
令 和 ２ 年 ７ 月 １ ６ 日 （ 木 ）

国土交通省関東地方整備局

首 都 国 道 事 務 所

首都国道事務所は、令和元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・技術者について、事務所長表彰を行ったのでお知らせいた

します。

記

１．表彰日

令和２年７月１６日（木）

２．表彰件数及び人数

（１）優良工事関係

優良工事 １件（１社）

優秀工事技術者 １名

（２）優良下請関係

優良下請 １件（１社）

優秀下請技術者 １名

（３）優良業務関係

優良業務 ３件（３社）

優秀技術者 ３名

問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 首都国道事務所 ０４７－３６２－４１１１（代表）
ま す だ よ し と も

地域広報官（副所長） 増 田 善 智
こ じ ま ま さ お

事 業 対 策 官 小 嶋 正 雄

令和元年度 首都国道事務所優良工事等の表彰について

記 者 発 表 資 料

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、都庁記者クラブ、

千葉県政記者会、市川市政記者クラブ、松戸記者クラブ

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。
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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、首都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、首都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、その施工が優秀で他の模範となる工事

の下請け企業であって、品質確保及び品質向上の取り組み方が特に優秀であり、他

の模範となる企業を「優良下請企業」及びその企業の担当技術者を「優秀下請技術者」

として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、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。

（難工事功労表彰）

難工事功労表彰は、特に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、首都国道事務所発注の令和元年度に完成した工事１１件、

及び完了した業務３２件の中から厳正なる審査を行い、選定しました。

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活用及び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）

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。

（優良下請企業及び優秀下請技術者）

①下請けとして担当した当該工事の品質、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の中から選定する。

（難工事功労）

①特に社会条件やマネジメント特性の厳しい工事のうち、その功績が顕著な受注者

の中から選定する。

（優良業務及び優秀技術者）

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。

④BIM/CIM活用により品質が優れているもの。

４．表彰される件数、人数（【別紙－１】参照）

（１）優良工事 １件（１社）

（２）優秀工事技術者 １名

（３）優良下請企業 １件（１社）

（４）優秀下請技術者 １名

（５）優良業務 ３件（３社）

（６）優秀技術者 ３名

５．表彰式

今回は表彰状の発送をもちまして授与に代えさせていただきます。

６．その他

優良工事で表彰された場合、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。

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。

首都国道事務所発注工事等において、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、令和元年７月１５日（水）に表彰されました。

【参考資料】（Ｐ３）を参照下さい。
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表彰名 工事名 会社名（技術者名）

優良下請及び、
優秀技術者
（１社、１名）

まいはまほどうきょうかぶこうじ

舞浜歩道橋下部工事

はっしゅうけんき かぶしきがいしゃ

八州建機株式会社

ふるかわ たつや

古 川 達 也

令和元年度 首都国道事務所優良工事等の表彰一覧

表彰名 工事名 会社名（技術者名）

優良工事及び、
優秀技術者
（１社、１名）

まいはまほどうきょうかぶこうじ

舞浜歩道橋下部工事

かぶしきがいしゃかがたぐみとうきょうしてん

株式会社 加賀田組 東京支店

やなどり まさき

柳 取 正 樹

表彰名 業務名 会社名（技術者名）

優良業務及び
優秀技術者

（３社、３名）

H31こくどう357ごうさかいがわきょうりょうちしつちょうさぎょうむ

Ｈ３１国道３５７号境川橋梁地質調査業務

かぶしきがいしゃあさのたいせいきそえんににありんぐ

株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング
ひがしかんとうじむしょ

東関東事務所
いのうえ ひろき

井 上 宏 基

H30こくどう３５７ごうまいはまこうさてんほかせっけいぎょうむ

Ｈ３０国道３５７号舞浜交差点他設計業務

ちゅうおうこんさるたんつかぶしきがいしゃとうきょうしてん

中央コンサルタンツ株式会社 東京支店
たけはな たつや

竹 花 達 也

R1しゅとこくどうぼうさいけんとうぎょうむ

Ｒ１首都国道防災検討業務

かぶしきがいしゃ けんせつかんきょうけんきゅうじょ

株式会社 建設環境研究所
こいけ ゆきお

小 池 幸 夫

令和元年度 優良工事等局長表彰の一覧

表彰名 工事名 会社名（技術者名）

優良工事及び、
優秀技術者
（１社、１名）

Ｈ３０こくどう１４ごうかめいどこまつがわりったい

Ｈ３０国道１４号亀戸小松川立体
まつしまちくかんきょこうじ

松島地区函渠工事

ふるやけんせつ かぶしきがいしゃ

古谷建設 株式会社

いしばし ひろのぶ

石 橋 宏 信

【別紙－１】

【参考資料】
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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）

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

石橋　宏信

Ｈ３０こくどう１４ごうかめいどこまつがわりったいまつしまちくかんきょこうじ

　本工事は、国道１４号と小松川親水公園に挟まれた狭隘な施工現場であり、かつ境川
橋への上空制限や園路の切廻しをしながら施工する、非常に作業効率の悪い条件下
での施工であり、厳しい工程管理が求められる工事であった。
　プレキャストボックスカルバートの施工に際し、自転車及び歩行者の通行量が多い園
路の切廻ししを行いながら施工をする必要があったが、江戸川区や地元自治会等に対
して通勤・通学の時間帯を避けた施工サイクルの立案や、通行の安全に配慮した園路
切廻しの施工協議を率先して行い、安全かつ円滑な施工とした。
　また、狭隘な施工箇所であるため、据付けに使用するクレーンの規格が限定されるこ
とから、プレキャストボックスカルバートを上下二分割にすることにより軽量化を図るとと
もに、通常の横引き工法では据付時に橋桁との干渉することから新技術であるSBC工
法を積極的に採用するなど、現場条件を踏まえ、効率的な施工方法の比較検討・立案
を行った結果、週休2日を達成した上で、工期内に無事故で工事を完成させた。

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

ふるやけんせつ　かぶしきがいしゃ

古谷建設　株式会社

いしばし　ひろのぶ

職種 監理技術者

　当該技術者は、狭隘な施工ヤードの中で効率よく安全な施工を行うため、施工ヤード
確保の立案や工期短縮を図るため施工時間帯及び支障移設に関する関係機関との協
議を積極的に行うとともに、施工計画や工程計画を綿密に行い週休２日制の導入など、
職場環境の改善を図りながら、遅滞なく工事を完成させた。
　また、作業時における安全対策では、作業上の注意点を現場内に掲示し、見える化
することで安全意識の向上を図ると共に、周辺環境対策では、防塵ネットの設置や清掃
活動等を積極的に行った。また、異常気象時における安全管理では、暴風雨対策等、
迅速かつ適切に対応するなど他工事の模範となり、無事故･無災害で工事を完成させ
た。

プレキャストボックスカルバート据付状況 完　　成

Ｈ３０国道１４号亀戸小松川立体松島地区函渠工事

令和1年8月22日 令和2年3月25日

　本工事は、一般国道１４号（東京都江戸川区松島１丁目地先）に架かる、境川橋桁下
に自転車・歩行者用ボックスカルバートを構築する工事である。
　主な工種は、プレキャストカルバート工（Ｌ：38.1ｍ・B：5.8ｍ×H：3.0ｍ）で、据付方法は
新技術であるSBC工法を採用したものである。

公園

５／１０



工事名

元請業者名

下請業者名

下請工事概要

優良下請
表彰理由
【工事】

 　古川　達也
下請技術者名

①

元
請

優良下請企業及び優秀下請技術者事務所長表彰の概要及び表彰理由

①鋼管杭（Ps1橋脚）杭径400mm・杭長49.0m・N=4　②鋼管杭（P1橋脚）杭径
800mm・杭長48.5m・N=4　③鋼管杭（P2橋脚）杭径600mm・杭長52.5m・N=6　③
鋼管杭（P3橋脚）杭径800mm　杭長50.5m・N=4　④鋼管杭（P4橋脚）杭径
800mm　杭長61.5m・N=4　⑤鋼管杭（P5橋脚）杭径600mm・杭長52.5m・N=4　⑥
鋼管杭(EV2)杭径400mm・杭長47.5m・ N=4

　本工事は、周辺に大型商業施設及び大型物流施設等があるため、平日・休
日ともに非常に交通量の多い国道３５７号舞浜交差点内が施工現場であり、か
つ、国道３５７号（立体部）と首都高速の桁下に位置している狭隘な施工現場で
あった。そのため、非常に作業効率の悪い条件下での施工であった。
　このような状況のなか鋼管杭の施工に際し、当該技術者からの積極的な提案
により、施工ヤード確保のための重機の小型化、粉塵やオイルの飛散防止対
策として飛散防護フェンス・ネット、見張員及びオイルホース固定の設置により、
近接する道路を走行する車両及び現場作業員への安全を確保するなど、より
一層の日々の安全管理を徹底し、無事故・無災害で、鋼管杭の施工を期限内
に完成させた。

役職

職長

株式会社 加賀田組 東京支店

八州建機 株式会社

舞浜歩道橋下部工事

　 氏名
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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）

業務概要

表彰理由

いのうえ　ひろき

職種 主任技術者
井上　宏基

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

かぶしきがいしゃあさのたいせいきそえんににありんぐ　ひがしかんとうじむしょ

株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング　東関東事務所

　本業務では、橋梁設計及び一般構造物設計の基礎資料を目的としていることから、後
工程における活用を想定したCIMモデルの作成を行ったものである。このことにより、構
造物と地質・土質構成等における位置関係を立体的に把握し、関係者での地質・土質
課題等の共有を容易にすることに寄与したことに加え、わかりやすく取り纏め・整理がさ
れており、成果に関しても優れたものであった。また、現地作業の実施にあたっても、河
川管理者や遊漁船組合等、関係機関との調整を円滑に行うとともに、水上足場の構築
にあたっての安全管理を徹底し、事故等もなく業務を無事完了させた。

Ｈ３１こくどう３５７ごうさかいがわきょうりょうちしつちょうさぎょうむ

Ｈ３１国道３５７号境川橋梁地質調査業務

令和1年5月25日 令和2年3月31日

　本業務は、一般国道３５７号線浦安市美浜３丁目地先から浦安市富岡１丁目地先に
おいて、３種敷の橋梁設計及び一般構造物設計・工事施工に先立ち、これらの検討で
必要となる現地の地質構造、地盤の工学的性質等の把握、及び設計計算で用いる土
質定数等の取得のために地質調査を行ったものである。
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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）

業務概要

表彰理由

本業務は、舞浜交差点周辺の冠水対策を行うため、道路排水施設の設計見直し、貯留
施設及び排水構造物の詳細設計及び道路詳細設計の修正を行うものである。

平成31年2月20日 令和2年3月26日

Ｈ３０こくどう３５７ごうまいはまこうさてんほかせっけいぎょうむ

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

ちゅうおうこんさるたんつかぶしきがいしゃ　とうきょうしてん

中央コンサルタンツ株式会社　東京支店

管理技術者

　本業務は、完成を間近に控えた舞浜交差点における設計検討業務であり、工事の施
工や関係機関との最終調整など制約の多い中で、発注者からの要求に対して迅速か
つ的確に対応し業務を遂行したものである。また、検討内容についても、自治体におけ
る浸水対策事業の基本設計を踏まえ、独自のシミｭレーションによる再検証により課題・
問題点等を的確に整理し、経済性、事業効果、維持管理の観点から優れた手法を提案
するなど、成果に関しても優れたものであった。

Ｈ３０国道３５７号舞浜交差点他設計業務

職種
竹花　達也

たけはな　たつや
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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）

業務概要

表彰理由

本業務は、首都直下地震時及びその他災害時における首都国道事務所の災害対策の
迅速・的確な対応を図ることを目的とし、防災に関する各種調査、検討を行うものであ
る。

令和元年10月18日 令和2年2月28日

Ｒ１しゅとこくどうぼうさいけんとうぎょうむ

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

かぶしきかいしゃ　けんせつかんきょうけんきゅうじょ

株式会社　建設環境研究所

管理技術者

本業務の履行にあたり、首都直下地震時における各関係行政機関等の連携による円
滑な道路啓開の行動計画を検討するために、各関係機関が公表している多岐にわたる
資料を収集整理・分析を行った。そのうえで、関係機関へ補完すべき内容について詳細
に確認し、その結果を行動計画へ反映させることで、各関係機関による行動計画の整
合を図るなど、より詳細な連携した行動計画となるよう適切に取りまとめを行った。
また、関係機関が複数あるため、資料のとりまとめや関係機関への内容確認に時間が
要することが予想されたが、とりまとめや関係機関への確認事項を細分化するなど工
夫し、適切に工程管理を行った。
とりまとめた行動計画については、全体計画が把握できるように時系列に各関係機関
の行動内容について、一覧表に見やすく整理されており満足できる成果であった。

Ｒ１首都国道防災検討業務

職種
小池　幸夫

こいけ　ゆきお
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ふりがな

会社名
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技術者名
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工事名

工　期 （自） （至）

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

職種

まいはまほどうきょうかぶこうじ

やなどり　まさき

柳取　正樹

　本工事は、周辺に大型商業施設及び大型物流施設等があるため、平日・休日ともに
非常に交通量の多い国道３５７号舞浜交差点内が施工現場であり、かつ、国道３５７号
（立体部）と首都高速の桁下に位置している狭隘な施工現場であった。そのため、非常
に作業効率の悪い条件下での施工であったことから、厳しい工程管理と一層の安全管
理が求められる工事であった。
　特に、施工箇所が舞浜交差点内の中心でかつ首都高速桁下に位置している橋脚フー
チングの構築においては、交通規制時間帯の制約や首都高速桁への上空制限もあっ
た中、社内技術検討会により現場条件を踏まえた車線規制計画や施工方法の比較検
討・立案を行い、高さ制限機能付きの重機を使用する工夫を図るなど、工事の円滑化を
積極的に図り、事業の進捗に大きく貢献した。
　また、殆どの施工が首都高速、国道３５７号舞浜立体、既設歩道橋、共同溝等と近接
施工であったが、日々の安全管理を徹底し、無事故・無災害で、工事目的物を工期内
に完成させた。

　本工事は、一般国道３５７号(千葉県浦安市舞浜２丁目地先)において、舞浜交差点上
に架かる横断歩道橋下部工を構築する工事である。
　主な工種は、既製杭工（鋼管杭３０本・最大径φ800ｍｍ・最大深度61.5ｍ）、橋脚フー
チング工（７基・最大寸法　B：3.5ｍ×W：4.2ｍ×Ｈ：1.5ｍ）である。

完　　了

平成30年2月15日 令和1年10月31日

交差点内の鋼管杭施工状況

舞浜歩道橋下部工事

　当該技術者は、舞浜交差点の通行規制に際しては、周辺の大型商業施設及び大型
物流施設が立地しているため、関係機関との調整や地元への通行規制時における工
事情報の周知を積極的に行い、また、一般車両の安全な通行確保にも積極的に取り組
み無事故・無災害で工事を完成させた。
　その他にも、首都高速、既設歩道橋、国道３５７号舞浜立体、共同溝等と近接施工と
なる橋脚フーチングの構築にあたっては、それぞれの現場状況に対応した既製杭打設
計画及び施工管理をきめ細やかに行い、それら近接構造物に影響すること無く施工を
行った。

優良工事及び優秀工事技術者局長表彰の概要及び表彰理由

かぶしきがいしゃ　かがたぐみ　とうきょうしてん

株式会社　加賀田組   東京支店

監理技術者

既設歩道橋

【参考】
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