
     

令和３年７月１９日（月）１４時以降解禁 

令和３年７月１６日（金） 

国土交通省 関東地方整備局 

荒川上流河川事務所 

 記 者 発 表 資 料 

令和２年度 荒川上流河川事務所優良工事等の表彰について 

 

  関東地方整備局荒川上流河川事務所では、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、優良工事等

の表彰を行います。 

 また、昨年度に引き続き、建設業担い手の確保・育成貢献に関する取組が優れて

いる工事、技術者の表彰及び河川工事（河川・ダム・砂防）“ナマ”現場写真コンテスト

の優秀作品の表彰もあわせて行います。 

記 

表彰件数等 

    （１）優良工事関係 （対象工事件数  ４４件） 

         ・優良工事及び優秀工事技術者                        ５件（４名） 

・優良下請企業及び優秀下請技術者                    ０件（０名） 

・難工事功労                              ６件 

・災害工事功労企業                          ３件 

・建設業担い手の確保・育成貢献工事及び優秀技術者     ７件（７名） 

 （２）優良業務関係 （対象業務件数  ５７件） 

・優良業務及び優秀技術者                            １件（１名） 

（３）河川工事（河川・ダム・砂防）“ナマ”現場写真コンテスト（応募総数 ６作品） 

・優秀作品                                          １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にも鑑みて、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。 
 

発表記者クラブ 

埼玉県政記者クラブ、 川越新聞記者会、 竹芝記者クラブ、 神奈川建設記者会 
 

問い合わせ先 

国土交通省 関東地方整備局 荒川上流河川事務所 

〒350-1124 埼玉県川越市新宿町３－１２ 

電話 ０４９－２４６－６３６３   FAX  ０４９－２４３－６００２ 

副    所   長  三好 健次 （みよし けんじ）   （内２０４） 

工事品質管理官  大杉 昌巳 （おおすぎ まさみ） （内３０２） 



  

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、荒川上流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、荒川上流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。 

 

（優良下請企業及び優秀下請技術者表彰） 

  優良下請企業及び優秀下請技術者表彰は、荒川上流河川事務所発注の工事を担当した

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、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。 

 

（難工事功労表彰） 

  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。 

 

（災害工事功労企業） 

災害工事功労企業は、荒川上流河川事務所発注の災害における応急緊急復旧工事のう

ち、その功績が顕著な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

る事を目的とした制度です。 

 

（建設業担い手の確保・育成貢献工事及び優秀技術者表彰） 

  建設業担い手の確保・育成貢献工事表彰は、荒川上流河川事務所発注工事のうち、その

施工等が優秀であって他の模範とするに足りる工事の中から、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。 

 

（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、荒川上流河川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。 

 

 

 



（河川工事（河川・ダム・砂防）“ナマ”現場写真コンテスト） 

河川工事（河川・ダム・砂防）“ナマ”現場写真コンテスト表彰は、国土交通省が施行する河川

工事（河川・ダム・砂防）に携わる工事関係者を対象に、広く皆さまへの河川工事への理解や

興味を持っていただくことを目的に工事施工中の今しかみることの出来ない「現場一番の“ウ

リ”」の写真を募集したコンテストです。 

なお、受賞作品および応募作品については、荒川上流河川事務所ホームページに掲載し

ております。 

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000800552.pdf 

 

２． 選定方法 
  優良工事等の選定は、荒川上流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又は、事務所選定委員会において審査を行いまし

た。 

   河川工事（河川・ダム・砂防）“ナマ”現場写真コンテストの優秀作品については、国土交通省

が施行する河川工事（河川・ダム・砂防）に携わる工事関係者から応募された作品の中から、写

真コンテスト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、ＩＣＴ活用、BIM/CIM 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。 

（優良下請企業及び優秀下請技術者） 

   ①  下請として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。 

（難工事功労） 

① 「難工事指定」試行対象工事のうち、施工が良好で、その功績が顕著なもの。 

（災害工事功労企業） 

① 災害における応急緊急復旧工事のうち、その功績が顕著なもの。 

（建設業担い手の確保・育成貢献工事及び優秀技術者） 

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。 

（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

など創意工夫を見られるもの。 

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、

BIM/CIM 活用により品質が優れているもの。 

（河川工事（河川・ダム・砂防）“ナマ”現場写真コンテスト表彰） 

①  応募作品のうち、特に優秀な作品（応募総数 ６作品） 



 

４．表彰される件数、人数 （別紙参照） 
 （１）優良工事及び優秀工事技術者                   ５件及び４名 

 （２）優良下請企業及び優秀下請技術者                  ０件及び０名 

 （３）難工事功労                                ６件 

 （４）災害工事功労企業                                   ３件 

（５）建設業担い手の確保・育成貢献工事及び優秀技術者     ７件及び７名 

 （６）優良業務及び優秀技術者                             １件及び１名 

（７）河川工事（河川・ダム・砂防）“ナマ”現場写真コンテスト   １名 

 

５．表彰式 
今年度は、新型コロナウイルス感染症感染拡大の状況を鑑み表彰式を実施せず、表彰状の

発送をもって表彰式に代えさせて頂きます。 

 

６．その他   
  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、災害工事功

労企業、建設業担い手の確保・育成貢献工事及び優秀技術者、及び優秀技術者で表彰された

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、優良業務及び優秀技術者表彰を受賞した場合は、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。 



 

（別紙） 

令和２年度 優良工事等表彰一覧 

■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 

Ｈ２９－３２荒川宗岡副水路樋管新設工事 大成建設（株） 関東支店 大西 雅也 

Ｒ１荒川左岸宝来下築堤工事 （株）高橋土建 高橋 薫 

Ｒ２都幾川右岸高坂災害復旧工事 伊田テクノス(株) 飯島 一貴 

Ｒ１都幾川左岸石橋災害復旧工事 （株）島村工業 髙橋 良和 

R1 荒川右岸三保谷宿災害復旧工事 初雁興業（株） － 

 

【優良下請企業及び優秀下請技術者】 

工事名 業者名 技術者名 

－ － － 

 

【難工事功労】 

工事名 業者名 技術者名 

Ｒ２熊谷管内下流維持管理工事 （株）ケージーエム － 

Ｒ２西浦和管内左岸維持管理工事 （株）ユーディケー － 

Ｒ２越辺川管内維持管理工事 （株）島村工業 － 

Ｒ２西浦和管内右岸維持管理工事 関口工業（株） － 

Ｒ２入間川管内維持管理工事 初雁興業(株) － 

Ｒ２熊谷管内上流維持管理工事 真下建設（株） － 

 

【災害工事功労企業】 

工事名 業者名 技術者名 

Ｒ１都幾川右岸早俣緊急復旧工事 伊田テクノス（株） － 

Ｒ１越辺川左岸正代緊急復旧工事 小川工業（株） － 

Ｒ１越辺川右岸平塚新田緊急復旧工事 荒木建設工業(株) － 

 

 

 

 

 

 

 



【建設業担い手の確保・育成貢献工事企業及び優秀技術者】 

工事名 業者名 技術者名 

Ｒ１荒川左岸宝来下築堤工事 （株）高橋土建 高野 代介 

Ｈ２９－３２荒川宗岡副水路樋管新設工事 大成建設（株） 関東支店 大西 雅也 

Ｈ３０荒川桜区田島河道浚渫工事 （株）本間組 東京支店 福島 茂希 

Ｒ１荒川左岸西遊馬地区河川防災ステーション整備

工事 

（株）高橋土建 小島 隆 

Ｈ３１荒川秋ヶ瀬仮置土整備工事 川村建設（株） 衛藤 清之 

Ｒ１荒川右岸朝霞水門河道浚渫工事 （株）本間組 東京支店 伊藤 良文 

Ｒ１荒川左岸上江橋上流築堤他工事 田部井建設（株） 新井 康己 

 

【優良業務及び優秀技術者】 

業務名 業者名 技術者名 

R2 小ヶ谷地点流量観測及び入間川出張所管内外測

量業務 

（株）福田量地 松本 陵 

 

 

■ （参考）  荒川上流河川事務所関係 局長表彰 

【優良工事及び優秀技術者】 

 

【優良業務及び優秀技術者】 

R2 荒川上流管内多自然川づくり検討業務 （株）建設環境研究所 中山 尚 

R1 入間川等測量業務 国際測地（株） 関野 純平 

R1 荒川第二・第三調節池地内水路等概略設計業務 三井共同建設コンサルタント

（株） 北関東事務所 

本田 正修 

R１越辺川用地調査等業務（その３） 平和フィールド（株） 原 正徳 

 

■ 河川工事（河川・ダム・砂防）“ナマ”現場写真コンテスト 優秀作品表彰 

   

【優秀作品及び撮影者】 

タイトル 業者名 撮影者 

羽根倉にほえろ！ 初雁興業（株） 田口 裕基 

 

業務名 業者名 技術者名 

R1 荒川右岸羽根倉橋橋梁部対策工事 初雁興業（株）  佐藤 賢己 

H30 荒川桜区田島河道浚渫工事 （株）本間組 東京支店     － 

業務名 業者名 技術者名 


