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令和２年度 京浜河川事務所 優良工事等の表彰について

京浜河川事務所では、令和２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３年７月１６日（金）

２．表彰件数等
（１）優良工事関係（対象工事件数 ４８件）

・優良工事 ７件
・優秀工事技術者 ４名
・難工事功労 ４件

（２）優良業務関係（対象業務件数 ５７件）
・優良業務 ２件
・優秀技術者 ２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、
表彰状の送付をもちまして表彰式に代えさせていただきます。
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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、京浜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、京浜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）
難工事功労表彰は、京浜河川事務所発注の、社会条件やマネジメント特性の厳しい

「難工事指定」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、京浜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、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。

（難工事功労）
① 「難工事指定」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。

（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。
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４．表彰式について

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くことになりました。

５．その他

優良工事、優秀工事技術者、難工事功労表彰等を受賞された場合は、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された場合、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。



６．表彰工事等
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京浜河川事務所長表彰

技術者区分 氏名

Ｒ１多摩川管内土砂改良他工事 一般土木工事 中村建設（株） 監理技術者 梅原　聡 － － 1

Ｒ１多摩川左岸西六郷外災害復旧工事 一般土木工事 鈴中工業（株）　東京支店 監理技術者 杉本　伸吾 － － 2

Ｈ３０鶴見川水管橋左岸橋台撤去工事 一般土木工事 小雀建設（株） 現場代理人 平光　克年 － － 3

Ｒ２西湘海岸潜水突堤作業基盤整備工事 一般土木工事 日鋪建設（株） 監理技術者 中三川　徹司 － － 4

Ｒ１相模川田村河道掘削工事 一般土木工事 国土開発工業（株） － － ○ － 5

Ｒ１多摩川左岸矢口築堤護岸他工事 一般土木工事 共立建設（株） － － ○ － 6

Ｒ１多摩川下流河道掘削工事 河川しゅんせつ工事 東洋建設（株）　横浜支店 － － － ○ 7

工事名 工種

Ｒ１西湘海岸工事用道路設置他工事 一般土木工事

Ｈ３１・３２多摩川中流維持管理工事 維持修繕工事

Ｈ３１・３２多摩川上流維持管理工事 維持修繕工事

Ｒ２多摩川中流維持管理工事 維持修繕工事

技術者区分

令和２年度相模川土砂管理等検討業務
土木関係建設
コンサルタント業務

管理技術者 1

令和２年度多摩川水系地質調査業務 地質調査業務 管理技術者 2

【参考 局長表彰（京浜河川事務所発注分）】

技術者区分 氏名

Ｈ２７多摩川五反田川放水路樋門築造工事 一般土木工事 西武建設（株）  横浜支店 現場代理人 西尾　浩久 － －

Ｈ３０多摩川本町低水護岸工事 一般土木工事 株木建設（株）　東京本店 監理技術者 鍵山　昌史 － －

技術者区分

令和２年度多摩川上流モニタリング業務 測量 主任技術者

令和２年度多摩川下流モニタリング業務 測量 主任技術者

令和２年度多摩川水系低水護岸他設計業務（その１）
土木関係建設
コンサルタント業務

管理技術者

業務
番号

日産緑化（株）

業務名 業種 会社名
優秀技術者

氏名

ICT

（２）優良業務・優秀技術者　【局長表彰】

業務名

日産緑化（株）

（株）ケイミックス

（１）優良工事・優秀工事技術者　【局長表彰】

工事名 工種 会社名
優秀工事技術者

（３）優良業務・優秀技術者　【事務所長表彰】

優秀技術者

氏名

（１）優良工事・優秀工事技術者　【事務所長表彰】

工事名 工種 会社名
優秀工事技術者 週休

２日

業種 会社名

工事
番号

いであ（株）

（株）アサノ大成基礎エンジニアリング　南関東事務所

ICT

（２）難工事功労表彰　【事務所長表彰】

会社名

日鋪建設（株）

戸村　健太郎

宇治田　将也

（株）新星コンサルタント

アジア航測（株）　神奈川支店

パシフィックコンサルタンツ（株）　首都圏本社

兵藤　誠

野口　浩承

週休
２日

林　良輔

工事
番号

8

9

10

11

※表彰工事の概要は、添付の参考資料をご参照ください。

※表彰業務の概要は、添付の参考資料をご参照ください。



令和２年度 優良工事及び優秀工事技術者
事務所長表彰の概要

令和２年度 優良業務及び優秀技術者
事務所長表彰の概要

参考資料

京浜河川事務所



優良工事及び優秀工事技術者事務所長表彰の概要 工事番号－１

ふりがな

会社名

ふりがな

技術者名

ふりがな

工事名

工事概要

完成又は施工状況写真

優良工事及び優秀工事技術者事務所長表彰の概要 工事番号－２

ふりがな

会社名

ふりがな

技術者名

ふりがな

工事名

工事概要

完成又は施工状況写真

なかむらけんせつかぶしきがいしゃ

中村建設株式会社

うめはら　さとし

職種 監理技術者

Ｒ１たまがわさがんにしろくごうほかさいがいふっきゅうこうじ

Ｒ１たまがわかんない土砂かいりょうほかこうじ

Ｒ１多摩川管内土砂改良他工事

　本工事は、一級河川多摩川の東京都国立市青柳地先において、延長128mの築堤護
岸工事を行うものである。

すずなかこうぎょう　かぶしきかいしゃ　とうきょうしてん

梅原　聡

　本工事は、令和元年東日本台風により、低水護岸が被災したため、災害復旧工事を
行うものである。
　①多摩川左岸大田区西六郷地区　低水護岸工事（L=約213m）
　②多摩川左岸大田区田園調布南地区　低水護岸工事（L=約57m）
　主な工事内容は、鋼矢板、連接ブロック、布製型枠コンクリート、かごマット、根固めブ
ロックである。

すぎもと　しんご

職種 監理技術者
杉本　伸吾

Ｒ１多摩川左岸西六郷外災害復旧工事　

鈴中工業　株式会社　東京支店

築堤盛土施工状況 完成

西六郷地区
田園調布南地区



優良工事及び優秀工事技術者事務所長表彰の概要 工事番号－３

ふりがな

会社名

ふりがな

技術者名

ふりがな

工事名

工事概要

完成又は施工状況写真

優良工事及び優秀工事技術者事務所長表彰の概要 工事番号－４

ふりがな

会社名

ふりがな

技術者名

ふりがな

工事名

工事概要

完成又は施工状況写真

こすずめけんせつかぶしきがいしゃ

小雀建設株式会社

にっぽけんせつ　かぶしきかいしゃ

ひらみつ　かつとし

　本工事は、西湘海岸（神奈川県中郡大磯町国府新宿地先）において、西湘海岸保全
を目的とした潜水突堤を施工するための、潜水突堤作業基盤の整備工事を行うもので
あり、4t袋詰玉石2,453個、8t袋詰玉石485個を製作し、延長で約164mに渡り設置した工
事である。

なかみかわ　てつじ

職種 監理技術者
中三川　徹司

職種 現場代理人
平光　克年

Ｒ２せいしょうかいがんせんすいとっていさぎょうきばんせいびこうじ

Ｒ２西湘海岸潜水突堤作業基盤整備工事

日舗建設　株式会社

　本工事は、鶴見川左岸横浜市鶴見区矢向一丁目地先において、川崎市からの受託
により水管橋橋台を撤去し、堤体を復旧する工事である。主な工事内容は、築堤３１
ｍ、付帯道路工１５７m2、連節ブロック張２１３m2、矢板護岸３２ｍ、袋詰玉石３４３m2、
浚渫１，５００m3、構造物撤去（施工基面下１３ｍ）である。

Ｈ３０つるみがわすいかんきょうさがんきょうだいてっきょこうじ

Ｈ３０鶴見川水管橋左岸橋台撤去工事

構造物撤去施工状況 完成

袋詰玉石施工状況 完成



優良工事（週休２日適用）事務所長表彰の概要 工事番号－５

ふりがな

会社名

ふりがな

工事名

工事概要

完成又は施工状況写真

優良工事（週休２日適用）事務所長表彰の概要 工事番号－６

ふりがな

会社名

ふりがな

工事名

工事概要

完成又は施工状況写真

　本工事は、多摩川左岸田園調布本町地区において施工した築堤護岸工事（L=約
70m）、多摩川右岸中原区上丸子八幡町地区において施工した低水護岸工事（L=約
30m）、多摩川大田区矢口三丁目地区で施工した築堤護岸工事（L=約160m）である。
　主な工事内容は、築堤土工、鋼矢板工、連接ブロック張、アスファルト舗装、根固めブ
ロック工である。

　本工事は、神奈川県平塚市田村地先において、流下能力を確保するために、溜まっ
た砂州を掘削する工事であり、約43,000ｍ３の河道掘削を行う工事である。

Ｒ１さがみがわたむらかどうくっさくこうじ

Ｒ１相模川田村河道掘削工事

こくどかいはつこうぎょう　かぶしきかいしゃ

国土開発工業　株式会社

きょうりつけんせつ　かぶしきかいしゃ　

共立建設　株式会社

Ｒ１たまがわさがんやぐちちくていごがんほかこうじ

Ｒ１多摩川左岸矢口築堤護岸他工事

河道掘削施工状況 完成

連接ブロック施工状況 完成



優良工事（ＩＣＴ活用）事務所長表彰の概要 工事番号－７

ふりがな

会社名

ふりがな

工事名

工事概要

完成又は施工状況写真

とうようけんせつ　かぶしきかいしゃ　よこはましてん

東洋建設　株式会社　横浜支店

Ｒ１たまがわかりゅうかどうくっさくこうじ

Ｒ１多摩川下流河道掘削工事

　本工事は、多摩川大田区南六郷地区において施工した河川浚渫工事である。
　　バックホウ浚渫工40,000m3
　　作業船運転工　　40,000m3
　　浚渫土処理工　　40,000m3

掘削状況 掘削状況



難工事（功労）事務所長表彰の概要 工事番号－８

ふりがな

業者名

ふりがな

工事名

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 工事番号－９

ふりがな

業者名

ふりがな

工事名

工事概要

完成又は施工状況写真

にっさんりょくかかぶしきがいしゃ

日産緑化株式会社

Ｈ３１・３２たまがわちゅうりゅういじかんりこうじ

Ｈ３１・３２多摩川中流維持管理工事

　本工事は、多摩川中流部、浅川及び大栗川において、除草工2,800,000㎡、清掃工、雑工
等の河川の維持及び出水時等における河川の状況把握を実施するものである。

　本工事は、西湘海岸において、工事用道路を設置した工事である。
　西湘バイパスの通行規制を行うため作業スペースに制約があり、また西湘海岸近傍で他
工事（災害復旧工事）との工程調整も関係する難しい工事であったが、無事故で工事を完成
させた。

にっぽけんせつ　かぶしきかいしゃ

日舗建設　株式会社

Ｒ１せいしょうかいがんこうじようどうろせっちほかこうじ

R1西湘海岸工事用道路設置他工事

伐採施工状況 堤防除草施工状況

構台施工状況 完成



難工事（功労）事務所長表彰の概要 工事番号－１０

ふりがな

業者名

ふりがな

工事名

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 工事番号－１１

ふりがな

業者名

ふりがな

工事名

工事概要

完成又は施工状況写真

にっさんりょくかかぶしきがいしゃ

かぶしきがいしゃ　けいみっくす

株式会社　ケイミックス

H31・32たまがわじょうりゅういじかんりこうじ

Ｈ３１・３２多摩川上流維持管理工事

　本工事は多摩川の37.0k～61.8ｋの左右岸の堤防除草工事、清掃工、河川維持管理の雑
工事を行うものである。多摩川中流部の堤防除草については、川裏に家屋が近接し堤防天
端の利用者も多い中、飛散防止対策や見張員の設置などを行い、また、雑工事においても
十分な安全管理を図って施工を行った。

　本工事は、多摩川中流部、浅川及び大栗川において、除草工640,000㎡、清掃工、雑工等
の河川の維持及び出水時等における河川の状況把握を実施するものである。

日産緑化株式会社

Ｒ２たまがわちゅうりゅういじかんりこうじ

Ｒ２多摩川中流維持管理工事

堤防除草施工状況 スズメバチ駆除施工状況

除草施工状況 雑工施工状況
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ふりがな
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ふりがな
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ふりがな
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いであかぶしきかいしゃ

いであ株式会社

れいわ２ねんどさがみがわどしゃかんりとうけんとうぎょうむ

令和２年度相模川土砂管理等検討業務

　本業務は、相模川流砂系総合土砂管理計画（以下、土砂管理計画という。）の推進の
ため、相模川流砂系の特性に配慮し、土砂環境の改善に資する検討を行うものである

かくしきがいしゃ　あさのたいせいきそえんじにありんぐ　みなみかんとうじぎょうしょ

ひょうどう　まこと

職種 管理技術者
兵藤　誠

令和２年度多摩川水系地質調査業務

　本業務は、多摩川水系において河川構造物等の設計検討を行うにあたり、現地地
形・地質性状等を詳細に把握するため地質調査を行うものである。

株式会社　アサノ大成基礎エンジニアリング　南関東事業所

のぐち　ひろつぐ

職種 管理技術者
野口　浩承

れいわ２ねんどたまがわすいけいちしつちょうさぎょうむ


