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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、技術者に対する事務所長表彰を下記のとおり執り行いました。
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副 所 長 （事業） ： 小 渕 康 正
すずき まさし
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令和元年度 利根川上流河川事務所優良⼯事等の表彰について

１．日 時：令和２年７月１５日（水）

２．表彰件数等：

（１） 優良工事関係（対象工事件：５２件）

・優良下請企業、優秀下請技術者 ２件 ２名

・難工事功労 1３件

・建設業担い手育成・確保貢献工事 ６件

（２） 優良業務関係（対象業務件数：４９件）

・優良業務、優秀技術者 １件 １名

【参考】上記以外に当事務所発注の工事、業務で局長表彰受賞があります。

・優良工事、優秀技術者 ６件６名

・優良業務、優秀技術社 ３件３名
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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、表彰状等を送付することで表彰
式に代えさせていただきました。



１．目 的

（優良工事表彰）

優良工事表彰は、利根川上流河川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、利根川上流河川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。

（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。

（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、利根川上流河川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、安全対策への取り組み等が優れているもの

（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 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過を要領よく取りまとめてあるもの

④ 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．その他

優良工事、優秀工事技術者、難工事功労表彰、建設業担い手育成・確保貢献工事表彰等で表彰された場合は、

総合評価方式等において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。

※『建設業担い手育成・確保貢献工事表彰制度』については別紙参照
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令和元年度優良工事等の表彰について



■ 優良業務及び優秀技術者表彰

業務名 会社名
優秀技術者

技術者区分 氏名

Ｈ３１八斗島総合観測及び
河床状況調査検討業務

株式会社東京建設コンサルタント
東京本社

管理技術者 碇 正敬

令和元年度 優良⼯事等 事務所⻑表彰
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■ 優良下請け企業及び優良下請け技術者表彰

工事名 会社名
優秀技術者

技術者区分 氏名

Ｈ３０部屋水防拠点盛土工事 株式会社細村建設 主任技術者 長島 栄二

Ｈ２８釈水水門新設工事 山田鉄筋工業株式会社 主任技術者 真栄城 努

■ 難工事功労表彰

工事名 会社名

Ｈ３０巴波川右岸伯仲地先外掘削他工事 河本工業株式会社

Ｈ３０利根川右岸新井地先外樹木伐採工事 古郡建設株式会社

Ｈ３０ー３１大利根管内左岸河川維持工事 株式会社山中組

Ｈ３１川俣管内左岸河川維持工事 河本工業株式会社

Ｈ３０－３１渡良瀬遊水池維持工事 岩崎工業株式会社

Ｈ３０－３１谷田川橋（右岸）耐震工事 荒木建設工業株式会社

Ｈ３０－３１川俣管内右岸河川維持工事 小川工業株式会社

Ｈ３１大利根管内右岸河川維持工事 小川工業株式会社

Ｈ３０－３１八斗島管内左岸河川維持工事 石川建設株式会社

Ｈ３１目吹管内左岸河川維持工事 潮田建設株式会社

Ｈ３１守谷管内右岸河川維持工事 潮田建設株式会社

Ｈ３１藤岡管内渡良瀬川他河川維持工事 潮田建設株式会社

Ｈ３１八斗島管内右岸河川維持工事 田部井建設株式会社



■ 建設業担い手育成・確保貢献工事表彰 表彰企業及び技術者

工事名 会社名
表彰技術者

技術者区分 氏名

Ｈ３０部屋水防拠点盛土工事 潮田建設株式会社 現場代理人 豊田 和広

Ｈ３０北川辺水防拠点整備工事 小川工業株式会社 監理技術者 高橋 亮

Ｈ３０栗橋北地盤改良外盛土工事 河本工業株式会社
現場代理人兼
監理技術者

齊藤 匡史

Ｈ３０稲戸井調節池土砂整正工事 田部井建設株式会社 現場代理人 福留 啓司

Ｈ３０旗井堤防強化（上・下）工事 河本工業株式会社 監理技術者 石井 克英

Ｈ３０利根川右岸栗橋北地盤改良工事 小川工業株式会社 監理技術者 渡辺 修

令和元年度 優良⼯事等 局⻑表彰
■ 優良工事及び優良工事技術者表彰

工事名 会社名
優秀技術者

技術者区分 氏名

Ｈ３０部屋水防拠点盛土工事 潮田建設株式会社 監理技術者 梁島 千裕

Ｈ３０利根川右岸佐波地盤改良工事 小川工業株式会社 監理技術者 岩尾 善行

Ｈ３０旗井堤防強化（上・下）工事 河本工業株式会社 監理技術者 石井 克英

Ｈ２９－３０釈水水門ゲート設備工事 佐藤鉄工株式会社 東京営業所 現場代理人 小竹 克

Ｈ３０栗橋北堤防強化（上）工事 戸邊建設株式会社
現場代理人兼
監理技術者

森 竜児

Ｈ３１古河管内下流部河川維持工事 株式会社高橋芝園土木 監理技術者 吉見 数男

Ｈ２８釈水水門新設工事 株式会社安藤・間 関東支店 監理技術者 大和田 聖

参考

令和元年度 優良⼯事等 事務所⻑表彰
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■ 優良業務及び優秀技術者表彰

業務名 会社名
優秀技術者

技術者区分 氏名

Ｈ３１行田・熊谷地区外堤防強化対策
地質調査業務

基礎地盤コンサルタンツ株式会社
北関東支店

主任技術者 積田 清之

Ｒ１利根川中流部基準点測量業務 株式会社福田量地 主任技術者 赤石 勝義

Ｈ３１八斗島流量観測業務 プロファ設計株式会社 主任技術者 木村 順一



【参考】令和元年度 優良⼯事等 受賞者紹介①

H30部屋⽔防拠点盛⼟⼯事

H30利根川右岸佐波地盤改良⼯事

H30旗井堤防強化（上・下）⼯事
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完成写真

完成写真

完成写真

受賞コメント
この受賞を励みとして今後も優良な⼯事を施
⼯できるよう精進していきたいと思います。

潮⽥建設（株） 監理技術者 梁島千裕

⼩川⼯業（株） 監理技術者 岩尾善⾏

受賞コメント
今回の受賞を励みに、これからもより⼀層技術
の向上に努⼒していきたいと思います。

河本⼯業（株） 監理技術者 ⽯井克英



【参考】令和元年度 優良⼯事等 受賞者紹介②

H29-30釈⽔⽔⾨ゲート設備⼯事

H30栗橋北堤防強化（上）⼯事

H31古河管内下流部河川維持⼯事
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完成写真

完成写真

台⾵19号漂着物撤去状況

受賞コメント
今後とも社会基盤の整備と発展のため、⼀層の
努⼒を尽くしたいと
考えてりますので、何卒引き続きご指導ご鞭撻の
ほどお願い申し上げます。

佐藤鉄⼯（株）東京営業所
現場代理⼈ ⼩⽵克

受賞コメント
今後も品質向上に努めてまいります。

⼾邊建設（株） 監理技術者兼現場代理⼈
森 ⻯児

受賞コメント
今回の受賞は、⾃分ひとりで得たものではなく、
現場の皆さんから協⼒を頂いた成果だと考えて
います。今後も現場の皆さんと協⼒し合い、⼯
事に注⼒していきたいと思います。

（株）髙橋芝園⼟⽊ 監理技術者 吉⾒数男



【参考】令和元年度 優良⼯事等 受賞者紹介③

H28釈⽔⽔⾨新設⼯事
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完成写真

受賞コメント
毎年のように異常気象が続く昨今、このよう

なプロジェクトに参画させて頂き、貴重な経験と
なりました。

（株）安藤・間 関東⽀店
監理技術者 ⼤和⽥聖

H31⾏⽥・熊⾕地区外堤防強化対策
地質調査業務 R1利根川中流部基準点測量業務

H31⼋⽃島流量観測業務 H31⼋⽃島総合観測及び
河床状況調査検討業務

受賞コメント
このような賞を再
び受賞できるとは
思ってもみませんで
した。
今後もより良い成
果を迅速に提供で
きるよう精進してま
いります。

（株）福⽥量地 主任技術者 ⾚⽯勝義

受賞コメント
地質調査業務
の基本を踏まえ、
「今後とも精進せ
い」との意味を含
んでいると存じま
す。

基礎地盤コンサルタンツ（株）
主任技術者 積⽥清之

受賞コメント
これからも社会
インフラ創りに貢
献するために、精
進してまいります。
本当に光栄な
賞をありがとうござ
いました。

プロファ設計（株） 主任技術者 ⽊村順⼀
（株）東京建設コンサルタント 東京本社

管理技術者 碇正敬
受賞コメント
今後も安全に
留意しながら観
測を実施し、
観測の⾼度化
及び河道の安全
性向上に寄与し
ていきたい所存
です。



【参考】令和元年度 優良⼯事等 受賞者紹介④
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受賞コメント
今回の受賞を励みに、これからもさらなる技術の
向上に努⼒していきたいと思います。

H30-31渡良瀬遊⽔池維持⼯事
岩崎⼯業（株）

H30部屋⽔防拠点盛⼟⼯事
優良下請け

H28釈⽔⽔⾨新設⼯事
優良下請け 受賞コメント

現場は不意の強
⾵や狭⼩部への荷
下ろし等などクレー
ン作業での苦労も
ありましたが、元請
会社や他の業者の
協⼒もあり、安全に
確実に作業を⾏う
ことが出来ました。
今後もより良い仕
事ができるよう⽇々
精進していきたいと
思います。

受賞コメント
⼤変励みになります。これからも⼀層精進し

頑張りたいと思います。

難⼯事功労表彰

受賞コメント
これからも、無事故・無災害で⼯事完成を⽬指
します。

受賞コメント
⼤⾬で下流側の⽔⾨が閉鎖され現場が⽔没
するといった体験をし、 改めて河川⼯事の怖さを
思い知らされました。

受賞コメント
これを機に更なる精進して参る所存です。

Ｈ３０－３１⼋⽃島管内左岸河川維持⼯事
⽯川建設⼯業（株）

※難⼯事功労表彰については、提供いただいたのみ掲載します。

H30-31⼤利根管内左岸河川維持⼯事
（株）⼭中組

H30-31⾕⽥川橋（右岸）耐震⼯事
荒⽊建設⼯業（株） ⽊村順⼀



１．目的

建設業担い手育成・確保貢献工事表彰は、利根川上流河川事務所発注の工事を受注し、

建設産業の担い手の育成および新たな確保に関する取り組みが総合的に優れた工事を表

彰することにより、民間企業の担い手育成及び確保に関する取り組みをより一層増進すること

を目的とした制度です。

２．選定の考え方

下記に該当する工事から、担い手の育成・確保の観点から秀でた取り組みを行った企業を

選定しています。

・当該工事の成績が優良なもの

・当該工事にて実施された「創意工夫」及び「社会性等」に係る取り組みの中で、担い手育

成・確保に関する取り組みが総合的に優れたもの

３．担い手の育成、確保に対する取り組み評価について

以下のような取り組みで、創意工夫やマスコミ等への広報に秀でている取り組みを高く評価

することとしています。

① 建設業界への入職のきっかけづくりとなる取り組み

例：子供、学生等に対する現場見学会、インターンシップの実施

建設工事の施工体験、測量機器等の操作体験

② 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り組み

例：地域の防災訓練に参加、災害時に地域住民等を支援

建設現場での新技術の活用、i-Construction・情報化施工等の取り組みをアピール

③ 建設現場の労働環境を改善する取り組み

例：労働者に対する週休２日の確保を徹底

働きやすい環境（更衣室、休息場所などの設置）の整備

④ 若手技術者、女性技術者育成のための取り組み

例：当該工事現場をフィールドにした若手技術者、女性技術者に対する研修や講習会等を

実施

４．総合評価における加点評価

表彰受賞者は、利根川上流河川事務所が発注する総合評価落札方式による工事の入札

契約手続きにおいて、企業及び配置予定技術者の技術力における項目で加点評価を受ける

ことができます。

建設業担い手育成・確保貢献工事表彰制度について
別紙

※受賞工事の取組事例は、次頁以降を参照
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Ｈ３０部屋⽔防拠点盛⼟⼯事
 地元高校（土木系）への出張授業としてＩＣＴ講座を行い建設業界への入職のきっかけづくりとなる取り組みを

行った。

 また、業界紙でも取り上げられており、取り組みの効果的なPRとなった。

 工事では、担当技術者に入社2年目の若手技術者を配置し育成を積極的に取り組んだ。

⽥部井建設（株）河本⼯業（株）

潮⽥建設（株）

令和元年度「担い⼿の育成・確保貢献⼯事」表彰⼯事の事例紹介①令和元年度「担い⼿の育成・確保貢献⼯事」表彰⼯事の事例紹介①

Ｈ３０稲⼾井調節池⼟砂整正⼯事
 担当技術者に入社2年目の若手技術者を配置し

育成を積極的に取り組んだ。

Ｈ３０栗橋北地盤改良外盛⼟⼯事
 建設系の大学生をインターンシップで受け入れを

実施し、現場体験を通して建設業の魅力を伝える
取組を実施。

 当該現場をフィールドとした若手技術者育成のた
め研修を実施。
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出張授業（ＩＣＴ講座）

現場代理⼈ 福留啓司
受賞コメント
これからも建設産業の担い⼿確保、育成に関する取
組に努めてまいります。

現場代理⼈県管理技術社 ⿑藤匡史
受賞コメント
今後も今回の受賞を励みに⾃⾝の技術の研鑽ととも
に後進の技術者の育成に努めてまいりたいと思います。

現場代理⼈ 豊⽥和宏
受賞コメント
今後とも後進の育成に努めていく所存です。



⼩川⼯業（株）
Ｈ３０利根川右岸栗橋北地盤改良⼯事
 建設系の大学生をインターンシップで受け入れを

実施し、現場体験を通して建設業の魅力を伝える
取組を実施。

河本⼯業（株）
Ｈ３０旗井堤防強化（上・下）⼯事
 建設系の大学生をインターンシップで受け入れを

実施し、現場体験を通して建設業の魅力を伝える
取組を実施。

 建設系の大学生を対象に現場見学会を実施し建
設業界への入職のきっかけづくりとなる取り組みを
行った。

⼩川⼯業（株）
Ｈ３０北川辺⽔防拠点整備⼯事
 工事では、現場代理人（入社７年目）、担当技術者に若手技術者を配置し育成を積極的に取り組んだ。

 小学4年生～中学3年生を対象とした現場見学会を実施。

 当該現場をフィールドとした若手技術者育成のため研修を実施。

令和元年度「担い⼿の育成・確保貢献⼯事」表彰⼯事の事例紹介②令和元年度「担い⼿の育成・確保貢献⼯事」表彰⼯事の事例紹介②

現場⾒学会（ICT建設機械の試乗）

現場⾒学会（⼩学⽣、中学⽣）
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監理技術者 髙橋 亮

監理技術者 渡辺 修


