
記　者　発　表　資　料

　国土交通省霞ヶ浦河川事務所は、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、下記のとおり表彰します。
　なお、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から集合形式の表彰式は行いません
が、希望者に対しては事務所長から個別に表彰状を授与します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１．表彰件数及び人数　：
　　　　　　　　　１）優良工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　２件
　　　　　　　　　２）優秀工事技術者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２名
　　　　　　　　　３）難工事功労　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１件
　　　　　　　　　４）週休２日適用工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２件
　　　　　　　　　５）新技術活用実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３件
　　　　　　　　　６）優良業務及び優秀技術者　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1件及び１名

２．表彰状授与
　　　　　　　　日時　：　令和３年７月２０日（火）　自：１０時００分　至：１１時１５分
　　　　　　　　場所　：　霞ヶ浦河川事務所　水管理棟２F会議室
　
３．取材について　：
　　　　　　　　・当日の取材は可能ですので、会場で受付を行って下さい。
　　　　　　　　　なお、事前登録は不要です。
　　　　　　　　・駐車場は事務所敷地内のスペースをご利用下さい。
　　　　　　　　・表彰式会場では職員の指示に従って下さい。
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〒３１１－２４２４ 茨城県潮来市潮来３５１０
国土交通省関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所

アリカワ カズヒロ

所属 副 所 長 蟻川 和弘 （内線２０４）
ミヤザワ アツシ

工務課長 宮澤 敦史 （内線３１１）

電話番号 ０２９９－６３－２４１１

ＦＡＸ番号 ０２９９－６２－４６５２

問い合わせ先

竹芝記者クラブ・神奈川建設記者会・千葉県政記者会

茨城県政記者クラブ・土浦記者クラブ・鹿島記者クラブ

発表記者クラブ

令和３年 ７月１６日（金）

国土交通省関東地方整備局
霞ヶ浦河川事務所

霞ヶ浦河川事務所 令和２年度 優良工事等の事務所長表彰について

７月２０日（火）以降解禁取扱い



１．目的
（優良工事表彰）

（優秀工事技術者表彰）　

（難工事功労表彰）

（週休２日制適用工事）

（新技術活用実績表彰）

（優秀業務及び優秀技術者表彰）　

２．選定方法

３．選定方針
（優良工事）

（優秀工事技術者）

（難工事功労）

（週休２日制適用工事）

（新技術等活用実績表彰工事）

①　当該工事の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。

　優良工事表彰は、霞ヶ浦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。

①　3次元データや新技術活用による生産性向上に関する取組が総合的に優れたもの。

　優秀業務及び優秀技術者は、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　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を重点に選定。

　令和２年度優良工事等の表彰について

　優良工事等の選定は、霞ヶ浦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、霞ヶ浦河川事務所において審査を行いました。

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。

　霞ヶ浦河川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り組み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、より一層推進させることを
目的とした制度です。

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を重点に選定。

　霞ヶ浦河川事務所発注の工事に関し、その施工が優秀であり、現場の週休２日を達成した
ものを表彰する制度です。

　優秀工事技術者表彰は、霞ヶ浦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。
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　難工事功労表彰は、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。

①　週休２日適用工事のうち、当該工事の成績が優良で、４週８休以上を達成したもの。

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。



（優秀業務及び優秀技術者表彰）　

４．表彰

５．その他

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。

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。

　　優良工事、優秀工事技術者、難工事功労表彰、新技術活用実績表彰等で表彰された場
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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　　優良工事等については昭和４９年度工事から事務所長表彰を行っており、今回が４７回目
の表彰となります。表彰者には事務所長から表彰状を交付します。また、局長表彰について
は、次記６．参考―１，２のとおり、優良工事、優良業務及び優秀技術者について、７月１５日
（木）に表彰を受けています。

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。



６．令和２年度　優良工事等

（1）優良工事及び優秀工事技術者（事務所長表彰）

工　　　事　　　名 会　　社　　名

Ｒ１常陸川右岸日川上地区護岸災害復旧工事
Ｒ１ヒタチガワウガンニッカワカミチクゴガンサイガイフッキュウコウジ

大勝建設　株式会社
ダイショウケンセツ　カブシキガイシャ

監理技術者 小川
オガワ

 和雄
カズオ

Ｒ１常陸川右岸日川下護岸災害復旧工事
Ｒ１ヒタチガワウガンニッカワシモゴガンサイガイフッキュウコウジ

松崎建設　株式会社
マツザキケンセツ　カブシキカイシャ

監理技術者 関口
セキグチ

 昂宏
タカヒロ

（2）難工事功労（事務所長表彰）

工　　　事　　　名 会　　社　　名

Ｒ２波崎管内上流河川維持工事
Ｒ２ハサキカンナイジョウリュウカセンイジコウジ

株式会社 茂木工務店
カブシキガイシャ モギコウムテン

Ｒ２波崎管内下流河川維持工事
Ｒ２ハサキカンナイカリュウカセンイジコウジ

松崎建設　株式会社
マツザキケンセツ　カブシキカイシャ

Ｒ２土浦管内右岸河川維持工事
Ｒ２ツチウラカンナイウガンカセンイジコウジ

天海建設 株式会社
テンカイケンセツ カブシキガイシャ

Ｒ１鰐川左岸外堤防補修工事
Ｒ１ワニガワサガンホカテイボウホシュウコウジ

室田建設 株式会社
ムロタケンセツ カブシキガイシャ

Ｒ１北浦下流地区堤防補修工事
Ｒ１キタウラカリュウチクテイボウホシュウコウジ

株木建設　株式会社　茨城本店
カブキケンセツ　カブシキカイシャ　イバラキホンテン

Ｒ１北浦上流地区堤防補修工事
Ｒ１キタウラジョウリュウチクテイボウホシュウコウジ

株式会社 内藤工務店
カブシキカイシャ ナイトウコウムテン

Ｒ２鉾田管内右岸河川維持工事
Ｒ２ホコタカンナイウガンカセンイジコウジ

高橋建設 株式会社
タカハシケンセツ カブシキガイシャ

Ｒ２鉾田管内左岸河川維持工事
Ｒ２ホコタカンナイサガンカセンイジコウジ

藤枝建設  株式会社
フジエダケンセツ  カブシキガイシャ

Ｒ１西浦左岸他堤防補修工事
Ｒ１ニシウラサガンホカテイボウホシュウコウジ

小桜建設 株式会社
コザクラケンセツ カブシキガイシャ

Ｒ２麻生管内上流河川維持工事
Ｒ２アソウカンナイジョウリュウ　カセ　ン　イ　　ジコウ　ジ

株式会社 二 輝 建 設
カブシキガイシャ 　ニ 　キ ケン セツ

Ｒ２麻生管内下流河川維持工事
Ｒ２アソ　ウカンナイカリュウカセンイジコウジ

株式会社 沼田工務店
カブシキガイシャ ヌマタコウムテン

（3）週休２日適用工事表彰

工　　　事　　　名 会　　社　　名

Ｒ２外浪逆浦左岸上福島地区波浪対策護岸工事
Ｒ２ソトナサカウラサガンカミフクシマチクハロウタイサクゴガンコウジ

常総開発工業　株式会社
ジョウソウカイハツコウギョウ　カブシキカイシャ

Ｒ１常陸川右岸日川中護岸災害復旧工事
Ｒ１ヒタチガワウガンニッカワナカゴガンサイガイフッキュウコウジ

松崎建設　株式会社
マツザキケンセツ　カブシキカイシャ

（4）新技術活用実績表彰

工　　　事　　　名 会　　社　　名

Ｒ１常陸川右岸日川下護岸災害復旧工事
Ｒ１ヒタチガワウガンニッカワシモゴガンサイガイフッキュウコウジ

松崎建設　株式会社
マツザキケンセツ　カブシキカイシャ

Ｒ１西浦右岸本新島地区波浪対策護岸工事
Ｒ１ニシウラウガンモトシンシマチクハロウタイサクゴガンコウジ

石井工業　株式会社
イシイコウギョウ　カブシキカイシャ

Ｒ１常陸川右岸日川中護岸災害復旧工事
Ｒ１ヒタチガワウガンニッカワナカゴガンサイガイフッキュウコウジ

松崎建設　株式会社
マツザキケンセツ　カブシキカイシャ

工　事　技　術　者　名
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（５）優良業務及び優秀技術者（事務所長表彰）

業　　　務　　　名 会　　社　　名

Ｒ２霞ヶ浦河川事務所調査等設計資料作成業務
Ｒ２カスミガウラカセンジムショチョウサトウセッケイシリョウサクセイギョウム 株式会社 サンテックインターナ

カブシキガイシャ サンテックインターナショナル

ショナル
管理技術者 福山秀隆

フ ク ヤマヒデタカ

（参考―１）優良工事（局長表彰）

工　　　事　　　名 会　　社　　名

Ｒ１新横利根閘門開閉装置整備工事
Ｒ１シンヨコトネコウモンカイヘイソウチセイビコウジ

豊国工業　株式会社　東京支店
ホウコクコウギョウ　カブシキカイシャ　トウキョウシテン

Ｒ２常陸川水門外塗装工事
Ｒ２ヒタチガワスイモンホカトソウコウジ

株式会社　サトウ塗工社
カブシキガイシャ　サトウトコウシャ

（参考―２）優良業務及び優秀技術者（局長表彰）

業　　　務　　　名 会　　社　　名

Ｒ２霞ヶ浦水環境対策検討業務
Ｒ２カスミガウラミズカンキョウタイサクケントウギョウム Ｒ２霞ヶ浦水環境対策検討業務

Ｒ２カスミガウラミズカンキョウタイサクケントウギョウム カ

河川財団・日水コン設計共同体
センザイダン・ニチスイコンセッケイキョウドウタイ

管理技術者 山本
ヤマモト

 嘉昭
ヨシアキ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※局長表彰は、令和3年7月１５日に関東地方整備局において表彰をおこなっています。
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　技　術　者　名

技　術　者　名



日時： 令和３年７月２０日（火）　１０：００　～　１１：１５

10:00 【週休２日適用工事】
Ｒ２外浪逆浦左岸上福島地区波浪対策護岸工事
常総開発工業株式会社
・表彰状授与
・記念撮影

10:15 【難工事功労】
Ｒ１北浦上流地区堤防補修工事
株式会社内藤工務店
・表彰状授与
・記念撮影

10:30 【難工事功労】
Ｒ１北浦下流地区堤防補修工事
株木建設株式会社茨城本店
・表彰状授与
・記念撮影

10:45 【難工事功労】
Ｒ２土浦管内右岸河川維持工事
天海建設株式会社
・表彰状授与
・記念撮影

11:00 【優良業務及び優秀技術者】
Ｒ２霞ヶ浦河川事務所調査等設計資料作成業務
株式会社サンテックインターナショナル
・表彰状授与
・記念撮影

霞ヶ浦河川事務所　令和２年度　優良工事等表彰状　授与　
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場   　所：霞ヶ浦河川事務所
住　　 所：茨城県潮来市潮来３５１０
アクセス：JR鹿島線潮来駅西口より徒歩５分

記　者　発　表　資　料　（案）

・取材希望の方は、会場入口にて受付をお願い致します。
・写真撮影は、授与の妨げにならないようにお願い致します。

会 場 案 内 図
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当日の取材について


