
令和２年度常総国道事務所優良工事等表彰について
～地域の良質な社会資本整備と技術者の育成を目指して～

国土交通省関東地方整備局常総国道事務所では、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、技術者等について、令和２年
度優良工事等の事務所長表彰を行います。

また、建設業担い手の確保・育成貢献工事表彰および新技術活用・生産性等向上
工事表彰をあわせて行います。

表彰件数及び人数
（１）優良工事関係（対象工事件数２８件）
・優良工事 ５件
・優秀工事技術者 ２名
・優良下請企業及び優秀下請技術者 １件・１名

（２）優良業務関係（対象業務件数４４件）
・優良業務 １件
・優秀技術者 １名

（３）建設産業担い手確保・育成貢献工事表彰 ２件
（４）新技術活用・生産性等向上工事表彰 ４件

［詳細は、別紙「令和２年度 事務所長表彰一覧」のとおり］

例年であれば、受賞される皆様にお集まり頂き、表彰式を行っておりましたが、新型コロナ
ウイルス感染防止の観点から、皆様方の健康や安全にもかんがみて、個別に表彰状等をお
渡し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。

記者発表クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、茨城県政記者会、千葉県政記者会

国土交通省 関東地方整備局 常総国道事務所
住所：茨城県土浦市川口1-1-26 ｱｰﾊﾞﾝｽｸｴｱ土浦ﾋﾞﾙ4階

電話：029-826-2040（代表）

副所長 高橋 晃浩（たかはし あきひろ） 内線205
事業対策官 伊藤 善裕（いとう よしひろ） 内線208

問合わせ先

記者発表資料

令和３年７月１５日（木）
国土交通省関東地方整備局
常 総 国 道 事 務 所
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【別紙】 

令和２年度 事務所長表彰一覧 

優良工事等表彰                                  ． 

＜優良工事＞ 

工 事 名 会 社 名 

Ｒ１とうかんどうやまだがわばしかぶその２こうじ 

 Ｒ１東関道山田川橋下部その２工事 
きむらこうぎょうかぶしきがいしゃ 

 キムラ工業株式会社 

 Ｒ１けんおうどうたてのちくこうかきょうかぶその２こうじ 

 Ｒ１圏央道館野地区高架橋下部その２工事 
だいおうしんようかぶしきがいしゃ とうきょうしてん 

 大旺新洋株式会社 東京支店 

 Ｒ１とうかんどうやまだがわばしかぶその１こうじ 

 Ｒ１東関道山田川橋下部その１工事 
かぶしきがいしゃゆーでぃけー 

 株式会社ユーディケー 

 Ｒ１こくどう６ごううしくつちうらＢＰねこやがわばしだい３きょうじょうぶこうじ 

 Ｒ１国道６号牛久土浦ＢＰ根古屋川橋第３橋上部工事 
かぶしきがいしゃよこかわＮＳえんじにありんぐ 

 株式会社横河ＮＳエンジニアリング 

Ｒ１こくどう６ごううしくつちうらＢＰうしくちくかいりょうその１こうじ 

 Ｒ１国道６号牛久土浦ＢＰ牛久地区改良その１工事 
かぶしきがいしゃあらいぐみ とうきょうしてん 

 株式会社新井組 東京支店 

＜優秀工事技術者＞ 

工 事 名 会 社 名 優秀工事技術者 

Ｒ１とうかんどうやまだがわばしかぶその２こうじ

Ｒ１東関道山田川橋下部その２工事 
きむらこうぎょうかぶしきがいしゃ 

キムラ工業株式会社 
ふせ まさとし 

現場代理人 布施 昌俊 

Ｒ１けんおうどうたてのちくこうかきょうかぶその２こうじ

Ｒ１圏央道館野地区高架橋下部その２工事 
だいおうしんようかぶしきがいしゃとうきょうしてん

大旺新洋株式会社 東京支店 
しらかわ ふとし 

監理技術者 白川 太 

＜優良下請企業及び優秀下請技術者＞ 

工 事 名 会 社 名 優秀工事技術者 

Ｈ３０とうかんどうなみきちくかんきょこうじ

Ｈ３０東関道次木地区函渠工事 
かぶしきがいしゃたかちょうけんせつ

株式会社高長建設 
ささき  しろう 

主任技術者 佐々木 司郎

＜優良業務＞ 

業 務 名 会 社 名 

とうかんどうみとせんちしつちょうさぎょうむ２Ｃ９ 

東関道水戸線地質調査業務２Ｃ９ 
かぶしきがいしゃちゅうおうじばんこんさるたんつ 

株式会社中央地盤コンサルタンツ 

＜優秀技術者＞ 

業 務 名 会 社 名 優秀技術者 

とうかんどうみとせんちしつちょうさぎょうむ２Ｃ９ 

東関道水戸線地質調査業務２Ｃ９ 
かぶしきがいしゃちゅうおうじばんこんさるたんつ 

株式会社中央地盤コンサルタンツ 
いわの ひろゆき 

管理技術者  岩野 宏幸 
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建設産業担い手確保・育成貢献工事表彰                        ．

工 事 名 会 社 名 

Ｒ１とうかんどうまえかわちくほかかいりょうこうじ 

Ｒ１東関道前川地区外改良工事 
にっとうえんじにありんぐかぶしきがいしゃ 

日東エンジニアリング株式会社 

Ｒ２けんおうどうつくばちくかいりょうこうじ 

Ｒ２圏央道つくば地区改良工事 
 だいしょうけんせつかぶしきがいしゃ 

大昭建設株式会社 

新技術活用・生産性等向上工事表彰  

工 事 名 会 社 名 

Ｒ１けんおうどうこうざきしもうさちくかいりょうこうじ 

Ｒ１圏央道神崎下総地区改良工事 
 かぶしきがいしゃあびるこうむてん 

株式会社畔蒜工務店 

Ｒ１とうかんどういたこちくかいりょうこうじ 

 Ｒ１東関道潮来地区改良工事
 まつざきけんせつかぶしきがいしゃ 

松崎建設株式会社

Ｈ３０とうかんどうしろくちくかいりょうこうじ 

 Ｈ３０東関道四鹿地区改良工事
 かぶしきがいしゃはさきけんせつ 

株式会社波崎建設

Ｒ１けんおうどうつくばなりたちくかんきょうせいびこうじ 

 Ｒ１圏央道つくば成田地区環境整備工事
 おおさかけんこうかぶしきがいしゃ 

大坂建鋼株式会社
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【参考】局長表彰 令和３年７月１５日に関東地方整備局長から優良工事等として表彰された工事等

＜優良工事＞ 

工 事 名 会 社 名 

Ｈ３０とうかんどうなみきちくかんきょこうじ 

Ｈ３０東関道次木地区函渠工事 
にっとうえんじにありんぐかぶしきがいしゃ 

日東エンジニアリング株式会社 

＜優秀工事技術者＞ 

工 事 名 会 社 名 優秀工事技術者 

 Ｈ３０とうかんどうなみきちくかんきょこうじ 

Ｈ３０東関道次木地区函渠工事 
にっとうえんじにありんぐかぶしきがいしゃ 

日東エンジニアリング株式会社 
 ただ よういちろう 

現場代理人 多田 洋一郎 

＜優良業務＞ 

業 務 名 会 社 名 

じょうそうこくどうこうじかんとくしえんぎょうむ３１Ｊ１ 

常総国道工事監督支援業務３１Ｊ１ 
 さんわえんじにありんぐかぶしきがいしゃ 

三和エンジニアリング株式会社 

うしくつちうらＢＰこうぞうぶつしょうさいせっけいほかぎょうむ３１Ｋ１４ 

牛久土浦ＢＰ構造物詳細設計他業務３１Ｋ１４ 
かぶしきがいしゃおりえんたるこんさるたんつ いばらきじむしょ 

株式会社オリエンタルコンサルタンツ 茨城事務所 

とうかんどうみとせんそくりょうぎょうむ３１Ｃ１４ 

東関道水戸線測量業務３１Ｃ１４
かぶしきがいしゃさんきこんさるたんと 

株式会社三喜コンサルタント

＜優秀技術者＞ 

業 務 名 会 社 名 優秀技術者 

じょうそうこくどうこうじかんとくしえんぎょうむ３１Ｊ１ 

常総国道工事監督支援業務３１Ｊ１ 
さんわえんじにありんぐかぶしきがいしゃ 

三和エンジニアリング株式会社 
すがはら ひでと 

管理技術者 菅原 秀人 

うしくつちうらＢＰこうぞうぶつしょうさいせっけいほかぎょうむ３１Ｋ１４

牛久土浦ＢＰ構造物詳細設計他業務３１Ｋ１４ 

かぶしきがいしゃおりえんたるこんさるたんつ 

いばらきじむしょ 

株式会社オリエンタルコンサルタンツ 

茨城事務所

わたなべ ただし 

管理技術者 渡邊 正 

とうかんどうみとせんそくりょうぎょうむ３１Ｃ１４ 

東関道水戸線測量業務３１Ｃ１４
かぶしきがいしゃさんきこんさるたんと 

株式会社三喜コンサルタント 
おおはし かずや 

管理技術者 大橋 一也
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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、常総国道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、常総国道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、もって円滑な事業の推進に資す

ることを目的とした制度です。 

 （優良下請企業及び優秀下請技術者表彰） 

優良工事（局長・事務所長表彰）の対象のうち、品質確保・向上に特に貢献した下請企業および技

術者を表彰する制度です。 

（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、常総国道事務所管内の建設監督官及び関係各課から推薦された工事及び業務

の中から、常総国道事務所工事等成績評定評価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 技術審査は工事の難易度、創意工夫、安全対策への取り組み等を重点に選定。 

（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 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 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。 

② 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。 

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．表彰 

表彰の対象者には、常総国道事務所長から表彰状が贈られます。 

５．その他 

優良工事表彰、優秀工事技術者表彰を受賞された場合は、総合評価落札方式において企業の技術力及

び配置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。 
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令和２年度 常総国道事務所 

建設業担い手確保・育成貢献工事表彰について 

１．目的 

常総国道事務所管内の工事に関し、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、建設業の担い手の確保及び育成に関する取組などが優れた工事を選定し、これを

表彰することにより、建設業の担い手の確保及び育成に関する取組をより一層推進することを目的

とした制度です。 

２．選定方法 

表彰の対象となる建設業担い手の確保・育成貢献工事の選定は、表彰対象年度に完成し、施工が

優秀であって建設業の担い手の確保及び育成に関する取組などが優れた工事の中から、常総国道事

務所工事等成績評定評価委員会において審査を行い、選定するものとします。 

３．選定方針 

１）当該工事の成績が優秀なもの、又はその功績が顕著なもの。           

２）当該工事において、受注者から担い手の確保及び育成に関する取組として実施報告のあった取

組が総合的に優れたもの。 

【取組例】 

・建設業界への入職のきっかけづくりとなる取組 

・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組 

・建設現場の生産性の向上、労働環境を改善する取組 

・若手・女性技術者の確保・育成のための取組 

４．表彰 

表彰の対象者には、常総国道事務所長から表彰状が贈られます。 

５．その他 

建設業担い手の確保・育成貢献工事表彰の受賞者は、常総国道事務所が総合評価落札方式で発注

する工事において、技術力評価が優位になります。 
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令和２年度 常総国道事務所 

新技術活用・生産性等向上工事表彰について 

１．目的 

常総国道事務所発注の工事に関し、新技術や３次元データ等の活用により生産性、品質、安全性

等の向上を図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、建設生産システム全体の

生産性向上等への取組の裾野を拡大し、より一層増進させることを目的とした制度です。 

２．選定方法 

表彰の対象となる新技術活用・生産性等向上工事の選定は、表彰対象年度に完成し、施工が優秀

であって新技術活用・生産性等向上への取組などが優れた工事の中から、常総国道事務所工事等成

績評定評価委員会において審査を行い、選定するものとします。 

３．選定方針 

１）当該工事の成績が優秀なもの、又はその功績が顕著なもの。 

２）新技術や３次元データ等の活用により生産性、品質、安全性等の向上を図る取組として実施

報告のあった取組が総合的に優れたもの。 

４．表彰 

表彰の対象者には、常総国道事務所長から表彰状が贈られます。 

５．その他 

新技術活用・生産性等向上工事表彰の受賞者は、常総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、企業の技術力における評価が優位になります。 
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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

常総国道事務所

　本工事は、茨城県行方市北高岡地区に計画される東関東自動車道水戸線(潮来～
鉾田）における本線橋（仮称）山田川橋の下部工の構築並びに本線の地盤改良（深層
混合処理）を行うものである。

　当該工事は、東関東自動車道水戸線(潮来～鉾田）の下部工及び本線地盤改良工
（深層混合処理）を施工するものである。県道と河川に挟まれた現場条件であったが、
綿密な施工ヤードの調整のもと安全管理、工程管理を確実に行い、遅滞なく工事を完
成させたほか高品質な構造物の構築を行ったことから、本工事を表彰するものである。

　当該技術者の適切な安全管理・工程管理及び品質管理により、無事故、無遅延で工
事を竣工させた。また、現場においては、AEDの設置をいち早く導入し、東関道関係工
事での設置状況を取り纏め関係公共団体に情報提供するなど、公共事業のイメージ
アップにも貢献したことから、当該技術者を表彰するものである。

Ｒ１とうかんどうやまだがわばしかぶその２こうじ

Ｒ１東関道山田川橋下部その２工事

令和1年11月5日 令和3年3月31日

職種 現場代理人
布施　昌俊

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

きむらこうぎょうかぶしきがいしゃ

キムラ工業株式会社

　ふせ　　まさとし

橋台施工状況 完成

【参考資料】
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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

常総国道事務所

　本工事は、首都圏中央連絡自動車道の４車線化事業において、茨城県つくば市館野
地先に整備する館野高架橋の橋梁下部を施工する工事である。施工する橋梁下部は
橋脚（作業土工、既成杭工、躯体工一式）の４基であり、現場においては、仮桟橋を含
む工事用道路の整備も実施した。

　本工事の箇所は、軟弱地盤であることから下部工の施工前に現地の状況を的確に把
握し、必要となる工事用道路、作業ヤードを整備したうえで下部工の施工を行ったもの
である。工事全般を通じ品質・出来形、安全に対し十分な管理を行い良質な品質と出
来形を確保するとともに、週休２日制を取り入れつつ的確な工程管理により工程に遅
れを生じさせることなく、無事故で工事を完成させた。また、周辺地域との丁寧な調整
や清掃活動の実施等の地域貢献にも取り組むことによって円滑な施工がなされた。

　当該技術者は、地元地域との丁寧な調整のほか、当該工区の複数の他工事との工
程調整にも積極的に取り組み、各工事の工程に影響を与える要因等を的確に把握し、
他工事も含めた円滑な施工に尽力し、その結果、工期の遅滞等を生じさせることなく工
事を完成させた。その優れた管理能力は高く評価されるものである。

Ｒ１けんおうどうたてのちくこうかきょうかぶその２こうじ

Ｒ１圏央道館野地区高架橋下部その２工事

令和2年1月10日 令和3年3月31日

しらかわ　ふとし

職種 監理技術者
白川　太

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

だいおうしんようかぶしきがいしゃ　とうきょうしてん

大旺新洋株式会社　東京支店

橋脚施工状況 完成

９／２０



ふりがな

会社名

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】

完成又は施工状況写真

常総国道事務所

　本工事は、東関東自動車道水戸線の茨城県行方市北高岡地先に整備する山田川橋
の橋梁下部およびストックヤード整備等の道路改良を施工するものである。橋梁下部
は、橋台工（Ａ１；既成杭φ1000・17ｍ×28本、鉄筋約151ｔ、コンクリート約1,000ｍ3）１
基である。

　本工事の施工においては、隣接する工区の他工事等との調整による工程管理が必
要であったが、適切な工程管理を実施することにより、週休２日（４週８休）を達成しつ
つ無事故で工事を完成させた。なお、コンクリート構造物の品質向上のための工夫は
顕著であり、成果品は良好な出来形、品質、出来ばえであった。

優良工事　事務所長表彰の概要及び表彰理由

かぶしきがいしゃゆーでぃけー

株式会社ユーディケー

Ｒ１とうかんどうやまだがわばしかぶその１こうじ

Ｒ１東関道山田川橋下部その１工事

令和1年10月2日 令和3年3月31日

橋台施工状況 完成

１０／２０



ふりがな

会社名

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】

完成又は施工状況写真

常総国道事務所

　本工事は、国道６号牛久土浦バイパスの茨城県牛久市城中地先に整備する根古屋
川橋（L=518.3ｍ）のうち、終点側の３径間連続鈑桁橋（L=126.6ｍ）の鋼橋上部の工場
製作工および架設工、床版工、付属物工等を行うものである。

　本工事の施工においては、隣接する工区の他工事との調整による工程管理が必要
であったが、適切な工程管理を実施することにより、週休２日（４週８休）を達成するとと
もに当初契約工期を変更すること無く無事故で工事を完成させた。なお、成果品は良
好な出来形、品質、優れた出来ばえであった。

優良工事　事務所長表彰の概要及び表彰理由

かぶしきがいしゃよこかわＮＳえんじにありんぐ

株式会社横河ＮＳエンジニアリング

Ｒ１こくどう６ごううしくつちうらＢＰねこやがわばしだい３きょうじょうぶこうじ

Ｒ１国道６号牛久土浦ＢＰ根古屋川橋第３橋上部工事

令和1年9月21日 令和3年2月26日

橋梁施工状況
完成

１１／２０



ふりがな

会社名

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】

完成又は施工状況写真

常総国道事務所

　本工事は、国道６号牛久土浦バイパスの茨城県牛久市遠山地先から城中地先にお
ける道路改良工事である。施工内容は、固結工を含む地盤改良工、軽量盛土工のほ
か、掘削および法面整形による道路土工等を実施した。

　本工事の道路土工においては、約９，０００ｍ3の掘削工が含まれるが、ＩＣＴを活用し
た施工を実施し、当該の工種全般を通じて出来形・品質に対する適切な施工管理によ
り、良好な出来形と品質を確保した。また、週休２日制を取り入れつつ的確な工程管理
により工程に遅れを生じさせることなく、無事故で工事を完成させた。
　そのほか、若手技術者を登用することによる担い手の確保、周辺地域との丁寧な調
整に取り組むことによる円滑な施工に尽力した。

優良工事　事務所長表彰の概要及び表彰理由

かぶしきがいしゃあらいぐみ　とうきょうしてん

株式会社新井組　東京支店

Ｒ１こくどう６ごううしくつちうらＢＰうしくちくかいりょうその１こうじ

Ｒ１国道６号牛久土浦ＢＰ牛久地区改良その１工事

令和2年4月13日 令和3年3月31日

軽量盛土施工状況 ＩＣＴ施工箇所完成

１２／２０



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

下請工事概要

優良下請
表彰理由
【工事】

完成又は施工状況写真

　当該工事の場所打ち函渠工のうち、型枠・足場・支保工組立解体及びコンクリート打
設工事を施工した。

　当該工種に即した技能を有する作業員の配置及び指導を的確に行い、良好な出来
形、出来映え、品質を確保した。また、日々の安全活動に積極的に取組み、率先して現
場内の整理整頓や新型コロナ対策等にも努め、無事故・無災害で完成することができ
た。

Ｈ３０とうかんどうなみきちくかんきょこうじ

Ｈ３０東関道次木地区函渠工事

平成31年3月26日 令和3年3月25日

常総国道事務所

（元請業者名　；　日東エンジニアリング（株））
　本工事は、茨城県行方市次木地区に計画される東関東自動車道水戸線における（仮
称）北浦ＩＣのランプ部の函渠（一層二連）の構築並びに本線の地盤改良（深層混合処
理）を行うものである。

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

かぶしきがいしゃたかちょうけんせつ

株式会社高長建設

ささき　しろう

職種 主任技術者
佐々木　司郎

完成函渠施工状況

１３／２０



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、業務の目的及び内容を十分理解し、調査職員と綿密な
連携を図り、事故やトラブルもなく業務が進められた。
  特に、調査対象個所は、部分的に小規模な浸食谷と沖積低地が入り組んだ複雑な地
域であることから調査、試験結果の評価においても過去の航空写真や地元ヒアリング
を実施する等、総合的な判断のもと地盤の分析・評価を行った。
　また、調査職員とは、地質調査を実施する現地とをリモートでつなぎ、調査職員が遠
隔で検尺を実施する「遠隔臨場」を試行的に実施する等、効率的に業務を遂行した。
  さらに、今後の設計・施工上の留意点や課題を的確にとりまとめる等、豊富な知識と
十分な技術力により優れた品質の成果をとりまとめた。

とうかんどうみとせんちしつちょうさぎょうむ２Ｃ９

東関道水戸線地質調査業務２Ｃ９

令和2年11月5日 令和3年3月31日

常総国道事務所

　本業務は、常総国道事務所管内の東関東自動車道水戸線（潮来～鉾田）における、
盛土、補強土壁、調整池等の設計に用いる土質定数を取得するため、土質調査及各
種試験を行う地質調査業務である。

いわの　ひろゆき

職種 管理技術者
岩野　宏幸

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

かぶしきがいしゃちゅうおうじばんこんさるたんつ

株式会社中央地盤コンサルタンツ

１４／２０



ふりがな

会社名

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】

完成又は施工状況写真

常総国道事務所

　本工事は、東関東自動車道水戸線の茨城県潮来市延方地先から前川地先におい
て、地盤改良、ボックスカルバート及び調整池整備等を施工するものである。施工内容
は、固結工を含む地盤改良工、場所打ち函渠工のほか、掘削及び堤体盛土、ブロック
積み等の調整池工一式を実施した。

　本工事においては、工事全般を通じて出来形・品質に対する適切な施工管理により、
良好な出来形と品質を確保した。また、週休２日制を取り入れつつ的確な工程管理に
より工程に遅れを生じさせることなく、無事故で工事を完成させた。
　そのほか、現場でのインターンシップ受け入れによる担い手の確保・育成貢献、新型
コロナウィルス感染防止のため地元小学校での消毒ボランティアへの参加等の周辺地
域への貢献にも取り組んだ。

建設産業担い手確保・育成貢献工事　事務所長表彰の概要及び表彰理由

にっとうえんじにありんぐかぶしきがいしゃ

日東エンジニアリング株式会社

Ｒ１とうかんどうまえかわちくほかかいりょうこうじ

Ｒ１東関道前川地区外改良工事

令和1年7月24日 令和3年3月31日

育成貢献（インターンシップ） 完成

１５／２０



ふりがな

会社名

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】

完成又は施工状況写真

常総国道事務所

　本工事は、首都圏中央連絡自動車道の４車線化事業において、茨城県つくば市西大
沼地から中内地先において、地盤改良、ボックスカルバートの整備等を施工するもので
ある。施工内容は、中層混合処理を含む地盤改良工、場所打ち函渠工等を実施した。

　本工事においては、工事全般を通じて出来形・品質に対する適切な施工管理により、
良好な出来形と品質を確保し、適切な工程管理により工程に遅れを生じさせることな
く、無事故で工事を完成させた。
　そのほか、若手技術者を配置して各種新技術の活用を実践することにより、建設産
業の担い手の確保・育成貢献に取り組んだ。

建設産業担い手確保・育成貢献工事　事務所長表彰の概要及び表彰理由

だいしょうけんせつかぶしきがいしゃ

大昭建設株式会社

Ｒ２けんおうどうつくばちくかいりょうこうじ

Ｒ２圏央道つくば地区改良工事

令和2年7月3日 令和3年3月31日

若手技術者の活用 完成

１６／２０



ふりがな

会社名

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】

完成又は施工状況写真

常総国道事務所

　本工事は、首都圏中央連絡自動車道の４車線化事業において、千葉県成田市名木
地先に仮橋を含む工事用道路の整備等を行うものである。施工内容は、掘削及び盛土
等の道路土工のほか、仮橋・仮桟橋工や防護施設工等の仮設工を実施した。

　本工事においては、多岐にわたる仮設工の実施が求められたが、工事全般を通じて
適切な施工管理と工程管理の工夫に取り組み生産性の向上を図り、現場停滞を回避
しつつ週休２日（４週８休）を達成し、無事故で工事を完成させた。

新技術活用・生産性等向上工事　事務所長表彰の概要及び表彰理由

かぶしきがいしゃあびるこうむてん

株式会社畔蒜工務店

Ｒ１けんおうどうこうざきしもうさちくかいりょうこうじ

Ｒ１圏央道神崎下総地区改良工事

令和2年3月24日 令和3年3月31日

完成工事用道路（仮桟橋）施工状況

１７／２０



ふりがな

会社名

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】

完成又は施工状況写真

常総国道事務所

　本工事は、東関東自動車道水戸線の茨城県潮来市延方地先から行方市石神地先に
おいて、東関道本線部の地盤改良、盛土のほか、工事用道路の整備等を行うものであ
る。施工内容は、サンドマット工、路体盛土工、工事用道路工を含む仮設工等である。

　本工事において約56,000m3の路体盛土を施工するにあたって、ＩＣＴ活用による施工
の効率化に取り組み、生産性の向上と品質の確保を図り、工程に遅れを生じさせること
なく週休２日（４週８休）を達成し、無事故で工事を完成させた。

新技術活用・生産性等向上工事　事務所長表彰の概要及び表彰理由

まつざきけんせつかぶしきがいしゃ

松崎建設株式会社

Ｒ１とうかんどういたこちくかいりょうこうじ

Ｒ１東関道潮来地区改良工事

令和2年4月1日 令和3年3月31日

路体盛土施工状況（転圧作業） 施工状況（ＩＣＴ活用による転圧）

１８／２０



ふりがな

会社名

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】

完成又は施工状況写真

常総国道事務所

　本工事は、東関東自動車道水戸線の茨城県行方市四鹿地先において、調整池の整
備等を行うものである。施工内容は、固結工による地盤改良、路体盛土工、ブロック積
みのほか、集水枡等の整備等である。

　本工事においては、工事全般を通じて適切な施工管理と品質管理を実施し、さらに現
場環境の改善のための創意工夫に取り組み、生産性の向上を図りつつ工事を完成さ
せた。

新技術活用・生産性等向上工事　事務所長表彰の概要及び表彰理由

はさきけんせつかぶしきがいしゃ

波崎建設株式会社

Ｈ３０とうかんどうしろくちくかいりょうこうじ

Ｈ３０東関道四鹿地区改良工事

平成30年3月26日 令和2年6月30日

現場環境改善（創意工夫） 完成（調整池）

１９／２０



ふりがな

会社名

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】

完成又は施工状況写真

常総国道事務所

　本工事は、首都圏中央連絡自動車道の４車線化事業において、茨城県つくば市地先
および千葉県神崎町から成田市地先の事業用地内の維持管理を行うものである。施
工内容は、応急処理工のほか、除草工、パイプライン整備、その他仮設工等の多種の
工種を実施した。

　本工事においては、広範囲にわたる現場の維持管理と迅速性な対応処置が必要で
あったが、全工事期間を通じて適切な施工体制の構築と確実な安全管理のもとで工事
が実施された。オンライン会議やドローンの活用、ＶＲ技術による安全教育など生産性
の向上にも取り組みつつ無事故で工事を完了させた。

新技術活用・生産性等向上工事　事務所長表彰の概要及び表彰理由

おおさかけんこうかぶしきがいしゃ

大坂建綱株式会社

Ｈ３０とうかんどうしろくちくかいりょうこうじ

Ｒ１圏央道つくば成田地区環境整備工事

令和2年4月1日 令和3年3月31日

オンライン会議 ドローン活用

２０／２０


