
常陸河川国道事務所は、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２２日（水）
２．表彰件数及び人数

（１）優良工事関係（対象工事件数 ５７件）
・優良工事 ５件
・難工事功労 １７件
・建設産業担い手確保･育成貢献 １件
・災害対応工事功労 ４件

（２）優良業務関係（対象業務件数 ６７件）
・優良業務 １件
・優秀技術者 １名

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をかんがみて、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。
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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、常陸河川国道事務所の工事を受注し、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、常陸河川国道事務所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）
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。

（建設産業担い手確保･育成貢献工事及び優秀技術者）
建設業担い手確保・育成貢献工事表彰は、常陸河川国道事務所発注の工事を受注し、
建設産業の担い手の確保及び育成に関する取組が総合的に優れた工事及び技術者を
表彰することにより、民間企業の担い手確保及び育成に関する取組をより一層増進する
ことを目的とした制度です。

（災害対応工事功労）
災害対応工事功労表彰は、常陸河川国道事務所発注の工事を受注し、災害発生時の
応急対策や支援等の災害対応を行った工事の中から選定し、その労に報いるため創設
した制度です。

２．選定方法
優良工事等の選定は、常陸河川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）
① 当該工事の成績が優良なもの、またはその功績が顕著なもの。
② 工事の難易度、創意工夫、安全対策や週休２日への取り組み等が特に優れたもの、
BIM/CIM活用及びICT活用により出来形、品質が優れたもの。

（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 技術審査は管理能力、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 当該業務の成績が優良なもの、また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、当該工事が良好で、その功績が顕著なもの。

(建設産業担い手確保･育成貢献工事)
① 当該工事の成績が優良であり、実施された「建設産業の担い手の確保及び育成」
に関する取組が優れたもの。

（災害対応工事功労）
① 災害発生時の応急対策や支援等の災害対応を行った工事で功績があったもの。

４．表彰される件数、人数
（１） 優良工事 ５件
（２） 優良業務 １件
（３） 優秀技術者 １名
（４） 難工事功労 １７件
（５） 建設産業担い手確保･育成貢献工事 １件
（６） 災害対応工事功労 ４件

５．認定式
今回は工事成績優秀企業認定書の発送をもちまして授与にか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、難工事功労で表彰された場合は、総合評価落札方式等に
おいて、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。
また、優良業務及び優秀技術者表彰を受賞した場合は、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。
建設産業担い手育成・確保貢献工事表彰、災害対応工事功労表彰を受賞した場合は、

常陸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、企業等の技術力
評価が優位になります。



令和元年度優良工事等 事務所長表彰

【優良工事及び優良工事技術者表彰】

工事名 会社名 技術者名

Ｈ２９・３０国道５１号神宮橋架替橋梁下部仮桟橋設置工事 （株）加藤建設 －

Ｈ２９年度東関道潮来佐原線橋下部工事 キムラ工業（株） －

Ｈ３０年度国道６号大和田拡幅石名坂橋下部他工事 東鉄工業（株） －

Ｈ３０・３１那珂川上流管内維持管理工事 （株）東昭建設 －

Ｈ３１年国道６号中村南電線共同溝他工事 常盤工業（株） －

【優良業務及び優秀技術者表彰】

工事名 会社名 技術者名

Ｈ３０常陸管内道路詳細修正設計他業務 （株）綜合技術コンサルタント 長川 翼

【難工事功労表彰】

工事名 会社名

Ｈ３０年度国道６号大和田拡幅石名坂地区改良工事 （株）岡部工務店

Ｈ３１国道６号大和田拡幅赤羽根橋地区改良工事 （株）秋山工務店

Ｈ３０年度国道６号千代田石岡ＢＰ石岡地区改良工事 松崎建設（株）

Ｈ３０国道５０号川澄地区地盤改良他工事 新井土木（株）

Ｈ３１水戸国道管内緑地管理工事 （株）鴨志田造園建設

Ｈ３１鹿嶋国道管内緑地管理工事 （株）千本杉

Ｈ３１土浦国道管内緑地管理工事 つくば都市緑化（株）

Ｈ３１岩瀬国道管内緑地管理工事 不二造園土木（株）

Ｈ３０・３１水戸管内（那珂川・桜川）維持管理工事 （株）秋山工務店

Ｈ３０・３１那珂管内（那珂川・藤井川）維持管理工事 （株）瀧工務店

Ｒ１年国道６号平潟町防災工事 （株）中井工務店

Ｒ１日立国道管内外照明維持工事 イガラシ綜業（株）

Ｈ３１国道５０号大塚高架橋Ｐ１４外耐震補強工事 株木建設（株）

Ｈ３０・３１土浦国道維持工事 関口工業（株）

Ｈ３０・３１久慈川下流管内（久慈川）維持管理工事 常陸建設（株）

Ｈ３０・３１久慈川上流管内（久慈川）維持管理工事 増子建設（株）

Ｒ１国道６号水戸大橋補修工事 東鉄工業（株）

【建設産業担い手確保・育成貢献工事表彰】

工事名 会社名

Ｈ２９・３０国道５１号神宮橋架替橋梁下部仮桟橋設置工事 （株）加藤建設

【災害対応工事功労表彰】

工事名 会社名

Ｒ１久慈川小倉地区堤防緊急復旧工事 （株）井坂組

Ｒ１久慈川小貫地区堤防緊急復旧工事 増子建設（株）

Ｒ１久慈川富岡地区堤防緊急復旧工事 珂北開発（株）

Ｒ１久慈川塩原地区堤防緊急復旧工事 増子建設（株）



平成２７年度 優良業務及び

（参考） 令和元年度優良工事等局長表彰

常陸河川国道事務所発注で、特に優秀な成績を修め、局長表彰を受賞した工事・業務等は以下のとおりです。

工事名 会社名 技術者名

Ｈ３０年度国道６号千代田石岡ＢＰ幸町田島下線跨道橋上部工事 オリエンタル白石（株） 東京支店 保坂 光信

Ｈ３０国道５０号大塚高架橋Ｐ２８他耐震補強工事 株木建設（株） 茨城本店 －

Ｈ３０年度国道５１号潮来市牛堀地区舗装修繕工事 大勝建設（株） －

Ｈ３０那珂川戸多地区環境整備工事 松原建設（株） －

Ｈ３０・３１水戸国道維持工事 昭和建設（株） －

【優良業務及び優秀技術者表彰】

業務名 会社名 技術者名

Ｈ３１国道６号千代田石岡バイパス事業計画資料作成業務 （株）ドーコン 東京支店 井窪 将

Ｒ１常陸河川国道管内橋梁補修設計業務 東洋技研コンサルタント（株） 渡邉 信也

Ｈ３１久慈川流量観測調査業務 （株）コウノ 奥谷純一

Ｈ３１那珂川下流部流量観測調査業務 国土建設コンサルタント（株） 比企利夫

Ｒ１年久慈川・那珂川河床材料調査業務 応用地質（株）茨城営業所 謝 建明


