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国土交通省利根川水系砂防事務所では、令和２年度に完成した工事及び業務の中で

特に優れた成績を収めた工事、業務、技術者や、生産性向上への取組みをより一層増

進させた工事、建設産業の担い手確保及び育成に関する取組みが優れた工事等につい

て、下記のとおりテレビ会議方式で表彰式を行います。

記

１．日 時：令和３年７月１９日（月）１４時００分 ～ １４時３０分

２．方 式：テレビ会議方式

（利根川水系砂防事務所第１会議室から配信）

３．表彰件数及び人数 ・・・参考資料参照

（１）優良工事関係（対象工事件数２３件）

・優良工事及び優秀工事技術者 ４件(３社)及び３名

（２）優良業務関係（対象業務件数４４件）

・優良業務及び優秀技術者 ５件(５社)及び５名

（３）難工事功労表彰 ５件(４社)

（４）災害工事功労表彰 ３件(３社)

（５）優良下請企業及び優秀下請技術者 ２社

（６）新技術活用･生産性等向上 ３件(３社)

（７）建設産業担い手確保・育成貢献工事表彰 ２件(２社)

（８）河川工事（河川・ダム・砂防）“ナマ”現場写真コンテスト １件(１社)

※報道機関の皆様へ
・表彰式は、マスコミ関係者に公開で開催しますが、傍聴を希望される報道機関の
方は別紙１より事前登録をお願いします。

令和２年度 利根川水系砂防事務所 優良工事等事務所長表彰について



別紙１
※送信票は不要です。

令和２年度 利根川水系砂防事務所優良工事等事務所長表彰
取材申込用紙

取材を希望される報道機関におかれましては、事前申込みをお願いします。

◆ ＦＡＸ：０２７９－２２－４９３３（利根川水系砂防事務所品質確保課）

◆期限：７月１６日（金） １２：００まで

１．報道機関名：

２．担当者氏名：

３．連 絡 先：





令和２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、利根川水系砂防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、利根川水系砂防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、利根川水系砂防事務所発注の業務を受注し、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） 

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。 

（災害工事功労表彰） 

災害工事功労表彰は、災害発生時の応急緊急復旧工事に従事したものを表彰することに

より、被災地の迅速な復旧及び地域防災担い手確保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、利根川水系砂防事務所発注の工事を下請けと

して担当し、その工事の品質、出来ばえ等が優秀な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。 

２．選定方法 

優良工事等の選定は、利根川水系砂防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、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  工事の難易度、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
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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。 

 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  難工事指定の試行対象工事のうち、工事が良好であり、その功績が顕著なもの。 

（災害工事功労） 

①  応急緊急復旧工事のうち、工事が良好であり、その功績が顕著なもの。 

（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功績が顕著

な下請技術者。 

５．その他 

①  優良工事、優秀工事技術者等の各表彰を受賞された場合は、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。 

② 優良業務表彰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。 

令和２年度 新技術活用・生産性等向上表彰について 

１．目的 

施工者による、建設生産システム全体の生産性向上への取り組みをより一層増進させ

ることを目的としまして、新技術や3次元データ等を活用した生産性向上への取り組みが

優秀であり、かつ他の模範となる工事を「新技術活用・生産性等向上表彰工事」として 

表彰します。 

２．選定の方法 

表彰の対象となります「新技術活用・生産性等向上表彰工事」は、利根川水系砂防事

務所新技術活用・生産性等向上表彰工事選定委員会において審査を行い、選定されます。 

３．選定方針 

① 表彰の前年度に完成した利根川水系砂防事務所発注の工事であること。 

② 当該工事の成績が優秀であること。 
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③ 新技術又は３次元データ等を活用した生産性向上への取り組みが優秀であり、かつ他

の模範となる工事であること。 

４．その他 

表彰受賞者は、当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

おきまして、技術力の評価が優位になります。 

令和２年度 建設産業担い手確保・育成貢献工事表彰制度について

１．目的 

利根川水系砂防事務所所管の工事に関し、その施工等が優秀であって他の模範とする

に足りるものを評価するとともに、建設産業の担い手の確保及び育成に関する取組が優れ

た工事を選定し、これを表彰することにより、建設産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。 

２．選定方法 

表彰の対象となる「建設産業担い手確保・育成貢献工事」は、利根川水系砂防事務所

建設産業担い手確保・育成貢献工事選定委員会において審査を行い、選定します。 

３．選定方針 

「建設産業担い手確保・育成貢献工事」は、表彰対象年度に完成し、その施工等が優秀

であって、建設産業の担い手確保及び育成に関する取組が優れた工事から選定します。 

４．その他 

表彰受賞者は、当事務所が発注する総合評価落札方式による分任官工事の入札契約手

続きにおいて、技術力評価が優位になります。 

令和２年度 河川工事（河川・ダム・砂防）“ナマ”現場写真コンテストについて 

１．目的 

日頃見ることの出来ない河川工事現場の写真を、工事現場に携わる技術者の目線で募集

し、広く広報することにより河川・ダム・砂防工事への理解や興味、親しみを感じていた

だくことを目的としたものです。 

２．その他 

選定された作品は、カレンダーや河川関係工事の広報に広く活用する予定です。 
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【事務所長表彰】

優良工事及び優秀工事技術者

工事名 会社名 技術者名 技術者区分

Ｒ１じぞうがわだいにさぼうえんていこうじ

Ｒ１地蔵川第二砂防堰堤工事
かぶしきがいしゃさんどうぐみ

株式会社山藤組
ささき　ゆうじ

佐々木　勇二
監理技術者

Ｒ１おおざさじょうりゅうだいにとこがためこうほかこうじ

Ｒ１大笹上流第二床固工外工事
さたけんせつかぶしきがいしゃ

佐田建設株式会社
かのう　けんいち

狩野　健一
監理技術者

Ｒ１まえゆみざわばしかけかえこうじ

Ｒ１前弓澤橋架替工事
よろずやけんせつかぶしきがいしゃ

萬屋建設株式会社
はやし　かんえ

林　寛衛
監理技術者

Ｈ３０かたふたがわだいにさぼうえんていこうじ

Ｈ３０片蓋川第二砂防堰堤工事
かぶしきがいしゃさんどうぐみ

株式会社山藤組
ささき　ゆうじ

佐々木　勇二
監理技術者

優良業務及び優秀技術者

業務名 会社名 技術者名 技術者区分

Ｈ３１ゆずりはらじすべりほかかんそくぎょうむ

Ｈ３１譲原地すべり外観測業務

かぶしきがいしゃけんせつぎじゅつけんきゅうじょとうきょうほんしゃ

株式会社建設技術研究所東京本社
やまべ　さとる

山部　哲
主任技術者

Ｒ１ひがしいずみさわりゅういきそくりょうぎょうむ

Ｒ１東泉沢流域測量業務
かぶしきがいしゃぷらいむぷらん

株式会社プライムプラン
おおしま　けんや

大嶋　健也
主任技術者

Ｒ２しゃめんほうかいぽてんしゃるはんていしゅほうけんとうぎょうむ

Ｒ２斜面崩壊ポテンシャル判定手法検討業務

ぱしふぃっくこんさるたんつかぶしきがいしゃしゅとけんほんしゃ

パシフィックコンサルタンツ株式会社首都圏本社
まつざわ　まこと

松澤　真
管理技術者

Ｒ１おおざさちくほかちしつちょうさぎょうむ

Ｒ１大笹地区外地質調査業務

ちゅうおうかいはつかぶしきがいしゃかんとうしてん

中央開発株式会社関東支店
にしむら　しゅういち

西村　修一
主任技術者

Ｒ１ふながさわかわひがしさぼうえんていほかしょうさいせっけいぎょうむ

Ｒ１船ヶ沢川東砂防堰堤外詳細設計業務
おうようちしつかぶしきがいしゃとうきょうじむしょ

応用地質株式会社東京事務所
なかがわ　まさひろ

中川　昌浩
管理技術者

難工事功労

工事名 会社名

Ｒ１こしもととこがためぐんほかせいびこうじ

Ｒ１越本床固群外整備工事
ぬまたどけんかぶしきがいしゃ

沼田土建株式会社

Ｒ１しもくぼちくしゅうすいせい（Ｇ－１）ほかこうじ

Ｒ１下久保地区集水井（Ｇ－１）外工事
たばたけんせつかぶしきがいしゃ

田畑建設株式会社

Ｒ１かやかぶかりゅうちくあんかーこうじ

Ｒ１栢ヶ舞下流地区アンカー工事
さたけんせつかぶしきがいしゃ

佐田建設株式会社

Ｒ１かやかぶちくしゅうすいせい（Ｈ－８）ほかこうじ

Ｒ１栢ヶ舞地区集水井（Ｈ－８）外工事
たばたけんせつかぶしきがいしゃ

田畑建設株式会社

Ｒ１よこてやまＣＣＴＶかめらほかせっちこうじ

Ｒ１横手山ＣＣＴＶカメラ外設置工事
かぶしきがいしゃたけのうちでんき

株式会社たけのうち電器

災害工事功労

工事名 会社名

Ｒ１おおざさじょうりゅうだいいちとこがためこうほかきんきゅうこうじ

Ｒ１大笹上流第一床固工外緊急工事
わたなべけんせつかぶしきがいしゃ

渡辺建設株式会社

Ｒ１ゆじりがわりゅうぼくどめきんきゅうこうじ

Ｒ１湯尻川流木止緊急工事
いけはらこうぎょうかぶしきがいしゃ

池原工業株式会社

Ｒ１おおざさじょうりゅうさぼうしせつきんきゅうこうじ

Ｒ１大笹上流砂防施設緊急工事
みやこけんせつかぶしきがいしゃ

都建設株式会社

優良下請企業及び優秀下請技術者

工事名 会社名 技術者名 技術者区分

Ｒ１おおざさじょうりゅうだいにとこがためこうほかこうじ

Ｒ１大笹上流第二床固工外工事
ごとうぎけんゆうげんがいしゃ

後藤技研有限会社
ひらかた　としかず

平形　利一
主任技術者

Ｒ１おおざさじょうりゅうだいにとこがためこうほかこうじ

Ｒ１大笹上流第二床固工外工事
やまざきけんせつかぶしきがいしゃ

山﨑建設株式会社
うめばやし　のぼる

梅林　昇
主任技術者

令和２年度　利根川水系砂防事務所　優良工事等事務所長表彰一覧
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新技術活用・生産性等向上工事表彰

工事名 会社名

Ｒ１にごりかわさぼうしせつせいびこうじ

Ｒ１濁川砂防施設整備工事
はたやかいはつかぶしきがいしゃ

畑八開発株式会社

Ｒ２かたふたがわだいいちさぼうえんていこうじ

Ｒ２片蓋川第一砂防堰堤工事
かぶしきがいしゃさんどうぐみ

株式会社山藤組

Ｒ１じゃぼりがわさぼうえんていこうじ

Ｒ１蛇堀川砂防堰堤工事
かぶしきがいしゃもりやしょうかい

株式会社守谷商会

建設産業担い手確保・育成貢献工事表彰

工事名 会社名

Ｒ１おおざさじょうりゅうだいいちとこがためこうほかきんきゅうこうじ

Ｒ１大笹上流第一床固工外緊急工事
わたなべけんせつかぶしきがいしゃ

渡辺建設株式会社

Ｒ２かたふたがわだいいちさぼうえんていこうじ

Ｒ２片蓋川第一砂防堰堤工事
かぶしきがいしゃさんどうぐみ

株式会社山藤組

河川工事（河川・ダム・砂防）”ナマ”現場写真コンテスト

工事名 会社名

Ｈ３０れいきばしかぶこうじ

Ｈ３０霊亀橋下部工事
まえばしちけんかぶしきがいしゃ

前橋地建株式会社
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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）

事務所名

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

利根川水系砂防事務所

 本工事は浅間山の火山活動により発生が予想される土砂災害を軽減するために計画さ
れた直轄火山砂防事業であり、地蔵川第二砂防堰堤を施工する工事である。

 本工事は、浅間山北麓に位置し、標高１，２００ｍ以上の山間地であり、季節的な天
候の変動が激しく、工種によって施工時期を考慮する必要があり、特に１２月以降は降
雪による影響から、工事が出来なくなるため、現場作業期間は、限られている。そのた
め、施工者は、本工事の主要工種である砂防ソイルセメントの施工方法について、自走
式破砕機、自走式土壌改良機を使用し、確実な工程短縮を図った。それにより、CSG材
料のロスを省き、コスト縮減、品質向上となった。加えて、盛土工にＩＣＴ活用施工を
実施し、生産性向上が図れ、休日の確保、週休２日など現場全体の最適化が実現した。
その他、エブリデイドローンや土石流感知システムなど新技術の活用を実施、安全管理
では、同一工区内施工業者間の安全協議会を開催し、工程調整、誘導員配置調整等を行
い、協議会の活動は充実したものであった。
 また、国立公園内の工事のため、墜落防止柵やフェンス、安全掲示板などは、環境・
景観に配慮するなど特に充実したものであった。

 本工事の技術者は、施工にあたり、新技術やＩＣＴ施工を積極的に活用し、工程短
縮、品質確保を図るとともに安全衛生面でも浅間山の火山噴火に備えるため、避難用
シェルターを設置、現場事務所及び作業員休憩所にＡＥＤの配置、新型コロナウイルス
対策に現場来場者の検温を行うなど、現場においての生産性向上となるような活動を多
く行った。
 また、工事全般を通して、適切に監督職員等と密に協議調整を図りながら、良好な施
工に努めた。厳しい現場条件の下、配置技術者としての能力は優秀であった。

Ｒ１じぞうがわだいにさぼうえんていこうじ

Ｒ１地蔵川第二砂防堰堤工事

令和2年5月1日 令和2年10月30日

ささき　ゆうじ

職種 監理技術者佐々木 勇二

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

かぶしきがいしゃさんどうぐみ

株式会社 山藤組

完 成砂防ソイルセメント（攪拌・混合）施工状況
6



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）

事務所名

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

かのう　けんいち

職種 監理技術者狩野 健一

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

さたけんせつかぶしきがいしゃ

佐田建設株式会社

利根川水系砂防事務所

 本工事は、群馬県吾妻郡嬬恋村大笹地先において、令和元年10月12日に関東地方に上
陸した台風19号(令和元年東日本台風)により被災した吾妻川の災害復旧工事である。

 一連の災害復旧関連工事の内、他工事と保全対象家屋に囲まれた現場であり、対外調
整が最も困難な工事であった。施工に際しては、上流で実施している他工事の河川切り
回しに併せての施工や、災害による河床変動により多量の湧水を処理する必要が生ずる
など厳しい現場条件の中、他工事ともよく連携を取り良好な施工管理と地元対応によ
り、他工事にも悪影響を与えること無く、無事工事を完成させた。

 上下流で施工されている他工事とも良く連絡調整を行い、他工事に影響を与えること

設の説明を行うなどコミュニケーションも積極的に実施した。また、1月から3月の厳冬
期にコンクリート打設が掛からないようきめ細かな工程管理をすることにより、良好な
品質を確保するなど配置技術者として優秀であった。
 以上より、様々な努力の積み重ねにより、厳しい現場条件であったが無事故かつ工期
内に工事を完成させた功績は顕著であり、配置技術者としての能力は優秀であった。

Ｒ１おおささじょうりゅうだいにとこがためこうほかこうじ

Ｒ１大笹上流第二床固工外工事

令和2年5月8日 令和3年3月25日

型枠施工状況 完成
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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）

事務所名

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

利根川水系砂防事務所

 本工事は、群馬県沼田市利根町に計画されている栗原川第三砂防堰堤の工事用道路と
して使用するため、栗原川林道に架けられた前弓澤橋を、大型車両の通行が可能な橋梁
へ架け替える工事である。

 本工事は、国有林野の貸付範囲内において既設橋梁を撤去し、新たな橋梁を設置する
工事であり、狭隘な施工箇所での旧橋の撤去から下部工の施工、上部工の設置までを1年
弱の期間で施工したものである。
 同一箇所への架け替えのため、各工程での作業の遅れがそのまま工事進捗の遅れとな
る事、また、施工箇所の直近には資材ヤードが確保できず、施工状況と材料手配のタイ
ミングを合わせる必要などがあったため、綿密な工程管理を実施して工期内に無事に工
事を完成させた。
 また、狭隘な土留め壁内での掘削や杭打設等の施工もあり、施工機械の小型化や機械
と作業員の接触などにも十分に配慮し、無事故で工事を完成させた。

 工事全般を通じて適切に監督職員等と密に協議調整を図りながら良好な施工に努めた
ほか、下請の施工状況を常に把握し、工程管理や技術的な指導を行ったり、支障木が生
じた際には森林官への相談なども率先して行うなど、絶対に工程に遅れを生じさせない
という姿勢で工事を無事故で完成させた。
 また、現場での若手職員への指導に取り組む姿勢なども含め、監理技術者（現場代理
人兼務）としての能力を最大限に発揮されており、配置技術者としての能力は優秀で
あった。

Ｒ１まえゆみさわばしかけかえこうじ

Ｒ１前弓澤橋架替工事

令和1年8月16日 令和2年7月31日

はやし　かんえ

職種 現場代理人兼監理技術者林 寛衛

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

よろずやけんせつかぶしきかいしゃ

萬屋建設株式会社

狭隘な土留め壁内での掘削・杭打ち状況 完 成
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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）

事務所名

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

利根川水系砂防事務所

 本工事は、浅間山の火山活動に伴い発生が予想される融雪型火山泥流を軽減するため
に計画された直轄火山砂防事業で、片蓋川第二砂防堰堤の一部を施工するものである。

 本工事は、国立公園内における施工であり、特に周辺環境に配慮した施工が必要とな
るが、保安施設や養生に使用するシートまで周辺環境に配慮するなどきめ細やかな対策
を講じた。また、効率のよい施工体制の確保や創意工夫により、週休２日制を達成させ
ながらも工期短縮を図り、適切な出来高管理、品質管理により、良好な施工がなされ
た。

 本工事の施工にあたり、管理技術者として施工管理を適正に行うことはもとより、
様々な創意工夫により週休２日制を達成させながらも工期短縮を図るなど、その高い技
術力をもって対応した。
 また、１０月１９日台風１９号に際しては、嬬恋村役場に本社とともに支援を行った

地域への貢献が非常に高く、配置技術者としての能力は優秀であった。

Ｈ３０かたふたがわだいにさぼうえんていこうじ

Ｈ３０片蓋川第二砂防堰堤工事

平成31年4月1日 令和2年6月24日

ささきゆうじ

職種 監理技術者佐々木勇二

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

かぶしきがいしゃさんどうぐみ

株式会社山藤組

本堤越流部施工状況 完成
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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）

事務所名

業務概要

表彰理由

 本業務の履行にあたっては、譲原地すべり地区の広範囲で急峻な地形に多数設置してあ
る機器の観測のため、観測時のリスクに対応した安全対策について事前に確認を行い、観
測時の通行ルート、安全設備の確認と設置など、リスクを低減させるための提案を行い実
施した。また、台風１９号通過後の現地確認、臨時観測について、速やかに班体制を整え
て観測箇所の点検、データ収集、目視による健全性の確認、地すべり地区における地すべ
りの兆候の有無を速やかに調査報告するとともに、周辺道路等の安全確認を行った他、地
元関係者への対応を丁寧に行うなど、業務全般において積極的な取り組みがなされ、優れ
た成果を上げた。

Ｈ３１ゆずりはらじすべりほかかんそくぎょうむ

Ｈ３１譲原地すべり外観測業務

平成31年4月1日 令和2年4月14日

利根川水系砂防事務所

 本業務は、譲原地すべり地区、白砂川第二砂防堰堤付近及び中之条町花園地先における

実施し、観測データの整理等を行ったものである。

やまべ　さとる

職種 主任技術者山部 哲

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ぎしゅつけんきゅうしょ　とうきょうほんしゃ

株式会社 建設技術研究所 東京本社
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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）

事務所名

業務概要

表彰理由

当該業務の測量範囲は地形が森林に覆われている上信越高原国立公園区域内に位置してお
り、伐採等に制約があるため、地形測量の精度確保が課題であったが、受注者より現地特
性を考慮したＵＡＶレーザー測量の提案がなされ、現地環境を乱さずに適確な測量が実施

が、誠意を持って適切な対応が図られていた。
現地踏査結果を踏まえた測量計画の見直しにも速やかに対応しており、業務全般をおいて
積極的な取り組みがなされ、優れた成果を上げた。

　Ｒ１ひがしいずみさわりゅういきそくりょうぎょうむ

Ｒ１東泉沢流域測量業務

令和2年3月6日 令和3年3月29日

利根川水系砂防事務所

本業務は、浅間山北麓の東泉沢流域において、浅間山直轄火山砂防事業に係る工事資材等
の運搬路を設計する際の基礎資料を得る事を目的として、基準点測量、路線測量、三次元
点群測量を行うものである。

おおしま　けんや

職種 主任技術者大嶋 健也

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

かぶしきかいしゃぷらいむぷらん

株式会社 プライムプラン
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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）

事務所名

業務概要

表彰理由

 本業務の履行にあたっては、顕著な豪雨時に緩斜面が崩壊する機構について、特徴的
な現象と、これらを組み合わせた危険斜面の抽出手法の適用性を検討し、この手法によ
り近年崩壊のあった地区に適用し、危険斜面を適切に抽出する事を目的に検討を行った
ものであるが、全国の崩壊事例を検討対象とした検討では、効率よく精度向上を行うな
ど、業務に対し高い技術力をもって対応した。
また、業務遂行上の複数にわたる関係者との協議も積極的に実施し、手戻り無く業務を
遂行し、業務全般において積極的な取り組みがなされ、優れた成果を上げた。

R２しゃめんほうかいぽてんしゃるはんていしゅほうけんとうぎょうむ

Ｒ２斜面崩壊ポテンシャル判定手法検討業務

令和2年7月9日 令和3年3月31日

利根川水系砂防事務所

 本業務は、地形判読及び既存の公開資料を基に、斜面上部の平坦面等の地形からの集
水性地形が斜面崩壊に与える影響が大きいと想定される山腹斜面を抽出し、実災害との
適用性を評価し、地形の判読手法について検討を行うとともに、判読手法を利根川水系
砂防事務所管内の斜面に適用し、評価を行ったものである。

まつざわ　まこと

職種 管理技術者松澤 真

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

ぱしふぃっくこんさるたんつかぶしきがいしゃ　しゅとけんほんしゃ

パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
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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）

事務所名

業務概要

表彰理由

  本業務の履行にあたっては、吾妻川に面する急崖を対象に、吹付工や鉄筋挿入工の設計
に必要となる地質構成や地盤定数を把握するためのボーリング調査を行ったものである
が、崩壊の危険性評価、安全性確認のための孔間弾性波探査、岩石試験、斜面安定解析を
現地踏査による状況把握を踏まえて提案するともに、追加で指示を行った藤下砂防堰堤の
非破壊での劣化診断において、弾性波探査技術を活用した診断を提案するなど、高い技術
力をもって対応し、優れた成果を上げた。

Ｒ１おおざさちくほかちしつちょうさぎょうむ

Ｒ１大笹地区外地質調査業務

令和2年6月2日 令和3年3月31日

利根川水系砂防事務所

  本業務は、吾妻川大笹地区及び湯尻川、遅沢地区における砂防施設の設計、遅沢地区の
工事用仮設橋梁の設計に必要となる土質状況の把握のため地質調査を行った他、台風の出
水により一部破損した藤下砂防堰堤の劣化診断を行ったものである。

にしむら　しゅういち

職種 主任技術者

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

ちゅうおうかいはつかぶしきかいしゃ　かんとうしてん

中央開発株式会社 関東支店
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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）

事務所名

業務概要

表彰理由

本業務は国立公園内における砂防堰堤等の詳細設計であるため、現場条件や環境条件な
どの制約条件が多く、その対応が課題であったが高度な専門知識と経験、技術を要し、
各課題に対応した。また、CIMを活用して効率的な設計照査や施工手順が容易に把握出
来る施工計画モデル、３次元データの共有により合意形成の円滑化が図れる情報共有シ
ステムを活用した情報連携モデル、後工程で活用する属性情報の付与モデル等を構築し
業務と工事の効率化が図れる成果を作成した。
当該業務の特性を考慮しつつ、業務目的・業務内容を十分に理解し、責任感を持ち取り
組み、業務全般にわたり優れた成果を上げた。

　R1ふながさわかわひがしさぼうえんていほかしょうさいせっけいぎょうむ

Ｒ １ 船ヶ沢川東砂防堰堤外詳細設計業務

令和2年9月3日 令和3年3月30日

利根川水系砂防事務所

本業務は、浅間山直轄火山砂防事業の一環として、船ヶ沢川東流域に計画している砂防
堰堤の詳細設計と管理用道路等の詳細設計を行うものである。

なかがわ　まさひろ

職種 管理技術者中川 昌浩

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

おうようちしつかぶしきかいしゃ　　とうきょうじむしょ

 応用地質株式会社 東京事務所
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ふりがな

業者名

ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

完成又は施工状況写真

令和2年6月3日 令和3年3月25日

難工事（功労） 事務所長表彰の概要及び表彰理由

ぬまたどけんかぶしきかいしゃ

沼田土建株式会社
Ｒ１こしもとことがためぐんほかせいびこうじ

Ｒ１越本床固群外整備工事

利根川水系砂防事務所

 本工事は、群馬県利根郡片品村において、越本床固群の根固めブロックの製作・設置、アス
ファルト舗装・擬木柵設置のほか、片品出張所管内の砂防施設等の維持・補修などを実施する
ものであり、施工箇所が複数箇所に点在している工事である。施工箇所には狭隘な生活市道や
保育園の直近などもあり、地元等の対応も積極的に行い、トラブルも無く無事故で工期内に工
事を完成させた。

越本床固群根固め完成 越本床固群舗装・擬木柵完成
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ふりがな

業者名

ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

完成又は施工状況写真

難工事（功労） 事務所長表彰の概要及び表彰理由

たばたけんせつかぶしきがいしゃ

田畑建設株式会社
Ｒ１しもくぼちくしゅうすいせい（Ｇ－１）ほかこうじ

令和2年9月5日 令和3年3月25日

利根川水系砂防事務所

  本工事は、直轄地すべり対策事業として計画された譲原地すべり地内の下久保地区におい

トラブルも無く無事故で工期内に工事を完成させた。
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ふりがな

業者名

ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

完成又は施工状況写真

利根川水系砂防事務所

難工事（功労） 事務所長表彰の概要及び表彰理由

さたけんせつかぶしきがいしゃ

佐田建設株式会社
Ｒ１かやかぶかりゅうちくあんかーこうじ

Ｒ１栢ヶ舞下流地区アンカー工事

令和2年10月1日 令和3年3月25日

 本工事は、直轄地すべり対策事業として計画された譲原地すべり地内の栢ヶ舞下流地区にお
いて、地すべり抑止工として、アンカー工及び工事用道路を施工するものであり、トラブルも
無く無事故で工期内に工事を完成させた。
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ふりがな

業者名

ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

完成又は施工状況写真

 本工事は、直轄地すべり対策事業として計画された譲原地すべり地内の栢ヶ舞上流地区にお

た。

利根川水系砂防事務所

難工事（功労） 事務所長表彰の概要及び表彰理由

たばたけんせつかぶしきがいしゃ

田畑建設株式会社
Ｒ１かやかぶちくしゅうすいせい（Ｈ－８）ほかこうじ

令和1年10月2日 令和2年7月31日
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ふりがな

業者名

ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

完成又は施工状況写真

難工事（功労） 事務所長表彰の概要及び表彰理由

かぶしきかいしゃたけのうちでんき

株式会社 たけのうち電器
Ｒ１よこてやまＣＣＴＶかめらほかせっちこうじ

Ｒ１横手山ＣＣＴＶカメラ外設置工事

令和2年5月2日 令和3年3月20日

利根川水系砂防事務所

 本工事は、利根川水系砂防事務所管内において、砂防施設・土砂災害及び火山泥流等の監視

行う工事である。施工箇所が点在しているＣＣＴＶカメラ装置の設置にあたり、地権者協議や
関係機関への協議、申請を行いながら、トラブルも無く無事故で工期内に工事を完成させた。

ＣＣＴＶカメラ設置施工状況 完 成
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ふりがな

業者名

ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

完成又は施工状況写真

利根川水系砂防事務所

 本工事は、群馬県吾妻郡嬬恋村大笹地先において、令和元年10月12日に関東地方に上陸した
台風19号(令和元年東日本台風)災害により被災した吾妻川の災害復旧工事であり、砂防土工
１式、床固め工 １式、帯工 １式、流路護岸工 １式、応急復旧工 １式を施工するもの
で、被災関係者や近接工事と調整を丁寧におこないトラブル無く完成させた。

令和2年1月11日 令和3年2月26日

災害工事（功労） 事務所長表彰の概要及び表彰理由

わたなべけんせつかぶしきがいしゃ

渡辺建設株式会社
Ｒ１おおささがわじょうりゅうだいいちとこがためこうほかきんきゅうこうじ

Ｒ１大笹上流第一床固工外緊急工事

完成根固めブロック施工状況
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ふりがな

業者名

ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

完成又は施工状況写真

令和2年2月6日 令和2年9月24日

利根川水系砂防事務所

  本工事は、令和元年10月12日に関東地方に上陸した台風19号(令和元年東日本台風)災害に
より湯尻川の河道に堆積した流木を補足するため、嬬恋村田代地先に緊急的に流木止を整備す
るものであり、トラブル無く完成させた。

災害工事（功労） 事務所長表彰の概要及び表彰理由

いけはらこうぎょうかぶしきがいしゃ

池原工業株式会社
Ｒ１ゆじりがわりゅうぼくどめきんきゅうこうじ

Ｒ１湯尻川流木止緊急工事
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ふりがな

業者名

ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

事務所名

工事概要

完成又は施工状況写真

利根川水系砂防事務所

 本工事は、令和元年10月12日に関東地方に上陸した台風19号(令和元年東日本台風)災害によ
り吾妻川の河道に堆積した不安定土砂の二次移動を防止するため、嬬恋村大笹地先に緊急的に
床固工及び帯工を整備するためのコンクリートブロックを製作するものであり、トラブル無く
完成させた。

Ｒ１おおざさじょうりゅうさぼうしせつきんきゅうこうじ

Ｒ１大笹上流砂防施設緊急工事

令和2年1月11日 令和3年1月15日

災害工事（功労） 事務所長表彰の概要及び表彰理由

みやこけんせつかぶしきがいしゃ

都建設株式会社
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ふりがな

下請業者名

下請工事概要

優良下請表彰理由【工事】

役職 主任技術者
平形 利一

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

元
請

Ｒ１おおささじょうりゅうだいにとこがためこうほかこうじ

Ｒ１大笹上流第二床固工外工事

コンクリート擁壁工 １式、床固本体工 １式、垂直壁工 １式、側壁工 １式、
水叩工 １式

 上流で施工されている別途工事の河川切り回しに併せた施工が必要であり、作業
ヤードの錯綜など制限のある中で良好な出来ばえで施工を行った。

下
請

ごとうぎけんゆうげんがいしゃ

後藤技研有限会社

下請技術者名 氏名

ひらかた　としかず

工事名
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ふりがな

下請業者名

下請工事概要

優良下請表彰理由【工事】

下
請

やまざきけんせつかぶしきがいしゃ

山﨑建設株式会社

下請技術者名

流路護岸工作業土工 １式、床固工作業土工 １式、仮設工 １式

  上下流で別途工事が施工されている中、土砂運搬などでは工区をまたいで移動
する必要があり、また災害により河床が大きく変動していたため、床堀時には多量
の湧水処理が必要になるなど厳しい現場条件であったが良好な出来ばえで施工を
行った。

氏名

うめばやし　のぼる

梅林 昇
役職

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

元
請

Ｒ１おおささじょうりゅうだいにとこがためこうほかこうじ

Ｒ１大笹上流第二床固工外工事工事名

主任技術者
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