
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：６６件）　 【別表－１】

優良工事 ９件

優秀工事技術者 １名

優良下請企業及び優秀下請技術者 ５社及び５名

（２）難工事功労表彰　　 ３１件 【別表－２】

（３）優良業務及び優秀技術者（対象業務件数：５６件）　 ４件及び４名 【別表－３】

（４）建設産業担い手の確保・育成貢献工事表彰 ２件 【別表－４】

電話　０４３－２８７－０３１１（代表）

工事品質管理官　　阿部　勇一　　品質確保課長　　竹田　英之

　国土交通省千葉国道事務所は、令和２年度に完成した工事及び完了した業務の中

で、優れた成績を収めた工事、業務、技術者等について、下記の通り表彰を行います

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、千葉県政記者会、千葉市政記者会

問い合わせ先

国土交通省　関東地方整備局　千葉国道事務所

令和３年７月１６日（金）
国土交通省　関東地方整備局

千葉国道事務所

記　者　発　表　資　料

令和２年度 千葉国道事務所優良工事等の表彰について
～技術の向上と建設業の担い手確保・育成を目指して～

あべ ゆういち たけだ ひでゆき

千葉国道事務所ホームページ https://www.ktr.mlit.go.jp/chiba/

twitter情報 https://twitter.com/mlit_chibakoku
ホームページ twitter

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、表彰状の発送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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①

②

①

②

３．選定方針

（優良工事）

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。

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）

（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。

（建設産業担い手の確保・育成貢献工事表彰）
　 千葉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規範とするに足りる
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、建設産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。（平成３０年度より実施）

２．選定方法                                                                          

　優良工事等の選定は、千葉国道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、「千葉国道事務所優良工事・業務等推薦委員会」において審査を行い選
定しています。

令和２年度 優良工事等の事務所長表彰について

１．目的

（優良工事表彰）
　 優良工事表彰は、関東地方整備局発注で千葉国道事務所が所掌した工事又は千葉国道
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、関東地方整備局発注で千葉国道事務所が所掌した工事又は千
葉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）
　 優良下請企業及び優秀下請技術者は、優良工事を担当した下請企業及び当該下請企業
の担当技術者の中から表彰を行うことにより、下請企業の技術の向上及び円滑な事業の推
進を図り、もって建設業の健全な発展に資することを目的とした制度です。

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。
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。
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①

①

①

②

③

④

①

②

優良工事　　 ９件

優秀工事技術者　　　 １名

優良下請企業及び優秀下請技術者 ５社及び５名

難工事功労表彰 ３１件

優良業務及び優秀技術者 　　 ４件及び４名

建設産業担い手の確保・育成貢献工事表彰 ２件

（優良下請企業及び優秀下請技術者）

元請が優良工事表彰を受けた工事の中で、下請として担当した当該工事の品質・出来ば

え等が優秀なもの、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。

（難工事功労表彰）

「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。

（優良業務及び優秀技術者）

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。
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。

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。

（建設産業担い手の確保・育成貢献工事表彰）

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。

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。

４．表彰件数、人数

BIM/CIM活用により品質が優れているもの。

事務所長表彰

５．表彰工事・業務の名称、業者の名称及び技術者の氏名

【別表－１】～【別表－４】参照

　優良工事、優秀工事技術者、優良下請企業及び優秀下請技術者、難工事功労表彰の工事
で表彰された場合、工事の総合評価落札方式等において技術力評価が優位になります。

６．その他

　優良業務表彰及び優秀技術者表彰を受賞した場合、業務の総合評価落札方式等において
企業及び担当技術者の技術力評価が優位になります。

　建設産業担い手の確保・育成貢献工事表彰を受賞した場合、千葉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企業の技術力評価が優位になります。

　千葉国道事務所で発注し、特に優れた成績を収めた工事等については、関東地方整備局
優良工事等局長表彰として、令和３年７月１５日（木）に受賞者が公表されました。【参考資
料】(P7/7)をご参照下さい。
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（優良工事及び優秀工事技術者）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

技術者区分 氏名

たかやま　まさき

けいせいけんせつ かぶしきがいしゃ

Ｒ１圏央道多古地区改良その１０工事

Ｒ１こくどう１６ごうちぐさかいがんほそうしゅうぜんその２こうじ ゆうげんがいしゃ こんすとらくしょんさとうこうぎょう よしざき　ようすけ

Ｒ１こくどう５１ごうやまのさくちくほかかいりょうほかその３こうじ おのだけみこ かぶしきがいしゃ　とうきょうしてん いちかわ　たかひで

Ｒ１国道５１号山之作地区外改良他その３工事 小野田ケミコ 株式会社　東京支店
市川　貴英

（古谷建設 株式会社 ）

有限会社 枝川建設

ゆうげんがいしゃ えだがわけんせつ

（株式会社 横河ブリッジ ）
吉田　征起

Ｒ１国道６号二ツ木地区外舗装修繕他工事

－

Ｒ１国道１２７号八重原交差点交通安全対策工事 鎌形建設 株式会社

Ｒ１こくどう１６ごうむらかみちく（その１）でんせんきょうどうこうこうじ ちゅうぶどぼく かぶしきがいしゃ　とうきょうしてん

Ｒ１国道１６号村上地区（その１）電線共同溝工事 中部土木 株式会社　東京支店

Ｒ１こくどう１２７ごうやえはらこうさてんこうつうあんぜんたいさくこうじ

京成建設 株式会社 －－

－ －

ショーボンド建設 株式会社　千葉支店 －

高山　雅樹

令和２年度　事務所長表彰優良工事等一覧

◇優良工事関係 【別表－１】

№ 工　  　　事　　  　名 会　　社　　名
優秀工事技術者

技術者区分 氏名

Ｒ１こくどう３５７ごうえどがわさがんこうかきょう（くだり）しょうばんかけかえほかその２こうじ しょーぼんどけんせつ かぶしきがいしゃ　ちばしてん

Ｒ１国道５１号山之作地区外改良他その３工事 古谷建設 株式会社

Ｒ１けんおうどうたこちくかいりょうその６こうじ いしいこうぎょう かぶしきがいしゃ

Ｒ１圏央道多古地区改良その６工事

Ｒ１国道３５７号江戸川左岸高架橋（下り）床版架替他その２工事

石井工業 株式会社 －

Ｒ１けんおうどうたこちくかいりょうその１０こうじ

かまがたけんせつ かぶしきがいしゃ

－

（会社名五十音順）

（優良下請企業及び優秀下請技術者）

№
工　  　　事　　  　名

（ 元  請  会  社  名 ）
下　請　会　社　名

優秀下請技術者

Ｒ１こくどう１６ごうちぐさかいがんほそうしゅうぜんその２こうじ

Ｒ１国道１６号千種海岸舗装修繕その２工事 株式会社 ガイアート　関東支店 －

Ｒ１けんおうどうたこちくほかかんきょうせいびこうじ とうほうけんせつ かぶしきがいしゃ

Ｒ１圏央道多古地区他環境整備工事 東邦建設 株式会社 －

Ｒ１こくどう６ごうふたつきちくほかほそうしゅうぜんほかこうじ とうあどうろこうぎょう かぶしきがいしゃ　かんとうししゃ

かぶしきがいしゃ がいあーと　かんとうしてん

まきうんゆきこう かぶしきがいしゃ

根本　幸夫

主任技術者

主任技術者

かぶしきがいしゃ　しもかわらけんせつ しもかわら　たかひろ

Ｒ１国道１６号村上地区（その１）電線共同溝工事 株式会社 下川原建設
下川原　崇浩

（中部土木 株式会社　東京支店 ）

Ｒ１国道１６号千種海岸舗装修繕その２工事 有限会社 コンストラクション佐藤興業
吉崎　陽介

（株式会社 ガイアート　関東支店 ）

主任技術者

主任技術者

Ｒ１国道１６号姉崎海岸舗装修繕その２工事 槇運輸機工 株式会社

（大有建設 株式会社   東京支店 ）

Ｒ１こくどう１６ごうむらかみちく（その１）でんせんきょうどうこうこうじ

Ｈ３１こくどう３５７ごうまいはまおおはし（やまがわ）きょうりょうほしゅうその３ほかこうじ よしだ　まさき

Ｒ１こくどう１６ごうあねさきかいがんほそうしゅうぜんその２こうじ ねもと　ゆきお

Ｈ３１国道３５７号舞浜大橋（山側）橋梁補修その３外工事

主任技術者

（会社名五十音順）

　

東亜道路工業 株式会社　関東支社 －

Ｒ１こくどう５１ごうやまのさくちくほかかいりょうほかその３こうじ ふるやけんせつ かぶしきがいしゃ

－

－

－

－

現場代理人

－
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№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Ｒ１国道３５７号市川大橋（山側）耐震補強工事

Ｒ１こくどう１６ごうおおあおたちく（その２）でんせんきょうどうこうこうじ かぶしきがいしゃ かんでんこう

Ｒ１国道１６号大青田地区（その２）電線共同溝工事 株式会社 関電工

Ｒ１国道１６号袖ヶ浦市北袖地区外舗装修繕工事 大成ロテック株式会社　東関東支店

しょーぼんどけんせつ かぶしきがいしゃ　ちばしてん

Ｒ１こくどう１６ごうやちよばし（のぼりせん）たいしんほきょうほしゅうこうじ しょーぼんどけんせつ かぶしきがいしゃ　ちばしてん

Ｒ１国道１６号八千代橋（上り線）耐震補強補修工事 ショーボンド建設 株式会社　千葉支店

ショーボンド建設 株式会社　千葉支店

Ｒ１こくどう３５７ごういちかわおおはし（やまがわ）たいしんほきょうこうじ

Ｒ１こくどう１６ごうきさらづおおはし（くだり）きょうりょうほしゅうその２ほかこうじ しょーぼんどけんせつ かぶしきがいしゃ　ちばしてん

Ｒ１国道１６号木更津大橋（下り）橋梁補修その２外工事 ショーボンド建設 株式会社　千葉支店

◇難工事功労表彰

工　  　　事　　  　名 会　　社　　名

Ｒ１ふなばしかんないこうつうあんぜんたいさくこうじ かぶしきがいしゃ しーてっく

Ｈ３０・Ｈ３１国道３５７号市川大橋（海側）耐震補強工事 ショーボンド建設 株式会社　千葉支店

かわかみけんせつ かぶしきがいしゃ

Ｈ３０・Ｈ３１こくどう３５７ごういちかわおおはし（うみがわ）たいしんほきょうこうじ しょーぼんどけんせつ かぶしきがいしゃ　ちばしてん

Ｒ１こくどう６ごうまつどちくほかほそうこうじ かなりじゅうきけんせつ かぶしきがいしゃ

Ｒ１国道６号松戸地区外舗装工事 金成重機建設 株式会社

Ｒ１こくどう１６ごうおおあおたちく（その３）でんせんきょうどうこうこうじ かぶしきがいしゃ かんでんこう

Ｒ１国道１６号大青田地区（その３）電線共同溝工事 株式会社 関電工

Ｒ１こくどう３５７ごうはまだりったいたいしんほきょうその２こうじ あおみけんせつ かぶしきがいしゃ　とうきょうしてん

Ｒ１国道３５７号浜田立体耐震補強その２工事

Ｒ１船橋管内交通安全対策工事 株式会社 シーテック

Ｈ３０－Ｈ３２千葉・酒々井・木更津道路清掃作業 川上建設 株式会社

Ｈ３０－Ｈ３２ちば・しすい・きさらづ・どうろせいそうさぎょう

Ｒ１国道１６号貝渕地区（その２）電線共同溝工事 常盤工業 株式会社　関東支店

Ｒ１こくどう１６ごうそでがうらしきたそでちくほかほそうしゅうぜんこうじ たいせいろてっく かぶしきがいしゃ　ひがしかんとうしてん

Ｒ１こくどう１６ごうちぐさかいがんほかほそうしゅうぜんこうじ きたがわひゅーてっく かぶしきがいしゃ　とうきょうほんしゃ

Ｒ１国道１６号千種海岸外舗装修繕工事 北川ヒューテック 株式会社　東京本社

にほんろーど・めんてなんす かぶしきがいしゃ

Ｈ３０－Ｈ３２柏・船橋道路清掃作業 日本ロード・メンテナンス 株式会社

Ｒ１国道１６号八千代橋（下り線）耐震補強補修工事 東邦建設 株式会社

Ｈ３０・Ｈ３２ふなばししゅっちょうじょかんないいじこうじ

Ｒ１こくどう１６ごうかいふちちく（その２）でんせんきょうどうこうこうじ ときわこうぎょう かぶしきがいしゃ　かんとうしてん

Ｒ１国道１６号大青田地区（その１）電線共同溝工事

にちれきどうろ かぶしきがいしゃ

Ｒ１国道６号柏（２）地区（その１）電線共同溝工事

株式会社 ＮＩＰＰＯ　千葉統括事務所

Ｒ１こくどう１６ごうおおあおたちく（その１）でんせんきょうどうこうこうじ かぶしきがいしゃ にっぽ　ちばとうかつじむしょ

Ｈ３０－Ｈ３２かしわ・ふなばしどうろせいそうさぎょう

Ｒ１こくどう１６ごうむらかみちく（その２）でんせんきょうどうこうこうじ かぶしきがいしゃ たけなかどうろ　とうきょうほんてん

Ｒ１国道１６号村上地区（その２）電線共同溝工事 株式会社 竹中道路　東京本店

Ｈ３１・Ｈ３２船橋出張所管内維持工事 東亜道路工業 株式会社　関東支社

Ｒ１こくどう１６ごうやちよばし（くだりせん）たいしんほきょうほしゅうこうじ とうほうけんせつ かぶしきがいしゃ

とうあどうろこうぎょう かぶしきがいしゃ　かんとうししゃ

東亜道路工業 株式会社　関東支社

Ｒ１こくどう１６ごうはまのえきにしがわこうさてんほかかいりょうほそうこうじ

（会社名五十音順）

Ｒ１こくどう６ごうかしわ（２）ちく（その１）でんせんきょうどうこうこうじ

日瀝道路 株式会社

【別表－２】(1)

Ｒ１こくどう３５７ごうはまだりったいたいしんほきょうその１こうじ とうほうけんせつ かぶしきがいしゃ

Ｒ１国道３５７号浜田立体耐震補強その１工事 東邦建設 株式会社

Ｒ１こくどう３５７ごういちかわおおはし（やまがわ）ほそうほしゅうその３こうじ せいきとうきゅうこうぎょう かぶしきがいしゃ　とうきょうしてん

Ｒ１国道３５７号市川大橋（山側）舗装補修その３工事 世紀東急工業 株式会社　東京支店

Ｒ１こくどう３５７ごうまいはまおおはし（うみがわ）ほそうほしゅうこうじ かじまどうろ かぶしきがいしゃ　とうきょうしてん

Ｒ１国道３５７号舞浜大橋（海側）舗装補修工事 鹿島道路 株式会社　東京支店

とうほうけんせつ かぶしきがいしゃ

Ｒ１国道１６号浜野駅西側交差点外改良舗装工事 東邦建設 株式会社

Ｒ１こくどう６ごうしんかつしかばしたいしんほきょうその２こうじ かぶしきがいしゃ あいえいちあいいんふらけんせつ　かんとうしてん

Ｒ１国道６号新葛飾橋耐震補強その２工事 株式会社 ＩＨＩインフラ建設　関東支店

あおみ建設 株式会社　東京支店

Ｒ１こくどう１６ごうあねさきかいがんほそうしゅうぜんその３こうじ とうあどうろこうぎょう かぶしきがいしゃ　かんとうししゃ

Ｒ１国道１６号姉崎海岸舗装修繕その３工事
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№

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

№

1

2

　

管理技術者

Ｒ１こくどう３５７ごうなかせほどうきょうじょうぶほかこうじ

堀谷　秀則

主任技術者

ちばけんおうどうすいもんほかちょうさけんとうぎょうむ２Ｇ４ 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 はら　だいすけ

みついきょうどうけんせつこんさるたんと かぶしきがいしゃ　ちばじむしょ

管理技術者

萩原土建 株式会社

国道３５７号湾岸蘇我地区設計業務１Ｇ１４ 三井共同建設コンサルタント 株式会社　千葉事務所 宮内　泉

工　  　　事　　  　名 会　　社　　名

（会社名五十音順）

◇建設産業担い手の確保・育成貢献工事表彰 【別表－４】

千葉圏央道水文他調査検討業務２Ｇ４ 株式会社 建設技術研究所　東京本社 原　大輔

千葉国道管内道路防災点検業務３１Ｍ５ 基礎地盤コンサルタンツ 株式会社　千葉支店 管理技術者

（会社名五十音順）

ちばこくどうかんないどうろぼうさいてんけんぎょうむ３１Ｍ５

Ｒ１国道６号松戸警察署前交差点交通安全対策工事 前田道路 株式会社　東京支店

きそじばんこんさるたんつ かぶしきがいしゃ　ちばしてん ほりたに　ひでのり

【別表－３】◇優良業務及び優秀技術者

Ｒ１国道３５７号中瀬歩道橋上部他工事 三井住友建設鉄構エンジニアリング 株式会社

（会社名五十音順）

Ｒ１けんおうどうたこちくかいりょうその１１こうじ あべけんせつ かぶしきがいしゃ

Ｒ１圏央道多古地区改良その１１工事 阿部建設 株式会社

みやうち　いずみ

№ 業　  　　務　　  　名 会　　社　　名
優秀技術者

技術者区分 氏名

Ｒ２きたちばどうろかんきょうせいびその８こうじ はぎわらどけん かぶしきがいしゃ

Ｒ２北千葉道路環境整備その８工事

千葉国道管内湾岸地域道路網検討業務２Ｆ４ 大日本コンサルタント 株式会社　関東支社 伊藤　大

ちばこくどうかんないわんがんちいきどうろもうけんとうぎょうむ２Ｆ４ だいにっぽんこんさるたんと かぶしきがいしゃ　かんとうししゃ いとう　だい

こくどう３５７ごうわんがんそがちくせっけいぎょうむ１Ｇ１４

ふくだどうろ かぶしきがいしゃ　とうきょうほんてん

Ｈ３０・Ｈ３１こくどう３５７ごうさかえちょうちくかいりょうこうじ ふるやけんせつ かぶしきがいしゃ

Ｒ１こくどう１６ごうかいふちちく（その１）でんせんきょうどうこうこうじ

福田道路 株式会社　東京本店

◇難工事功労表彰

工　  　　事　　  　名 会　　社　　名

【別表－２】(2)

横川電機 株式会社

Ｒ１こくどう３５７ごうはまだりったいたいしんほきょうその３こうじ まぶちけんせつ かぶしきがいしゃ　とうきょうしてん

Ｒ１国道３５７号浜田立体耐震補強その３工事 馬淵建設 株式会社　東京支店

まえだどうろ かぶしきがいしゃ　とうきょうしてん

みついすみともけんせつてっこうえんじにありんぐ かぶしきがいしゃ

Ｒ１こくどう６ごうまつどけいさつしょまえこうさてんこうつうあんぜんたいさくこうじ

Ｒ２ちばこくどうどうろしょうめいいじこうじ よこかわでんき かぶしきがいしゃ

Ｒ２千葉国道道路照明維持工事

Ｒ１国道１６号貝渕地区（その１）電線共同溝工事

Ｈ３０・Ｈ３１国道３５７号栄町地区改良工事 古谷建設 株式会社
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千葉国道事務所

1

2

1

№ 工　  　　事　　  　名 会　　社　　名
優秀工事技術者

技術者区分

【参考資料】

令和２年度　局長表彰優良工事等一覧

◇局長表彰
（優良工事及び優秀工事技術者）

小川　大樹

氏名

かぶしきがいしゃ よこがわぶりっじ もりた　かずひろ

守田　和弘監理技術者

Ｈ３１こくどう３５７ごうまいはまおおはし（やまがわ）きょうりょうほしゅうその３ほかこうじ

Ｈ３１国道３５７号舞浜大橋（山側）橋梁補修その３外工事 株式会社 横河ブリッジ

（会社名五十音順）

（会社名五十音順）

こくどう１２７ごうぼうさいそくりょうぎょうむ１Ｇ２６ かぶしきがいしゃ さんてっくいんたーなしょなる

（優良業務及び優秀技術者）

№ 業　  　　務　　  　名
優秀技術者

Ｒ１こくどう１６ごうあねさきかいがんほそうしゅうぜんその２こうじ おがわ　たいき

国道１２７号防災測量業務１Ｇ２６ 株式会社 サンテックインターナショナル 渡嘉敷　直喜

会　　社　　名

とかしき　なおき

技術者区分 氏名

主任技術者

たいゆうけんせつ かぶしきがいしゃ　とうきょうしてん

Ｒ１国道１６号姉崎海岸舗装修繕その２工事 大有建設 株式会社　東京支店 現場代理人
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