
令 和 ３ 年 ７ 月 ２ １ 日 （ 水 ）
国 土 交 通 省 関 東 地 方 整 備 局
利 根 川 上 流 河 川 事 務 所

記 者 発 表 資 料

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、技術者に対する事務所長表彰を下記のとおり執り行いました。
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栃木県政記者クラブ、刀水クラブ・テレビ記者会、千葉県政記者会

問 い 合 わ せ 先
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副 所 長 （事業） ： 阪 本 敦 士
すずき まさし

総括保全対策官 ： 鈴 木 雅 史
電 話 番 号：０４８０－５２－３９２１
ＦＡＸ1番 号：０４８０－５２－３９７９

令和２年度 利根川上流河川事務所優良⼯事等の表彰について

１．日 時：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：７４件）

・優良工事、優秀技術者 ６件 ４名

・優良下請企業、優秀下請技術者 １件 １名

・難工事功労 1３件

・建設業担い手育成・確保貢献工事 １０件

（２） 優良業務関係（対象業務件数：５１件）

・優良業務、優秀技術者 ３件 ３名

【参考】上記以外に当事務所発注の工事、業務で局長表彰受賞があります。

・優良工事、優秀技術者 ５件４名

・優良業務、優秀技術者 ２件２名
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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きました。



１．目 的

（優良工事表彰）

優良工事表彰は、利根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、利根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。

（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。

２．選定方法

優良工事等の選定は、利根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、誠実性等を重点に選定

（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 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

④ 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

４．その他

優良工事、優秀工事技術者、難工事功労表彰、建設業担い手育成・確保貢献工事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。

※『建設業担い手育成・確保貢献工事表彰制度』については別紙参照
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令和２年度 優良⼯事等の表彰について



令和２年度 優良⼯事等 事務所⻑表彰
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優良工事および優秀工事技術者表彰

工事名 会社名

優秀工事技術者

技術者区分 氏名

Ｒ１渡良瀬川左岸西町堤防災害復旧工事 岩崎工業株式会社

Ｒ１利根川左岸徳川町低水護岸災害復旧（その２）工事 伊田テクノス株式会社 現場代理人 三上 真司

Ｒ１利根川右岸常木築堤工事 株式会社松永建設 監理技術者 田中 吉朗

Ｒ１利根川右岸上村君堤防強化（上）工事 株式会社ケージーエム 監理技術者 澤野 和哉

Ｒ１利根川左岸徳川町低水護岸災害復旧（その１）工事 河本工業株式会社

Ｒ１利根川左岸大山築堤工事 松浦建設株式会社 監理技術者 大竹 康雄

優良業務および優秀技術者表彰

業務名 会社名

優秀技術者

技術者区分 氏名

Ｈ３１羽生・行田地区外堤防整備検討業務
大日本コンサルタント株式会社
関東支社

管理技術者 吉野 隆裕

Ｒ２首都圏氾濫区域動態観測等業務 株式会社福田量地 主任技術者 赤石 勝義

Ｒ２水文資料整理業務
第一航業株式会社
北関東支社

主任技術者 大澤 一雄

優良下請企業および優秀下請技術者表彰

工事名

優良下請

企業名 技術者区分 氏名

Ｒ１利根川右岸常木築堤工事 株式会社テクノアール 主任技術者 若勢 真

（敬称略）

（敬称略）

（敬称略）



令和２年度 優良⼯事等 事務所⻑表彰
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難工事功労表彰

工事名 会社名

Ｒ１利根川左岸舞木地先高水敷整備工事 小川工業株式会社

Ｈ３１－３２守谷管内左岸河川維持工事 常陽建設株式会社

Ｒ２川俣管内左岸河川維持工事 河本工業株式会社

Ｒ２古河管内下流部河川維持工事 株式会社高橋芝園土木

Ｈ３１－３２目吹管内右岸河川維持工事 川村建設株式会社

Ｈ３１－３２藤岡管内巴波川他河川維持工事 潮田建設株式会社

Ｒ２藤岡管内渡良瀬川他河川維持工事 田部井建設株式会社

Ｒ２八斗島管内樹木伐採工事 岩崎工業株式会社

Ｒ１守谷管内樹木伐採工事 岩崎工業株式会社

Ｒ２大利根管内右岸河川維持工事 小川工業株式会社

Ｒ２守谷管内右岸河川維持工事 潮田建設株式会社

Ｒ２目吹管内左岸河川維持工事 潮田建設株式会社

Ｈ３１－３２古河管内上流部河川維持工事 株式会社青木建設

建設業担い手育成・確保貢献工事表彰

工事名 会社名
表彰技術者

技術者区分 氏名

R1利根川右岸仁手低水護岸災害復旧（その２）工事 古郡建設株式会社 監理技術者 金子 実

R1利根川右岸名堤防天端整備工事 田部井建設株式会社 監理技術者 亀田 允璋

R1思川右岸友沼堤防整備工事 株式会社松永建設 現場代理人 久保 巽

R2藤岡管内渡良瀬川他河川維持工事 田部井建設株式会社
監理技術者兼
現場代理人

横手 弘

Ｒ１利根川右岸常木築堤工事 株式会社松永建設 現場代理人 伊丹 健一

Ｒ１利根川右岸上村君堤防強化（上）工事 株式会社ケージーエム 現場代理人 鈴木 啓太

Ｒ１休泊川排水機場ポンプ設備修繕工事
株式会社荏原製作所
北関東支社

監理技術者兼
現場代理人

高橋 精

R1利根川仁手河道整正災害復旧工事 田部井建設株式会社 監理技術者 堀越 友一

R1利根川右岸栗橋北地盤改良工事 小川工業株式会社 監理技術者 関根 綾香

R1守谷管内樹木伐採工事 岩崎工業株式会社 現場代理人 寺島 克嘉

（敬称略）

（敬称略）



令和２年度 優良⼯事等 局⻑表彰参考
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優良業務および優秀技術者表彰

業務名 会社名

優秀技術者

技術者区分 氏名

石川排水樋管予備設計検討業務
株式会社東京建設コンサルタント
東京本社

管理技術者 重松 栄児

Ｒ２栗橋・古河流量観測業務 パスキン工業株式会社 主任技術者 石渡 伸

優良業務および優秀技術者表彰

工事名 会社名

優秀工事技術者

技術者区分 氏名

Ｒ１利根川右岸仁手低水護岸災害復旧（その４）工事 真下建設株式会社 監理技術者 伊藤俊一郎

Ｒ１利根川上流ＣＣＴＶ設備改修工事 株式会社協和エクシオ

Ｒ２八斗島管内右岸河川維持工事 古郡建設株式会社 監理技術者 山中薫

Ｒ２目吹守谷管内堤防強化関連整備工事 戸邊建設株式会社 監理技術者 高野 憲明

Ｒ１休泊川排水機場ポンプ設備修繕工事
株式会社荏原製作所
北関東支社

監理技術者 高橋 精

（敬称略）

（敬称略）



■優良⼯事・優秀⼯事技術者
Ｒ１渡良瀬川左岸⻄町堤防災害復旧⼯事

Ｒ１利根川左岸徳川町低⽔護岸
災害復旧（その２）⼯事

Ｒ１利根川右岸常⽊築堤⼯事
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完成写真

完成写真

完成写真

受賞コメント
今回このような賞をいただき、ありがと

うございました。今後も建設業に貢献で
きるように頑張ります。

岩崎工業株式会社

伊田テクノス株式会社
現場代理人 三上 真司

受賞コメント
今回の受賞を励みに、これからも更なる技

術の向上に精進してまいります。

株式会社松永建設
監理技術者 田中 吉朗

受賞コメント
本受賞を励みに今後もさらに精進し、より

良い施工管理に努めて参りたいと思います。

顔写真を⼊れる

【参考】令和２年度 優良⼯事等 受賞者紹介①
（敬称略）



■優良⼯事・優秀⼯事技術者
Ｒ１利根川右岸上村君堤防強化（上）⼯事

Ｒ１利根川左岸徳川町低⽔護岸
災害復旧（その１）⼯事

Ｒ１利根川左岸⼤⼭築堤⼯事
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完成写真

完成写真

受賞コメント
光栄な賞を頂き有難うございました。今後も

国土強靭化に貢献出来る様に精進してまいり
ます。

株式会社ケージーエム
監理技術者 澤野 和哉

受賞コメント

河本工業株式会社

受賞コメント
今回の受賞を励みに、これからもより一層

技術向上に精進していきたいと思います。

松浦建設株式会社 監理技術者 大竹 康雄

受賞コメント
今回の受賞を励みに、これからもより一層

技術の向上に努力していきたいと思います。

【参考】令和２年度 優良⼯事等 受賞者紹介②

完成写真

（敬称略）



■優良下請企業・優秀下請技術者
Ｒ１利根川右岸常⽊築堤⼯事
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株式会社テクノアール 主任技術者 若勢 真

■優良業務・優秀技術者表彰
Ｈ３１⽻⽣・⾏⽥地区外堤防整備検討業務

Ｒ２⾸都圏氾濫区域動態観測等業務 Ｒ２⽔⽂資料整理業務

受賞コメント
動態観測は長年携わってきた業務なだけに、

今回の受賞を非常にうれしく思います。
今後も国民の財産や生命を守る利根川流域の

首都圏氾濫区域堤防強化対策を通して社会貢
献できるように精進してまいります。

株式会社福田量地
主任技術者 赤石 勝義

大日本コンサルタント株式会社 関東支社
管理技術者 吉野 隆裕

受賞コメント
今回の受賞は、作業に関わったメンバー

の協力と技術力の結果です。
今後も技術向上に努力したいと思います。

第一航業株式会社北関東支社
主任技術者 大澤 一雄

受賞コメント
このような賞を受賞できた事は現場携わっ

た方々のおかげです。これからもさらなる技
術の向上、社会貢献に努力していきたいと思
います。

【参考】令和２年度 優良⼯事等 受賞者紹介③
（敬称略。写真等は、提供いただいた⼯事のみ掲載）



9

受賞コメント
今回の受賞を励みとして、現在施工中の工事

につきましても安全等に配慮して完成させたい
と考えております。

Ｈ３１－３２守⾕管内左岸
河川維持⼯事

常陽建設株式会社

■難⼯事功労表彰

受賞コメント
今回の受賞は、現場職員・作業員との協力の上

獲得できたものだと考えています。
今後も現場の皆と協力し、工事完成を目指します。

受賞コメント
今後も無事故・無災害で工事を完

成できるよう努めてまいります。

受賞コメント
今回の受賞に関しましては現場従事者の方々の

ご指導を頂けたおかげだと存じます。
至らない点ばかりですが、今後とも周囲の方々へ

の感謝を忘れず工事へ取り組みたいと思います。

Ｒ１利根川左岸舞⽊地先⾼⽔敷整備⼯事
⼩川⼯業株式会社

Ｒ２古河管内下流部河川維持⼯事
株式会社⾼橋芝園⼟⽊

Ｒ２川俣管内左岸河川維持⼯事
河本⼯業株式会社

【参考】令和２年度 優良⼯事等 受賞者紹介④

Ｈ３１－３２⽬吹管内右岸河川維持⼯事
川村建設株式会社

受賞コメント
今後も堤防などに支障の無いよう、

維持管理に努めていきたいと思い
ます。

Ｈ３１－３２藤岡管内巴波川他
河川維持⼯事

潮⽥建設株式会社

（敬称略。写真等は、提供いただいた⼯事のみ掲載）

受賞コメント
この受賞を励みとし、今後も工事

運営に精進していきます。



【参考】令和２年度 優良⼯事等 受賞者紹介⑤
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受賞コメント
今後も迅速な対応を⼼掛け、施⼯管理
に携わっていく所存です。

Ｒ２⼋⽃島管内樹⽊伐採⼯事
岩崎⼯業株式会社

受賞コメント
今回の受賞を励みに今後もより⼀層、品質・技
術の向上に努めたいと思います。

受賞コメント
今回の受賞を励みに、これからも無事故・無災
害で⼯事完成を⽬指し努⼒します。

Ｒ２藤岡管内渡良瀬川他河川維持⼯事
⽥部井建設株式会社

Ｒ２⼤利根管内右岸河川維持⼯事
⼩川⼯業株式会社

Ｒ１守⾕管内樹⽊伐採⼯事
岩崎⼯業株式会社

Ｒ２⽬吹管内左岸河川維持⼯事
潮⽥建設株式会社

Ｈ３１－３２古河管内上流部
河川維持⼯事

株式会社⻘⽊建設

受賞コメント
これからも、技術の向上に努めていきたいと
思います。

受賞コメント
今回の受賞を励みに今後もより⼀層、品質・技
術の向上に努めたいと思います。

■難⼯事功労表彰 （敬称略。写真等は、提供いただいた⼯事のみ掲載）



建設業担い⼿育成・確保貢献⼯事表彰制度について

１．目的

建設業担い手育成・確保貢献工事表彰は、利根川上流河川事務所発注の工事を受注し、

建設産業の担い手の育成および新たな確保に関する取り組みが総合的に優れた工事を表

彰することにより、民間企業の担い手育成及び確保に関する取り組みをより一層増進すること

を目的とした制度です。

２．選定の考え方

下記に該当する工事から、担い手の育成・確保の観点から秀でた取り組みを行った企業を

選定しています。

・当該工事の成績が優良なもの

・当該工事にて実施された「創意工夫」及び「社会性等」に係る取り組みの中で、担い手育

成・確保に関する取り組みが総合的に優れたもの

３．担い手の育成、確保に対する取り組み評価について

以下のような取り組みで、創意工夫やマスコミ等への広報に秀でている取り組みを高く評価

することとしています。

① 建設業界への入職のきっかけづくりとなる取り組み

例：子供、学生等に対する現場見学会、インターンシップの実施

建設工事の施工体験、測量機器等の操作体験

② 建設業の社会的意義・役割や魅力・やりがいを知ってもらうための取り組み

例：地域の防災訓練に参加、災害時に地域住民等を支援

建設現場での新技術の活用、i-Construction・情報化施工等の取り組みをアピール

③ 建設現場の労働環境を改善する取り組み

例：労働者に対する週休２日の確保を徹底

働きやすい環境（更衣室、休息場所などの設置）の整備

④ 若手技術者、女性技術者育成のための取り組み

例：当該工事現場をフィールドにした若手技術者、女性技術者に対する研修や講習会等を

実施

４．総合評価における加点評価

表彰受賞者は、利根川上流河川事務所が発注する総合評価落札方式による工事の入札

契約手続きにおいて、企業及び配置予定技術者の技術力における項目で加点評価を受ける

ことができます。

別紙

※受賞工事の取組事例は、次頁以降を参照
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R1利根川右岸仁⼿低⽔護岸災害復旧
（その２）⼯事
 大学生をインターンシップで受け入れを実施し、現

場体験を通して建設業の魅力を伝える取組を実施。

 工業高校生を対象としたオンライン現場見学会を実
施。

 女性が働きやすい環境（更衣スペース付き女子トイ
レなど）の整備。

株式会社松永建設

⽥部井建設株式会社古郡建設株式会社

R1思川右岸友沼堤防整備⼯事
 小学校1，2年生を対象とした現場見学会を実施。建設機械の試乗体験などを通じ、土木工事とのふれあいを

体験。

 女性職員による、現場環境改善を目的としたパトロールを実施。

R1利根川右岸名堤防天端整備⼯事
 大学生や工業高校生のインターンシップの受け入

れを実施。

 女性社員による現場パトロールを実施し、現場環
境改善に取り組んだ。
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オンライン現場見学会実施状況

現場代理人 久保 巽

受賞コメント
これからも多くの方々に建設業を身近に

感じてもらえる機会を作っていきたいと思
います。

管理技術者 亀田 允璋

小学生を対象にした現場見学会

令和２年度「担い⼿の育成・確保貢献⼯事」表彰⼯事の事例紹介①
（敬称略。写真等は、提供いただいた⼯事のみ掲載）



株式会社ケージーエム
Ｒ１利根川右岸上村君

堤防強化（上）⼯事
 工業高校生をインターンシップで受け入れを実施

し、現場体験を通して建設業の魅力を伝える取組
を実施。

株式会社松永建設
Ｒ１利根川右岸常⽊築堤⼯事

 若手技術者を配置し、担い手の育成に取り組ん
だ。

⽥部井建設株式会社
R2藤岡管内渡良瀬川他河川維持⼯事
 複数の若手技術者を一定期間配置し、工事に必要な測量機器の操作などの手順を経験することで現場に対

する意識の向上を図った。

 女性社員による現場パトロールを実施し、現場環境改善に取り組んだ。

若手技術者による測量状況
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現場代理人 伊丹 健一

受賞コメント
これからも建設業の魅力を多くの人に

知ってもらえるよう努めてまいります。

現場代理人 鈴木 啓太

受賞コメント
今後も今回の受賞を励みに建設産業の

担い手の確保、育成に関する取組に努め
てまいります。

監理技術者兼現場代理人 横手 弘

令和２年度「担い⼿の育成・確保貢献⼯事」表彰⼯事の事例紹介②
（敬称略。写真等は、提供いただいた⼯事のみ掲載）



岩崎⼯業株式会社
R1守⾕管内樹⽊伐採⼯事
 若手技術者を配置し、担い手の育成に取り組ん

だ。

 女性社員による現場パトロールを実施し、現場環
境改善に取り組んだ。

⼩川⼯業株式会社
R1利根川右岸栗橋北地盤改良⼯事
 大学生をインターンシップで受け入れ、現場体験を

通して建設業の魅力を伝える取組を実施。

 女性技術者を配置し、技術者の育成を図るととも
に、女性が働きやすい環境づくりに力を入れ、更
衣室等を整備した。
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⽥部井建設株式会社
R1利根川仁⼿河道整正災害復旧⼯事
 工業高校生をインターンシップで受け入れを実施

し、現場体験を通して建設業の魅力を伝える取組
を実施。

株式会社荏原製作所北関東⽀社
Ｒ１休泊川排⽔機場ポンプ設備修繕⼯事
 技術者を育成するため、建設現場に新人技術者を

配置し、技術力向上を図る

 当該工事現場をフィールドにした若手技術者に対
する現場研修を実施。

現場代理人 寺島 克嘉

受賞コメント
今回の受賞を励みに今後の担い手育成・確

保に自ら声をあげ貢献できるように頑張って
いきたいと思います。

監理技術者 関根 綾香

受賞コメント
今回の受賞を励みに、今後も様々な取り組み

を現場で実践出来るよう、努力していきたいと思
います。

監理技術者兼現場代理人 高橋 精

受賞コメント
担当技術者として入社３年目の若手技術者を配置、

更に女性を含む20代の技術者の積極的な育成に取
り組んだ。
また週休２日の確保を徹底し、労働環境の改善にも

取り組んだ。

監理技術者 堀越 友一

令和２年度「担い⼿の育成・確保貢献⼯事」表彰⼯事の事例紹介③
（敬称略。写真等は、提供いただいた⼯事のみ掲載）


