
令和４年７月１５日（金）
国土交通省関東地方整備局
利 根 川 下 流 河 川 事 務 所

記者発表資料

令和３年度 利根川下流河川事務所 優良工事等表彰について

～技術の向上及び円滑な事業の推進を目指して～

発 表 記 者 ク ラ ブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、茨城県政記者クラブ、
千葉県政記者会、鹿島記者クラブ、香取記者クラブ

問 い 合 わ せ 先

国土交通省 関東地方整備局 利根川下流河川事務所

工事品質管理官 ： 大澤 一弘

工務課長 ： 青木 裕

電話 0478-52-6361（代表)
ＦＡＸ 0478-52-9720（代表)

あおき ゆたか

おおさわ かずひろ

国土交通省利根川下流河川事務所では、令和３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、
下記のとおり表彰を行いますのでお知らせいたします。

また、令和３年度河川工事（河川・海岸・ダム・砂防）”ナマ”現場写真
コンテストの事務所長表彰も併せて行います。

記

１．表彰日 令和４年７月２１日（木） １５：１５～１６：００

２．場 所 佐原中央公民館 ３階 大会議室 （別添案内図のとおり）

３．表彰件数等（１）優良工事関係（対象工事件数３８件）

・優良工事表彰８件（うち優秀工事技術者２名）

・難工事功労表彰３件

（２）優良業務関係（対象業務件数３０件）

・優良業務表彰２件（うち優秀技術者２名）

（３）河川工事（河川・海岸・ダム・砂防）”ナマ”現場写真コンテスト

・事務所長表彰１件
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令和３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、利根川下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、利根川下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、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。

(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（「難工事指定」

試行対象工事）のうち、施工等が良好で、他の模範とするに足りるもの表彰する
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。

(週休２日適用工事表彰)
利根川下流河川事務所管内の工事において、施工等が優秀であり、現場での

週休２日を達成したものを表彰する制度です。

(ＩＣＴ活用工事表彰)
利根川下流河川事務所管内の工事において、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。

（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、利根川下流河川事務所管内の出張所支所及び関係各課から

推薦された工事及び業務の中から、所内選定委員会において審査を行いました。
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３．選定方針

（優良工事表彰）
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日への取り組み等を重点に選定。

（優秀工事技術者表彰）
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。

(難工事功労表彰)
① 「難工事指定」試行対象工事のうち、成績が良好で、その功績が顕著なもの。

（週休２日適用工事表彰）
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 週休２日適用工事のうち、４週８休以上を達成したもの。

（ＩＣＴ活用工事表彰）
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 ＩＣＴ活用により出来形、品質が優れているもの。

（優良業務及び優秀技術者表彰）
① 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。

② 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。

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。

４．表彰される件名等
表彰対象件名等については別表参照(当事務所関連の局長表彰等含む)

５．その他
優良工事、優秀工事技術者、または難工事功労で表彰された場合は、総合評価方式

等において企業及び技術者の技術力評価が優位になる場合があります。
また、優良業務表彰及び優秀技術者表彰を受賞した場合、それぞれ企業及び技術者

の技術力評価が優位になります。

６．河川工事（河川・海岸・ダム・砂防）”ナマ”現場写真コンテスト表彰について
工事期間中の今しか見られない現場写真を、今、見せる・見て欲しい『技術者目

線の河川工事（河川・海岸・ダム・砂防）”ナマ”現場写真』として、国土交通省が
発注した工事の受注者･施工者に募集したものです。関東地方整備局が募集し、令和
３年度事務所管内において作品の応募がありました。
事務所内にて審査を行い、１作品が優秀な作品として選定されました。
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（別表）

 
利根川下流河川事務所

～
R4.3.28

～
R4.3.28

～
R4.2.15

～
R4.3.31

（週休２日適用工事）

～
R3.6.30

～
R4.3.24

４／１２

令和３年度　優良工事（事務所長）表彰一覧表

○令和３年度に完成した工事３８件の中から以下の８件が選定されました。

工　事　名 工　事　場　所 工　期

業　者　名
工事種別

代表者名

住　　　所

Ｒ２とねがわうがんもりとちくじょうりゅうちくていこ
うじ

千葉県銚子市森戸町地先 R2.12.8

すいごうけんせつ　かぶしきかいしゃ

一般土木工事

水郷建設　株式会社

Ｒ２利根川右岸森戸地区上
流築堤工事 だいひょうとりしまりやく　もぎ　ようこ

代表取締役　茂木　陽子

茨城県潮来市上戸2013

Ｒ２とねがわうがんもりとちくちゅうおうちくていこう
じ

千葉県銚子市森戸町地先 R2.12.4

まつざきけんせつ　かぶしきがいしゃ

一般土木工事

松崎建設　株式会社

Ｒ２利根川右岸森戸地区中
央築堤工事 だいひょうとりしまりやく　まつざき　さとし

代表取締役　松﨑　里志

茨城県潮来市牛堀１７１－１

Ｒ２とねがわうがんきおろしごがんさいがいふっ
きゅうこうじ

千葉県印西市木下地先 R3.5.11

とうほうけんせつ　かぶしきがいしゃ

一般土木工事

東邦建設　株式会社

Ｒ２利根川右岸木下護岸災
害復旧工事 だいひょうとりしまりやく　みやむら　りょうすけ

代表取締役　宮村　亮祐

千葉県成田市吉倉１５０－１８

Ｒ２・３さわらかんないいじこうじ

千葉県香取市内他 R2.4.1

むろたけんせつ　かぶしきがいしゃ

維持修繕工事

室田建設　株式会社

Ｒ２・３佐原管内維持工事
だいひょうとりしまりやく　むろた　としお

代表取締役　室田　利生

千葉県香取市扇島６６－１

Ｒ１きたちばどうすいろそうさせいぎょせつびこう
しんこうじ

千葉県印西市発作地先 R2.2.20

かぶしきがいしゃ　えばらせいさくしょ　とうきょうししゃ

機械設備工事

株式会社　荏原製作所　東京支社

Ｒ１北千葉導水路操作制御
設備更新工事 とうきょうししゃちょう　おがた　きよし

東京支社長　緒方　潔

東京都大田区羽田旭町１１－１

一般土木工事

松原建設　株式会社

Ｒ２利根川左岸荒波築堤工
事 だいひょうとりしまりやく　さがわ　かつとよ

代表取締役　佐川　克豊

千葉県千葉市中央区浜野町５３３
－２３

まつばらけんせつ　かぶしきがいしゃ

Ｒ２とねがわさがんあらくちくていこうじ

茨城県神栖市荒波地先、
仲新田地先

R2.6.20



（ＩＣＴ活用工事）

～
R4.3.28

～
R4.3.25

５／１２

Ｒ２とねがわうがんかきねちくちくていこうじ

千葉県銚子市垣根地先 R3.5.7

えんどうけんせつ　かぶしきがいしゃ

一般土木工事

遠藤建設　株式会社

 Ｒ２利根川右岸垣根地区築
堤工事 だいひょうとりしまりやく　いとう　ゆきお

代表取締役　伊藤　幸夫

千葉県旭市後草７５

Ｒ２とねがわさがんやたべちくていかさあげほか
その２こうじ

茨城県神栖市矢田部地先
他２カ所 R3.8.1

だいしょうけんせつ　かぶしきかいしゃ

一般土木工事

大勝建設　株式会社　 

Ｒ２利根川左岸矢田部築堤
嵩上外その２工事 だいひょうとりしまりやく　みやうち　たかし

代表取締役　宮内　隆

茨城県神栖市波崎８８５０番地



（別表）

利根川下流河川事務所　　

○令和３年度に完成した工事３８件の中から以下の２名が選定されました。

業　者　名

代表者名

住　　　所

すいごうけんせつ　かぶしきかいしゃ

水郷建設　株式会社

だいひょうとりしまりやく　もぎ　ようこ

～ 代表取締役　茂木　陽子

R4.3.28 茨城県潮来市上戸2013

まつざきけんせつ　かぶしきがいしゃ

松崎建設　株式会社

だいひょうとりしまりやく　まつざき　さとし

～ 代表取締役　松﨑　里志

R4.3.28 茨城県潮来市牛堀１７１－１

６／１２

一般土木工事
現場代理人
兼監理技術

者

松﨑　祐二

工　事　場　所 工　期

千葉県銚子市森戸町地先

担当工事名

まつざき　ゆうじ
Ｒ２とねがわうがんもりとちくちゅ

うおうちくていこうじ

千葉県銚子市森戸町地先Ｒ２利根川右岸森
戸地区中央築堤工

事

R2.12.4

令和３年度　優秀工事技術者（事務所長）表彰一覧表

R2.12.8

現場代理人
兼監理技術

者
一般土木工事

職　　名
工事種別

技術者名

茂木　秀敏
もぎ　ひでとし

Ｒ２とねがわうがんもりとちくじょ
うりゅうちくていこうじ

Ｒ２利根川右岸森
戸地区上流築堤工

事



（別表）

利根川下流河川事務所

～
R4.3.31

～
R4.3.31

～
R4.3.31

７／１２

令和３年度　難工事功労表彰一覧表

○令和３年度に完成した工事３８件の中から以下の３件が選定されました。

工　事　名 工　事　場　所 工　期

業　者　名
工事種別

代表者名

住　　　所

Ｒ２・３とりでかんないいじこうじ

取手出張所管内 R2.4.1

かぶしきかいしゃ　いしはまけんせつ

維持修繕工事

株式会社　石浜建設

Ｒ２・３取手管内維持工事
だいひょうとりしまりやく　いまい　さとし

代表取締役　今井 悟史

千葉県柏市泉町11-16

維持修繕工事

株式会社　石浜建設

Ｒ２・３竜ヶ崎管内維持修繕
工事 だいひょうとりしまりやく　いまい　さとし

代表取締役　今井 悟史

千葉県柏市泉町11-16

Ｒ２・３北千葉管内維持工事
だいひょうとりしまりやく　ますだ　あきら

代表取締役　増田　明

千葉県印西市大森３２２６番地の
１

Ｒ２・３りゅうがさきかんないいじしゅうぜんこうじ

竜ケ崎出張所管内 R2.4.28

かぶしきかいしゃ　いしはまけんせつ

Ｒ２・３きたちばかんないいじこうじ

北千葉導水路管理支所管
内 R2.4.1

かぶしきかいしゃ　あじあかいはつこうぎょう

維持修繕工事

株式会社　アジア開発興業



（別表）

利根川下流河川事務所　　

業　者　名

代表者名

住　　　所

かぶしきがいしゃ　どーこん　とうきょうしてん

株式会社　ドーコン　東京支店

とうきょうしてんちょう　はっとり　ただゆき

～ 東京支店長　服部 唯之

R4.3.31 東京都中央区日本橋小伝馬町４－９ 小伝馬町
新日本橋ビルディング

～
R3.12.28

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

ちばじむしょちょう　はせがわ　としや

千葉事務所長　長谷川 俊彌

千葉県千葉市中央区新田町５－１０ わかちく千
葉ビル

８／１２

さいとう　かつや土木関係建設
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務

技術者名業務の名称 事業区分 履行期間

中島　克人

R3.5.20

Ｒ１別所地区築堤設計及
び樋管設計業務

Ｒ１べっしょちくちくていせっけいおよびひか
んせっけいぎょうむ

齋藤　克矢Ｒ２桜川排水樋管詳細設
計業務

R2.10.13土木関係建設
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務

Ｒ２さくらがわはいすいひかんしょうさいせっ
けいぎょうむ

令和３年度 優良業務（事務所長）表彰 優秀技術者（事務所長）表彰 一覧表

○令和３年度に完了した業務等３０件の中から、以下の２件の優良業務および２名の優秀技術者が選定されました。

なかしま　かつひと



（別表）

 

利根川下流河川事務所　応募作品 | 河川 | 国土交通省　関東地方整備局 (mlit.go.jp) 利根川下流河川事務所

～
R4.3.30

とうほうけんせつ　かぶしきがいしゃ

むろたけんせつ　かぶしきがいしゃ

９／１２

まつばらけんせつ　かぶしきがいしゃ

業　者　名

撮影者名代表者名

住　　　所

Ｒ２とねがわうがんつかもとじょうりゅうひかんし
んせつこうじ

千葉県銚子市塚本町地先 R3.7.29

おかだどけん　かぶしきがいしゃ

岡田土建　株式会社

Ｒ２利根川右岸塚本上流樋
管新設工事

河川工事（河川・海岸・ダム・砂防）”ナマ”現場写真コンテスト表彰一覧表

○　（　事務所長表彰　）　令和３年度に応募のあったものから以下の１件が選定されました。

工　事　名 工　事　場　所 工　期

いしげ　りゅうすけ

石毛　龍介
だいひょうとりしまりやく　やまざき　まもる

代表取締役　山崎　守

千葉県銚子市東芝町３－１

https://www.ktr.mlit.go.jp/river/gijyutu/river_gijyutu00000067.html


（別表）

 
利根川下流河川事務所

～
R4.3.30

１０／１２

おかだどけん　かぶしきがいしゃ

岡田土建　株式会社

だいひょうとりしまりやく　やまざき　まもる

代表取締役　山崎　守

千葉県銚子市東芝町３－１

○令和３年度に完成した工事３８件の中から以下の１件が選定されました。

工　事　名 工　事　場　所 工　期

業　者　名
工事種別

代表者名

住　　　所

令和３年度　優良工事（局長）等表彰一覧表

Ｒ２とねがわうがんつかもとじょうりゅ
うひかんしんせつこうじ

（参考）

千葉県銚子市塚本町地先 R3.7.29 一般土木工事Ｒ２利根川右岸塚本上流樋
管新設工事



（別表）

利根川下流河川事務所　　

○令和３年度に完成した工事３８件の中から以下の１名が選定されました。

業　者　名

代表者名

住　　　所

おかだどけん　かぶしきがいしゃ

岡田土建　株式会社

だいひょうとりしまりやく　やまざき　まもる

～ 代表取締役　山崎　守

R4.3.30 千葉県銚子市東芝町３－１

１１／１２

現場代理人
兼監理技術

者

Ｒ２とねがわうがんつか
もとじょうりゅうひかんし
んせつこうじ

Ｒ２利根川右岸塚
本上流樋管新設工
事

千葉県銚子市塚本町地先 一般土木工事石毛　龍介
いしげ　りゅうすけ

R3.7.29

（参考）

令和３年度　優秀工事技術者（局長）表彰一覧表

技術者名 担当工事名 職　　名 工　事　場　所 工　期
工事種別



（別表）

利根川下流河川事務所　　

業　者　名

代表者名

住　　　所

Ｒ３とねがわかりゅうぶしぜんさ
いせいけんとうぎょうむ

Ｒ３とねがわかりゅうぶしぜんさいせいけんとうぎょうむえ

こー・かせんざいだん・にっすいこんせっけいきょうどうたい
ひらた　しんじ

Ｒ３利根川下流部自然再生検討業務エコー・河川財
団・日水コン設計共同体

だいひょうとりしまりやくしゃちょう　しばき　ひでのり

～ 代表取締役社長　柴木　秀之

R4.3.31 東京都台東区北上野2-6-4

とうほうけんせつ　かぶしきがいしゃ

むろたけんせつ　かぶしきがいしゃ

まつばらけんせつ　かぶしきがいしゃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２／１２

技術者名

R3.5.25

履行期間

（参考）
令和３年度 優良業務（局長）表彰 優秀技術者（局長）表彰 一覧表

○令和３年度に完了した業務等３０件の中から、以下の１件の優良業務および１名の優秀技術者が選定されました。

業務の名称 事業区分

Ｒ３利根川下流部自然再
生検討業務

平田　真二土木関係建設
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務



上記は「地理院地図」（https://maps.gsi.go.jp/）利用

ご来場の際は、以下についてご留意くださいますよう、お願い致します。
 ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「検温」、「手洗い」や「マスク着用を含む咳 エチケット」等の
  感染症予防対策を講じること。
 ・風邪のような症状がある場合には自身の体調を優先し、 参加を控えること。

会場案内図（佐原中央公民館）

上記の中央部分佐原駅表示の右側「＋」の位置です。駐車場があるので自動車での来場可能
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