
　　　　令和３年７月１５日（木）

国土交通省関東地方整備局

富士川砂防事務所　　

１．表彰日：令和３年７月１５日（木）

２．表彰件数等

　　（１）優良工事関係（対象工事件数３２件）

　　　　・優良工事 ３件

　　　　・優秀工事技術者 ２名

　　　　・難工事功労　　　 　　　　　　　　　　 １件

　　　　・建設産業担い手確保・育成貢献　　 ２件

　　　　・新技術活用・生産性等向上 ４件

　　（２）優良業務関係（対象業務件数３３件）

　　　　・優秀業務 ３件

　　　　・優秀技術者 ２名

　　（３）その他

　　　　・砂防工事“ナマ”現場写真コンテスト ２件

国土交通省関東地方整備局

富士川砂防事務所

住所：山梨県甲府市富士見２－１２－１６
電話：０５５－２５２－７１０８（代）

飯原
いいはら

　征 
まさとし

（内線２０４）

建　設　専　門　官 佐藤
さとう

　和利
かずとし

（内線５４１）

問い合わせ先

地域広報官（副所長）

記　者　発　表　資　料

令和２年度　優良工事等に係る事務所長表彰について

　国土交通省富士川砂防事務所では、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

発　表　記　者　ク　ラ　ブ

竹芝記者クラブ・神奈川建設記者会・山梨県政記者クラブ・長野県庁会見場

本来、表彰式を行い、受賞者の方々に直接表彰状等をお渡しするべきところですが、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鑑みて、表彰

式は行わず、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。



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、富士川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、富士川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、富士川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、富士川砂防事務所発注の工事のうち、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･育成貢献工事表彰）
建設産業担い手確保･育成貢献工事表彰は、富士川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なるとともに、建設業の担い手の確保及び育成に関
する取組み等が優れた工事を表彰することにより、取組みを一層推進することを目的と
した制度です。

（新技術活用・生産性等向上工事表彰）
富士川砂防事務所管内の工事に関し、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、より一層推進すること
を目的とした制度です。

（砂防工事“ナマ”現場写真コンテスト表彰）
日頃見ることの出来ない工事現場の写真を「工事現場の瞬間『記録と記憶』の１枚」

として工事現場より募集し、優秀な作品を表彰します。
また、それらの作品を広報に活用することで工事への理解や興味を持っていただくこ

とを目的としています。

２．選定方法
優良工事等の選定は、令和２年度内に完成した工事３２件と完了した業務３３件を対

象に、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。



（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）
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 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みとして実施
報告のあった取組みが総合的に優れたもの。

（新技術活用・生産性等向上）
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 当該工事における「創意工夫」の工夫事項【新技術活用】の加点が２点以上であ
ること。

③ 当該工事における「創意工夫」の工夫事項【施工】の情報化施工技術を活用した
工事の加点があること。

（砂防工事“ナマ”現場写真コンテスト）
① 河川・ダム・砂防工事は、普段生活の場から離れた場所での工事が多く、特に砂
防工事の場合は山間地での施工が多い。このため、現場の状況を地域の方々等へ幅
広くＰＲするための取り組みとして「砂防工事“ナマ”現場写真コンテスト」に応
募され、その作品が優秀なもの。

② 工事関係者が撮影した施工中にしか見られない風景や仮設物などを対象とする。

４．表彰される件数、人数（別添資料参照）
（１）優良工事 ３件
（２）優秀工事技術者 ２名
（３）難工事功労 １件
（４）建設産業担い手確保･育成貢献 ２件
（５）優良業務 ３件
（６）優秀技術者 ３名
（７）新技術活用・生産性等向上 ４件
（８）砂防工事“ナマ”現場写真コンテスト ２件

５．その他
優良工事、難工事功労の表彰を受賞した場合は、総合評価方式等において企業等の

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、新技術活用・生産性等向上工事表彰で受賞さ

れた場合は、富士川砂防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。
また、優良業務、優秀技術者の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。



別添資料

【事務所長表彰】
優良工事及び優秀工事技術者
№ 工　　事　　名 業　　者　　名 技術者名

1 Ｒ１大武川床固群改築工事
おおむかわとこがためぐんかいちくこうじ

齋藤建設
さいとうけんせつ

　株式
かぶしき

会社
かいしゃ

利根川　悠司
と　ね　がわ　　　ゆうじ

2 Ｒ１洞ヶ沢第二砂防堰堤改築工事
どうがさわだいにさぼうえんていかいちくこうじ

株式
かぶしき

会社
かいしゃ

　早野組
はやのぐみ

川端　裕弥
かわばた　ゆうや

3 Ｒ１大武川・尾白川流域砂防施設工事
おおむかわ・おじらかわりゅういきさぼうしせつこうじ

道村建設
みちむらけんせつ

　株式
かぶしき

会社
かいしゃ

優良業務及び優秀技術者
№ 業　　務　　名 業　　者　　名 技術者名

1 Ｒ１早川下流部航空レーザ測量業務
はやかわかりゅうぶ　　こうくう　　　　　　　　そくりょうぎょうむ

アジア航測株式会社　山梨営業所
こうそくかぶしきがいしゃ　やまなしえいぎょうしょ

御園　隆
みその　たかし

2 Ｒ１釜無川流域砂防施設地質調査業務
かまなしがわりゅういきさぼうしせつちしつちょうさぎょうむ

株式会社　建設技術研究所　東京本社
かぶしきがいしゃ　けんせつぎじゅつけんきゅうしょ　とうきょうほんしゃ

原　大輔
はら　だいすけ

3 Ｒ１富士川砂防整備計画検討業務
ふじかわさぼうせいびけいかくけんとうぎょうむ

一般財団法人　砂防・地すべり技術
いっぱんざいだんほうじん　　さぼう　・　じ　　　　　　　　ぎじゅつ

センター 垣本　毅
かきもと　つよし

【難工事功労】
№ 工　　事　　名 業　　者　　名

1 Ｈ３０小武川護岸工事
こむかわごがんこうじ

株式
かぶしき

会社
かいしゃ

　新光土木
しんこうどぼく

【建設産業担い手確保･育成貢献工事】
№ 工　　事　　名 業　　者　　名

1 Ｈ３０中島砂防堰堤改築工事
なかじまさぼうえんていかいちくこうじ

松本土建
まつもとどけん

　株式
かぶしき

会社
かいしゃ

2 Ｈ３１小武川崩壊地対策工事
こむかわほうかいちたいさくこうじ

湯澤
ゆ ざ わ

工業
こうぎょう

　株式会社
かぶしきがいしゃ

【新技術活用・生産性等向上】
№ 工　　事　　名 業　　者　　名

1 Ｒ１小武川上流護岸工事
こむかわじょうりゅうごがんこうじ

湯澤
ゆ ざ わ

工業
こうぎょう

　株式会社
かぶしきがいしゃ

2 Ｒ１朴の木上流砂防堰堤災害復旧工事
ほおのきじょうりゅうさぼうえんていさいがいふっきゅうこうじ

湯澤
ゆ ざ わ

工業
こうぎょう

　株式会社
かぶしきがいしゃ

3 Ｒ１石空川第三砂防堰堤改築他工事
　　　　　いしうとろだいさんさぼうえんていかいちくほかこうじ

大新
だいしん

工業
こうぎょう

株式会社
かぶしきがいしゃ

4 Ｒ２春木川崩壊地対策工事
　　　　はる　き　がわほうかいちたいさく　こうじ

ライト工業
こうぎょう

　株式会社
かぶしきがいしゃ

　関東
かん と う

防災
ぼう さ い

統括
とうか つ

支店
し て ん

【砂防工事“ナマ”現場写真コンテスト表彰】
№ 工　　事　　名 業　　者　　名 撮影者名

1 Ｈ３０中島砂防堰堤改築工事
　　　　　　なかじま　さぼう　えんていかいちく　こうじ

松本土建
まつもとどけん

　株式
かぶしき

会社
かいしゃ

輪湖　栄二
わ　　こ　　　えいじ

2 Ｒ２春木川崩壊地対策工事
　　　　はる　きがわほうかい　ち　たいさく　こうじ

ライト工業
こうぎょう

　株式会社
かぶしきがいしゃ

　関東
かん と う

防災
ぼう さ い

統括
とうか つ

支店
し て ん

長田　龍太郎
おさだ　　　りゅうたろう

【参考：局長表彰】
優良工事及び優秀工事技術者
№ 工　　事　　名 業　　者　　名 技術者名

1 Ｒ１白河内工事用道路他工事
　　　　しろ　こ　うち　こ　う　じよう　どうろ　ほかこ　うじ

湯澤
ゆ ざ わ

工業
こうぎょう

　株式会社
かぶしきがいしゃ

井上
いのうえ

 圭太
けいた

令和２年度　優良工事等表彰一覧


