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記者発表資料

令和元年度 優良工事等の事務所長表彰について

鬼怒川ダム統合管理事務所では、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

を行いますのでお知らせいたします。

記

１．日 時 ： 令和２年７月２１日（火）

２．表彰件数等（対象工事件数 ３件、対象業務件数 １件）

（１）優良工事及び優秀工事技術者 １件

（２）優良業務及び優秀技術者 １件

（３）難工事功労表彰 １件

（４）工事等功労者表彰 １件

※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になりました。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ・神奈川建設記者会・栃木県政記者クラブ
宇都宮市役所記者クラブ・日光記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 鬼怒川ダム統合管理事務所

副所長（技術） 斎藤 充則
さいとう みつのり

建設専門官 小林 誠
こばやし まこと

電話番号 028-661-1342（管理課直通）
http://www.ktr.mlit.go.jp/kinudamu/
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令和元年度優良工事等事務所長表彰について

１．目 的

（優良工事表彰）

優良工事表彰は、鬼怒川ダム統合管理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、鬼怒川ダム統合管理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。

（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。

（工事等功労者表彰）

工事等功労者表彰は、鬼怒川ダム統合管理事務所発注の工事（業務）の施工（履行）におい

て特に功労のあった者を表彰することにより、企業及び技術者としての誇りと資質の向上を図

り、もって円滑に事業の推進に資することを目的として、当事務所独自で表彰制度を設けたも

のです。

２．選定方法

優良工事等の選定は、鬼怒川ダム統合管理事務所のダム管理支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）

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。

（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。
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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活用により品質が優れているもの。

（難工事功労）

① 「難工事指定」試行対象工事のうち、当該工事の成績が良好で、かつ、その功績が顕著

なもの。

（工事等功労者）

① 当該工事、業務の成績が優良工事等表彰に準じて優良、かつ、その功績が顕著なもの。

４．表彰される件数、人数 （詳細 別紙 参照）

事務所長表彰

優良工事及び優秀工事技術者 １件、１名

優良業務及び優秀技術者 １件、１名

難工事功労表彰 １件

工事等功労者表彰 １件

５．表彰式 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になりました。

６．その他 優良工事、優秀工事技術者、難工事功労等の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。

なお、工事等功労者は、当事務所発注案件についてのみ総合評価方式等において企

業の技術力の評価が優位になります。
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別紙

【令和元年度鬼怒川ダム統合管理事務所長表彰】

優良工事及び優秀工事技術者

優秀工事技術者
工 事 名 会 社 名

技術者区分 氏 名

Ｈ３０湯西川ダム管理用道路改良 株式会社浜屋組 監理技術者 後藤 理泰
ゆにしがわ かんりようどうろかいりよう かぶしきがいしやはまやぐみ ごとう みちやす

工事
こうじ

優良業務及び優秀技術者

優秀技術者
業 務 名 会 社 名

技術者区分 氏 名

Ｈ３１水源地域活性化対策推進検討 株式会社協和コンサルタンツ 管理技術者 伊納 浩
すいげんちいきかつせいかたいさくすいしんけんとう かぶしきがいしやきようわ いのう ひろし

業務
ぎようむ

難工事功労表彰

工 事 名 会 社 名

Ｈ２９五十里ダム選択取水設備上屋新設その他工事 株式会社佐藤組
い か り せんたくしゆすいせつびうわやしんせつ た こうじ かぶしきがいしやさとうぐみ

工事等功労者表彰（建設業担い手確保・育成貢献工事）

工事名又は業務名 会 社 名

Ｈ３０連携施設ポンプ設備修繕工事 株式会社荏原製作所 北関東支社
れんけいしせつ せつびしゆうぜんこうじ かぶしきがいしやえばらせいさくしよ きたかんとうししや
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事務所名：

工種：

ふりがな

会社名

ふりがな 性別

技術者名 男性

ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

完成写真

Ｈ３０湯西川ダム管理用道路改良工事

令和1年5月31日 令和2年3月27日

H30ゆにしがわだむかんりようどうろかいりょうこうじ

ごとう　みちやす

後藤　理泰
職種

優良工事及び優秀工事技術者事務所長表彰の概要

かぶしきかいしゃはまやくみ

株式会社　浜屋組

監理技術者

鬼怒川ダム統合管理事務所

一般土木

施工状況

地山補強のための鉄筋挿入工完了

全 景

鉄筋挿入工の施工状況

kt681922
タイプライターテキスト
- １ -



事務所名：

工種：

ふりがな

会社名

ふりがな 性別

技術者名 男性

ごとう　みちやす

後藤　理泰
職種

優良工事及び優秀工事技術者事務所長表彰の概要

かぶしきかいしゃはまやくみ

株式会社　浜屋組

監理技術者

鬼怒川ダム統合管理事務所

一般土木

地域貢献の取組状況写真

補強土壁工施工状況 ダム貯水位上昇に応じた施工計画

美化クリーン活動稚魚放流活動

施工状況

kt681922
タイプライターテキスト
- ２ -



事務所名：

業種：

ふりがな

会社名

ふりがな 性別

技術者名 男性

ふりがな

業務名

履行期限 （自） （至）

履行状況写真

優良業務及び優秀技術者事務所長表彰の概要
鬼怒川ダム統合管理事務所

土木関係建設 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務

かぶしきがいしゃきょうわこんさるたんつ　かんとうえいぎょうしょ

株式会社協和コンサルタンツ　関東営業所

職種

H31すいげんちいきかっせいかたいさくすいしんけんとうぎょうむ

Ｈ３１水源地域活性化対策推進検討業務

令和1年6月4日 令和2年3月23日

いのう　ひろし

管理技術者
伊納　浩

鬼怒川上流ダム群水源地域ビジョン推進協議会開催風景

モニターツアーの実施

三依マップ作成における三依地区ワークショップ

kt681922
タイプライターテキスト
- ３ -



事務所名：

ふりがな

業者名

ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

完成又は施工状況写真

平成30年3月14日 令和元年10月31日

難工事功労事務所長表彰の概要

鬼怒川ダム統合管理事務所

かぶしきがいしゃさとうぐみ

株式会社佐藤組

Ｈ２９いかりだむせんたくしゅすいせつびうわやしんせつそのたこうじ

 Ｈ２９五十里ダム選択取水設備上屋新設その他工事

上屋鉄骨施工状況

上屋完成

kt681922
タイプライターテキスト
- ４ -



事務所名：

ふりがな

業者名

ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

取組状況写真

平成31年1月18日 令和2年2月28日

工事等功労者（建設業担い手確保・育成貢献工事）事務所長表彰の概要

鬼怒川ダム統合管理事務所

かぶしきがいしゃえばらせいさくしょ　　きたかんとうししゃ

株式会社荏原製作所　北関東支社

Ｈ３０れんけいしせつぽんぷせつびしゅうぜんこうじ

 Ｈ３０連携施設ポンプ設備修繕工事

参加風景の写真配布 見学会風景

見学会風景

kt681922
タイプライターテキスト
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