電業社機械製作所　営業本部

　　　　ちゅうぶおうだんどう　かみやぎさわ　　　　　　　　　　　　ほそう　　こうじ 　かぶしきがいしゃ　　はやのぐみ

R1中部横断道上八木沢トンネル舗装工事 株式会社　早野組
　ちゅうぶおうだん　かぞね　だいよん　　　　　　　　　ほかひじょうよう　　せつびこうじ かきもとしょうかい　　　かぶしきがいしゃ　　とうきょうしてん

中部横断楮根第四トンネル他非常用設備工事 柿本商会　株式会社　東京支店

○　新技術等活用実績表彰（２件）

NO 工　　事　　名 業　　者　　名

　　　　　　ちゅうぶおうだん　とみざわなんぶ　かいりょうほぜん　こうじ 　いのうえけんせつ　　かぶしきがいしゃ

H30中部横断富沢南部改良保全工事 井上建設　株式会社
ちゅうぶおうだん　やなぎしま　ちく　　かいりょうほか　　　　　　　　　こうじ 　おさだぐみ　どぼく　　　　かぶしきがいしゃ

中部横断柳島地区改良他（その１）工事 長田組土木　株式会社

○　優良業務表彰（5件）

ＮＯ 業　　　務　　　名 業　　者　　名

　　　　　　　しんささご　　　　　　　　　　　かいしゅうすいもんちょうさ　　えいきょうけんとうぎょうむ 　や　ち　　よ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かぶしきがいしゃ　　やまなしじむしょ

Ｈ３１新笹子トンネル改修水文調査・影響検討業務 八千代エンジニヤリング　株式会社　山梨事務所
　　　　　　　しんやまなしかんじょうどうろ　せいび　こうか　けんとう　　　　　たぎょうむ 　ふっけんちょうさせっけい　　　かぶしきがいしゃ　　とうきょうししゃ

Ｈ３０新山梨環状道路整備効果検討その他業務 復建調査設計　株式会社　東京支社
　　　　　　　ちゅうぶおうだんどう　　とみざわろくごう　　　なんぶ　　ちく　　じっし　　　せっけい かぶしきがいしゃ　　　そうごうぎじゅつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とうきょうししゃ

Ｈ３０中部横断道（富沢六郷）南部地区実施設計 株式会社　綜合技術コンサルタント　東京支社
　　　　　　しんやまなしかんじょうどうろ　　しょうさいせっけい　ぎょうむ 　にほんこうえい　　　かぶしきがいしゃ　　　とうきょうしてん

Ｈ３０新山梨環状道路詳細設計業務 日本工営　株式会社　東京支店
　　　　　　　ふ　　じ　かわすいけいかせん　かんきょうじょうほうせいりけんとうぎょうむ 　　　　　　　　　　かぶしきがいしゃ

Ｈ３１富士川水系河川環境情報整理検討業務 いであ　株式会社

○　優秀技術者表彰（5名）

ＮＯ 業　　　務　　　名 業　　者　　名

　　　　　　　しんささご　　　　　　　　　　　かいしゅうすいもんちょうさ　　えいきょうけんとうぎょうむ 　や　ち　　よ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かぶしきがいしゃ　　やまなしじむしょ 　かんりぎじゅつしゃ 　はせがわ　　　　さとし

Ｈ３１新笹子トンネル改修水文調査・影響検討業務 八千代エンジニヤリング　株式会社　山梨事務所 管理技術者 長谷川　怜思

　　　　　　　しんやまなしかんじょうどうろ　せいび　こうか　けんとう　　　　　たぎょうむ 　ふっけんちょうさせっけい　　　かぶしきがいしゃ　　とうきょうししゃ 　かんりぎじゅつしゃ 　さとう　　　けいすけ

Ｈ３０新山梨環状道路整備効果検討その他業務 復建調査設計　株式会社　東京支社 管理技術者 佐藤　啓輔
　　　　　　　ちゅうぶおうだんどう　　とみざわろくごう　　　なんぶ　　ちく　　じっし　　　せっけい かぶしきがいしゃ　　　そうごうぎじゅつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とうきょうししゃ 　かんりぎじゅつしゃ

　い　の　くち　　　ともお

Ｈ３０中部横断道（富沢六郷）南部地区実施設計 株式会社　綜合技術コンサルタント　東京支社 管理技術者 井之口　共雄
　　　　　　しんやまなしかんじょうどうろ　　しょうさいせっけい　ぎょうむ 　にほんこうえい　　　かぶしきがいしゃ　　　とうきょうしてん 　かんりぎじゅつしゃ

　はしもと　　こうき

Ｈ３０新山梨環状道路詳細設計業務 日本工営　株式会社　東京支店 管理技術者 橋本　幸樹

　　　　　　　ふ　　じ　かわすいけいかせん　かんきょうじょうほうせいりけんとうぎょうむ 　　　　　　　　　　かぶしきがいしゃ 　かんりぎじゅつしゃ 　たけうち　　ようこ

Ｈ３１富士川水系河川環境情報整理検討業務 いであ　株式会社 管理技術者 竹内　洋子

＜　局長表彰　＞

○　優良工事表彰（３件）

NO 工　　事　　名 業　　者　　名

　ちゅうぶおうだんしおざわ　　　　　　　　　　ほそう　　こうじ 　かぶしきがいしゃ　　さとう　　わたなべ　　かんとうしてん

中部横断塩沢トンネル舗装工事 株式会社　佐藤渡辺　関東支店
　　　　　　　　　　　　ふ　じ　　よしだ　こくどう　い　じ　　　こうじ 　あきやまどけん　　　かぶしきがいしゃ

Ｈ３０・３１富士吉田国道維持工事 秋山土建　株式会社
　　　　　　　ふ　　じ　かわじょうりゅういじ　だい　　こうじ 　だいしんこうぎょう　　かぶしきがいしゃ

Ｈ３１富士川上流維持第２工事 大新工業　株式会社

○　優秀工事技術者表彰（２名）

ＮＯ 工　　事　　名 業　　者　　名

　　　　　　　　　　　　ふ　じ　　よしだ　こくどう　い　じ　　　こうじ 　あきやまどけん　　　かぶしきがいしゃ 　かんり　ぎじゅつしゃ 　さとう　　まもる

Ｈ３０・３１富士吉田国道維持工事 秋山土建　株式会社 監理技術者 佐藤　守
　　　　　　　ふ　　じ　かわじょうりゅういじ　だい　　こうじ 　だいしんこうぎょう　　かぶしきがいしゃ

　げんば　だい　りにん　けんかん　り　ぎじゅつしゃ 　よしとみ　　ひろゆき

Ｈ３１富士川上流維持第２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

○　優良業務表彰（1件）

ＮＯ 業　　　務　　　名 業　　者　　名

　　　　　かんないぼうさいてんけん　　しょうさいせっけいぎょうむ 　おうようちしつ　　　　かぶしきがいしゃ　　　とうきょうじむしょ

Ｒ１管内防災点検・詳細設計業務 応用地質　株式会社　東京事務所

○　優秀技術者表彰（1名）

ＮＯ 業　　　務　　　名 業　　者　　名

　　　　　かんないぼうさいてんけん　　しょうさいせっけいぎょうむ 　おうようちしつ　　　　かぶしきがいしゃ　　　とうきょうじむしょ 　かんり　ぎじゅつしゃ 　あんどう　　しん

Ｒ１管内防災点検・詳細設計業務 応用地質　株式会社　東京事務所 管理技術者 安藤　伸
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