
令 和 ３ 年 ７ 月 ２ ０ 日 （ 火 ）

国土交通省関東地方整備局

首 都 国 道 事 務 所

首都国道事務所は、令和２年度に完成した工事及び完了した業務の中で特に優れた

成績を収めた工事・業務・技術者について、事務所長表彰を行いますのでお知らせい

たします。

記

１．表彰日

令和３年７月２０日（火）

２．表彰件数及び人数

（１）優良工事関係

優良工事 １件（１社）

工事名：Ｒ１国道１４号亀戸小松川立体松島地区擁壁工事

会社名：奈良建設株式会社東京支店

（２）優良業務関係

優良業務 １件（１社）

業務名：Ｒ１首都国道管内交通事故安全対策検討業務

会社名：株式会社オリエンタルコンサルタンツ千葉事務所

優秀技術者 １名

管理技術者：林 祐志

問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 首都国道事務所 ０４７－３６２－４１１１（代表）
かりゅう まさひこ

地域広報官（副所長） 狩 生 正 彦
こ じ ま ま さ お

事 業 対 策 官 小 嶋 正 雄

令和２年度 首都国道事務所優良工事等の表彰について

記 者 発 表 資 料

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、都庁記者クラブ、

千葉県政記者会、市川市政記者クラブ、松戸記者クラブ

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かんがみて、感染対策を徹底
した上で最少人数で個別に表彰状をお渡しすることになりました。
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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、首都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、首都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、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、その施工が優秀で他の模範となる工事

の下請け企業であって、品質確保及び品質向上の取り組み方が特に優秀であり、他

の模範となる企業を「優良下請企業」及びその企業の担当技術者を「優秀下請技術者」

として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、特に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、首都国道事務所発注の令和２年度に完成した工事１０件、及
び完了した業務２１件の中から厳正なる審査を行い、選定しました。

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、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。
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（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下請けとして担当した当該工事の品質、出来ばえ等が優秀な下請企業及び工事中

における功績が顕著な下請技術者の中から選定する。

（難工事功労）

①特に社会条件やマネジメント特性の厳しい工事のうち、その功績が顕著な受注者

の中から選定する。

（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。

④BIM/CIM活用により品質が優れているもの。

４．表彰される件数、人数（【別紙－１】参照）

（１）優良工事 １件（１社）

（２）優良業務 １件（１社）

（３）優秀技術者 １名

５．表彰式

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

もかんがみて、感染対策を徹底したうえで最少人数で個別に表彰状をお渡しする

ことになりました。

６．その他

優良工事で表彰された場合、総合評価落札方式等において企業の技術力評価が

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。

首都国道事務所発注工事等において、特に優れた成績を収めた工事等について

は、関東地方整備局長表彰として、令和３年７月１５日（木）に表彰されました。

【参考資料】（Ｐ４）を参照下さい。
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首都国道事務所長表彰

表彰名 工事名 会社名（技術者名）

優良工事及び、
優秀技術者
（１社、１名）

Ｈ３０まいはまりったいうみがわしゃおんへきこうじ

Ｈ３０舞浜立体海側遮音壁工事

こくどかいはつこうぎょう かぶしきがいしゃ

国土開発工業 株式会社

かくはら たけし

（角 原 猛）

優良工事及び、
優秀技術者
（１社、１名）

Ｈ３０まいはまこうさてんおうだんほどうきょうじょうぶこうじ

Ｈ３０舞浜交差点横断歩道橋上部工事

ＪＦＥえんじにありんぐ かぶしきがいしゃ

JFEエンジニアリング 株式会社

かたやま ひろし

（片 山 博 司）

表彰名 業務名 会社名（技術者名）

優良業務及び
優秀技術者

（１社、１名）

Ｒ１しゅとこくどうかんないこうつうじこ

Ｒ１首都国道管内交通事故
あんぜんたいさくけんとうぎょうむ

安全対策検討業務

かぶしきがいしゃおりえんたるこんさるたんつ ちばじむしょ

株式会社オリエンタルコンサルタンツ 千葉事務所
はやし ゆうじ

（林 祐 志）

関東地方整備局長表彰
（首都国道事務所発注工事）

表彰名 工事名 会社名（技術者名）

優良工事
（１社）

Ｒ１こくどう１４ごうかめいどこまつがわりったい

Ｒ１国道１４号亀戸小松川立体
まつしまちくようへきこうじ

松島地区擁壁工事

ならけんせつ かぶしきがいしゃ とうきょうしてん

奈良建設 株式会社 東京支店

【別紙－１】

【参考資料】

4/10

表彰名 工事名 会社名（技術者名）

優良業務及び、
優秀技術者
（１社、１名）

Ｒ１しゅとこくどうかんないどうろけいかくけんとうぎょうむ

Ｒ１首都国道管内道路計画検討業務

ぱしふぃっくこんさるたんつかぶしきがいしゃ しゅとけんほんしゃ

パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社

さかた ともき

（坂 田 知 己）

優良業務及び、
優秀技術者
（１社、１名）

Ｈ３１こくどう３５７ごうしおはまりったい（うみがわ）ほか

Ｈ３１国道３５７号塩浜立体（海側）他
しょうさいせっけいぎょうむ

詳細設計業務

ふっけんちょうさせっけいかぶしきがいしゃ とうきょうししゃ

復建調査設計株式会社 東京支社

ふくだ ひろあき

（福 田 浩 昭）



ふりがな

会社名

ふりがな

工事名

工　期 （自） （至）

工事概要

表彰理由
【工事】

完成又は施工状況写真

令和3年3月31日

　本工事は、国道１４号と小松川親水公園に挟まれた狭隘な施工現場であり、非常に作業
効率の悪い条件下での施工で厳しい工程管理や安全管理が求められる工事であった。
　住宅が隣接した狭隘な施工ヤードの中で効率よく安全に鋼管杭（L=25m～30m×23本）
の施工を行うため、現場条件を踏まえた施工計画や工程管理を綿密に行うとともに、積極
的に週休２日制の導入を行い職場環境の改善を図りながら施工を行った結果、週休２日
を達成した上で、工期内に無事故で工事を完成させた。
　また、自転車や歩行者の通行量が多い園路が近接していたため、日々の安全管理を徹
底し、異常気象時には隣接する親水公園内の冠水対策等、迅速かつ適切に対応するなど
無事故・無災害で工事目的物を工期内に完成させた。

Ｒ１こくどう１４ごうかめいどこまつがわりったいまつしまちくようへきこうじ

　本工事は、一般国道１４号の東京都江戸川区松島１丁目地先において、一般国道１４号
を拡幅するための擁壁を設置する工事である。
　主な工種は、道路土工、擁壁工、構造物撤去工、仮設工である。

Ｒ１国道１４号亀戸小松川立体松島地区擁壁工事

令和1年9月19日

優良工事表彰の概要及び表彰理由(首都国道事務所長表彰)

ならけんせつ かぶしきがいしゃ とうきょうしてん

奈良建設 株式会社　東京支店

施工状況 完成
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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）

業務概要

表彰理由

令和2年3月19日

本業務は、首都国道事務所管内における交通事故の発生状況を整理し、今後の交通事
故対策検討及び立案を行うものである。

道の駅でのヒアリング調査や道路利用者のWEBアンケートを実施する等、幅広い手段で
事故潜在危険箇所を抽出した。ETC2.0やビデオ調査を組み合わせて１台１台の車両の動
きを細かく分析し、事故潜在箇所等の危険要因を明確にした。学識経験者や警察との合
同現地診断を実施し、統計的に優位な差があった対策工を採用するなど、首都国道事務
所管内の交通事故を効果的に減らすことを重点においた詳細設計を実施した。

Ｒ１首都国道管内交通事故安全対策検討業務

令和3年1月20日

Ｒ１しゅとこくどうかんないこうつうじこあんぜんたいさくけんとうぎょうむ

優良業務及び優秀技術者表彰の概要及び表彰理由(首都国道事務所長表彰)

かぶしきがいしゃ　おりえんたるこんさるたんつ　ちばじむしょ

株式会社　オリエンタルコンサルタンツ　千葉事務所

管理技術者職種
はやし　ゆうじ

林　祐志　
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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）

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

本工事施工箇所は、国道３５７号（４種）と首都高速道路に狭隘な場所であり、また舞浜立
体（３種）と首都高浦安ランプの接続箇所の施工においてはランプの通行止めを伴いながら
の夜間切廻し工事という非常に作業効率の悪い厳しい工程管理、安全管理が求められる
工事であった。
　特に首都高ランプと舞浜立体（３種）との取付道路部の施工において、当初7回のランプ通
行止めが予定されていたが施工方法の緻密な検討を行い、昼夜連続作業(16:00～翌日の
19:00)の提案によりランプ通行止めを３回に抑える工夫を図るなど、工程短縮、円滑化に積
極的に取り組み舞浜立体供用に大きく貢献した。
　また、殆どの施工場所が首都高速道路、国道３５７号（４種）と近接施工であったため、
日々の安全管理を徹底し無事故・無災害で工事目的物を工期内に完成させた。

　当該技術者は、首都高浦安出口ランプと舞浜立体（３種）との取付道路の施工において、
工事の完成までに当初７回予定されていた首都高浦安ランプ夜間通行止めを施工方法の
緻密な検討を行い、通行止めを３回に抑える提案がなされ、積極的な関係機関協議や地元
周知の結果と綿密な工程管理により停滞なく工事を完成させた。また週休２日制の導入や
緊急事態宣言中のコロナ対策など、現場環境の改善に貢献した。
　その他、夜間作業時は工事騒音を測定しながら近隣住民へ迷惑がかからないよう実施
し、その状況により工法等を変更するなど配慮しながら施工するとともに、安全対策では首
都高浦安出口の通行止めが特殊であることから模型を利用し作業者にわかりやすい安全
に配慮した規制方法など工夫がみられた。このように当該技術者は、施工管理、安全管理
の面において他工事の模範として工事を遂行した。

Ｈ３０まいはまりったいうみがわしゃおんへきこうじ

Ｈ３０舞浜立体海側遮音壁工事

平成31年3月20日 令和2年9月30日

本工事は、一般国道３５７号東京湾岸道路（浦安市舞浜地先）において、舞浜立体（３種道
路）と首都高速浦安IC出口との取付道路等を構築する工事である。
　主な工種は、軽量盛土工、舗装工、排水構造物工、踏掛版工である。

優良工事及び優秀工事技術者表彰の概要及び表彰理由(関東地方整備局長表彰)

こくどかいはつこうぎょう　かぶしきがいしゃ

国土開発工業 株式会社

かくはら　たけし

職種 監理技術者
角原　猛

路盤施工状況 完成
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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）

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

優良工事及び優秀工事技術者表彰の概要及び表彰理由(関東地方整備局長表彰)

JFEえんじにありんぐかぶしきがいしゃ

JFEエンジニアリング　かぶしきがいしゃ

かたやま　ひろし

職種 監理技術者
片山　博司

 本工事の施工現場周辺に大型の商業施設や物流施設等があるため、平日・休日ともに非
常に交通量の多い国道３５７号舞浜交差点であり、国道３５７号（立体部）と首都高速の桁下
の狭隘な空間に架設する工事であった。このような現場条件が厳しく作業効率の悪い条件
での施工であったことから、厳しい工程管理と一層の安全管理が求められる工事であった。
　特に桁架設時においては、CIMによる一括架設シミュレーションを行い既設歩道橋・舞浜
立体・首都高速と新設歩道橋との関連性だけでなくクレーンを旋回させる高さおよび位置、
クレーンブームの巻上げ、巻下げのタイミングを３次元で視覚的に認識し、架設時における
接触リスクを抑え接触を防ぐ等の工夫を図るなど、工事の円滑化を積極的に図り、事業の
進捗に大きく貢献した。

　当該技術者は、桁の架設にあたり交通量の多い舞浜交差点の夜間通行止めによる一括
架設工法を円滑に実施するため、関係機関調整や地元への通行規制情報の周知を積極
的に行い、またCIMによる一括架設シミュレーションを導入し、工事関係者、作業員へ架設
手順の理解を深め安全な施工へ貢献するとともに一般車両の安全な交通規制計画へも真
摯に取組み狭隘な難しい架設工事を無事故・無災害で工事を完成させた。
  なお、コロナによる緊急事態宣言下の中間技術検査では関東地整で初めてWEBによる検
査を受験し、新型コロナウイルスの感染回避に積極的に対応した。

Ｈ３０まいはまこうさてんおうだんほどうきょうじょうぶこうじ

Ｈ３０舞浜交差点横断歩道橋上部工事

平成31年3月13日 令和2年5月29日

本工事は、一般国道３５７号東京湾岸道路（浦安市舞浜地先）において、舞浜交差点上に
架かる横断歩道橋を構築する工事である。
　主な工種は、工場製作工（１７２．７ｔ）と歩道橋架設工（１７６．５ｔ）である。

施工状況 完成
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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）

業務概要

表彰理由

令和2年3月7日

　本業務は、今後の千葉県内の高規格道路ネットワーク整備について、現況の交通状況
の整理、交通課題の分析及び対策の必要性の検討を行うものである。

本業務は、北千葉道路の新規事業化に係る事業評価資料（整備効果の取纏めや費用対
効果の分析等）の作成を主とした内容であり、業務の履行にあたっては、多様な視点によ
る検討や国民目線でのわかりやすい資料作成が要求される内容であったが、新規事業
の実現に向けて社内の多部門の連携を図り、限られた時間内で迅速かつ的確で丁寧な
資料作りで貢献した。また、成果に関してもわかりやすく整理され、優れたものであり高く
評価できるものであった。

Ｒ１首都国道管内道路計画検討業務

令和3年3月31日

Ｒ１しゅとこくどうかんないどうろけいかくけんとうぎょうむ

優良業務及び優秀技術者表彰の概要及び表彰理由(関東地方整備局長表彰)

ぱしふぃっくこんさるたんつ　かぶしきがいしゃ　しゅとけんほんしゃ

パシフィックコンサルタンツ　株式会社　首都圏本社

管理技術者職種
さかた　ともき

坂田　知己
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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）

業務概要

表彰理由

福田　浩昭

Ｈ３１国道３５７号塩浜立体（海側）他詳細設計業務

平成31年4月23日 令和3年3月31日

優良業務及び優秀技術者表彰の概要及び表彰理由(関東地方整備局長表彰)

ふっけんちょうさせっけい　かぶしきがいしゃ　とうきょうししゃ

復建調査設計　株式会社　東京支社

ふくだ　ひろあき

職種 管理技術者

本業務の履行にあたっては、隣接する構造物の詳細設計との間で設計思想や仕様等につ
いての整合性を確認しつつ、並行して作業が行われている他の設計業務とも連携を図りな
がら進める必要があった。当該会社は、業務の履行体制について支援体制が整備され、他
業務との連携に関してもリーダーシップを発揮するなど、責任感をもって高い技術力を駆使
して満足する成果をあげた。

H３１こくどう３５７ごうしおはまりったい（うみがわ）ほかしょうさいせっけいぎょうむ

　本業務は、国道３５７号東京湾岸道路（市川市～浦安市区間）の中で、塩浜交差点及び猫
実川を跨ぐ塩浜立体海側橋梁詳細設計及び市川市塩浜から浦安市富岡における３種道路
の道路詳細設計（海側・山側）、３種道路整備に伴う既設共同溝換気口の移設設計、地形
測量等を行ったものである。
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