
令和４年７月１５日（金） 

国土交通省 関東地方整備局 

宇都宮国道事務所 

国土交通省宇都宮国道事務所は、令和３年度に完成した工事及び完了した業務の

中から優れた成績を収めた工事、業務、技術者等について、令和３年度優良工事等

の事務所長表彰式を下記により執り行います。 

記 

１．日  時  ：令和４年 ７月２２日（金） １３：３０～１５：３０ 

２．開催場所  ：国土交通省 宇都宮国道事務所 第１、第２会議室 

（栃木県宇都宮市平松町５０４） 

３．表彰件数等 

（１）事務所長表彰 

１）工事 

 ・優良工事表彰 ６件（ICT 活用１件、BIM/CIM 活用１件、週休 2日表彰１件） 

・優秀技術者  ５名 

・難工事功労 ２１件 

２）業務 

・優良業務   ４件 

・優秀技術者  ４名 

（２）局長表彰紹介 

     ・優良工事   １件、優秀技術者 １名 

     ・優良業務   １件（ICT 活用１件）、優秀技術者 １名 

※表彰式は、マスコミ関係者に公開で開催します。

発表記者クラブ 

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 

栃木県政記者クラブ 茨城県政記者クラブ 

問い合わせ先 

国土交通省 関東地方整備局 宇都宮国道事務所 TEL 028-638-2181（代表） 

副  所  長 ： 松澤 義明 （まつざわ よしあき） 

     工事品質管理官 ： 飯田 久典（いいだ ひさのり） 

記者発表資料 

令和３年度 宇都宮国道事務所優良工事等の表彰について 

～技術の向上及び円滑な事業の推進を目指して～



【会場案内図】

＜宇都宮国道事務所 案内図＞ 

・ 表彰式は、マスコミ関係者に公開で開催します。 

・ 取材にお越しの際は、総務課で受付をお願いします。（正面玄関より左手側）

・ 撮影等は、式の進行の妨げとならないようお願いします。 

・ 駐車場は庁舎敷地内にあります。

来客者優先区画（１６台）
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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、宇都宮国道事務所の工事を受注し、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、宇都宮国道事務所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） 

  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。 

（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、宇都宮国道事務所の業務を受注し、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。 

２．選定方法 

 令和３年度に完成した工事及び完了した業務の中から、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 工事の難易度が高い、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。 

（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。 

（難工事功労） 

① 「難工事指定」試行対象工事のうち、当該工事が良好であり、その功績が顕著

なもの。 



（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。 

④ BIM/CIM 活用により品質が優れているもの。 

４．表彰の概要

宇都宮国道事務所が発注し、令和３年度に完成した工事（３３件）及び完了した

業務委託（４０件）のうち、その成績が特に優秀で他の模範となる工事及び業務の

事務所長表彰を行うものです。事務所長表彰は、【別表―１】のとおりです。 

なお、優良工事等の関東地方整備局長表彰は ７月２０日に関東地方整備局より

表彰式が行われました。宇都宮国道事務所に関係する工事の局長表彰は【別表―２】

のとおりです。 

５．その他 

優良工事、優秀工事技術者、難工事功労表彰の工事で表彰された場合は、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。



【別表－１】

（優良工事）

Ｒ２  こくどう４ごう  にしなすのどうろ      にしみしまちくほか   かいりょうほそうこうじ

Ｒ２国道４号西那須野道路西三島地区外改良舗装工事

Ｒ２・３      おやまかんないいじこうじ

Ｒ２・３小山管内維持工事
Ｒ１   こくどう４ごう   にしなすのどうろ         ３ごうほどうきょうせっちこうじ

Ｒ１国道４号西那須野道路３号歩道橋設置工事
Ｒ１    しん４ごう もとくりはしちく      かいりょう（その１)こうじ

Ｒ１新４号元栗橋地区改良（その１）工事
Ｒ２・３　　やいたかんないいじこうじ

Ｒ２・３矢板管内維持工事
Ｒ２　こくどう４ごうおおはらまみなみおうだんほどうきょうじょうぶこうじ

Ｒ２国道４号大原間南横断歩道橋上部工事

（優良工事・優秀技術者）

優秀技術者
氏　名

Ｒ２  こくどう４ごう にしなすのどうろ      にしみしまちくほか    かいりょうほそうこうじ ふじたどうろ          かぶしきがいしゃ　 しゅとけんしてん   こやつ　     かずき

Ｒ２国道４号西那須野道路西三島地区外改良舗装工事 フジタ道路　株式会社　首都圏支店 古谷津　和希
Ｒ２・３      おやまかんないいじこうじ いわさわけんせつかぶしきかいしゃ あおき　  ゆきお 

Ｒ２・３小山管内維持工事 岩澤建設　株式会社 青木　幸夫
Ｒ１   こくどう４ごう   にしなすのどうろ        ３ごうほどうきょうせっちこうじ とうこうきょうりょうかぶしきがいしゃ  さとう　   よしひろ

Ｒ１国道４号西那須野道路３号歩道橋設置工事 東綱橋梁　株式会社 佐藤　由洋
Ｒ１  しん４ごう   もとくりはしちく      かいりょう(その１)こうじ かじまどうろ       かぶしきがいしゃ　かんとうしてん ふくし　    たくみ

Ｒ１新４号元栗橋地区改良（その１）工事 鹿島道路　株式会社　関東支店 福士　拓海
Ｒ２・３     やいたかんないいじこうじ かぶしきがいしゃ  はまやぐみ うえたけ　まさおみ

Ｒ２・３矢板管内維持工事 株式会社　浜屋組 植竹　正臣

（優良業務）

Ｒ２・３    うつのみやこくどうかんないきょうりょうてんけんぎょうむ

Ｒ２・３宇都宮国道管内橋梁点検業務
Ｒ２   やいたかくふくどうろしょうさいせっけいほかぎょうむ

Ｒ２矢板拡幅道路詳細設計他業務
Ｒ２   うつのみやこくどうかんないでんせんきょうどうこうせっけいぎょうむ

Ｒ２宇都宮国道管内電線共同溝設計業務
Ｒ３   うつのみやこくどうこうつうあんぜんたいさくほかけんとうぎょうむ

Ｒ３宇都宮国道交通安全対策他検討業務

（優良業務・優秀技術者）

優秀技術者
氏　名

Ｒ２・３    うつのみやこくどうかんないきょうりょうてんけんぎょうむ 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 わきさか　だいち 

Ｒ２・３宇都宮国道管内橋梁点検業務 パシフィックコンサルタンツ　株式会社　首都圏本社 脇阪　大地
Ｒ２   やいたかくふくどうろしょうさいせっけいほかぎょうむ かぶしきがいしゃふっけんぎじゅつこんさるたんと    とうきょうしてん あおぬま　しんや

Ｒ２矢板拡幅道路詳細設計他業務 株式会社　復建技術コンサルタント東京支店 青沼　慎也
Ｒ２   うつのみやこくどうかんないでんせんきょうどうこうせっけいぎょうむ かぶしきがいしゃちょうだいつくばしてん よこやま　よういち

Ｒ２宇都宮国道管内電線共同溝設計業務 株式会社　長大つくば支店 横山　庸一
Ｒ３   うつのみやこくどうこうつうあんぜんたいさくほかけんとうぎょうむ かぶしきがいしゃけんせつぎじゅつけんきゅうじょとうきょうほんしゃ つちや　   みちひさ  

Ｒ３宇都宮国道交通安全対策他検討業務 株式会社　建設技術研究所　東京本社 土屋　三智久

工　　　事　　　名 業　　者　　名

1

2

3

4

5

かじまどうろ　　　かぶしきがいしゃ　かんとうしてん

かぶしきがいしゃ　はまやぐみ

東綱橋梁　株式会社

鹿島道路　株式会社　関東支店

かぶしきがいしゃけんせつぎじゅつけんきゅうじょとうきょうほんしゃ

株式会社　建設技術研究所　東京本社

業　　者　　名

1

2

1 フジタ道路　株式会社　首都圏支店

古河産機システムズ　株式会社　北関東営業所

業　　者　　名

ふるかわさんきしすてむず　　　　　かぶしきがいしゃ　きたかんとうえいぎょうしょ

【優良工事等表彰の一覧】

■宇都宮国道事務所長表彰　　　

4

3

ふじたどうろ         かぶしきがいしゃ　 しゅとけんしてん

2

工　　　事　　　名

岩澤建設　株式会社
いわさわけんせつかぶしきかいしゃ

とうこうきょうりょうかぶしきがいしゃ

2

株式会社　浜屋組

業　　　務　　　名 業　　者　　名

1
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

5

6

業　　　務　　　名

4

かぶしきがいしゃふっけんぎじゅつこんさるたんと    とうきょうしてん

株式会社　復建技術コンサルタント東京支店

3
かぶしきがいしゃちょうだいつくばしてん

株式会社　長大つくば支店

3

4



（難工事功労）

工　　　事　　　名

Ｒ２   こくどう４ごう   おおはらまみなみおうおだんほどうきょうかぶこうじ

Ｒ２国道４号大原間南横断歩道橋下部工事
Ｒ２  こくぶんじしゅっちょうじょかんないろめんほしゅうその６こうじ

Ｒ２国分寺出張所管内路面補修その６工事
Ｒ３   こくどう４ごう   こがおおつつみでんせんきょうどうこうろめんふっきゅうこうじ

Ｒ３国道４号古河大堤電線共同溝路面復旧工事
Ｒ３   こくどう４ごう   おやまきざわでんせんきょうどうこうその４こうじ

Ｒ３国道４号小山喜沢電線共同溝その４工事
Ｒ２  こくぶんじしゅっちょうじょかんないろめんほしゅうその４こうじ

Ｒ２国分寺出張所管内路面補修その４工事
Ｒ２  こくぶんじしゅっちょうじょかんないろめんほしゅうほかその５こうじ

Ｒ２国分寺出張所管内路面補修他その５工事
Ｒ３   こくどう４ごう  ひらいでこうぎょうだんちでんせんきょうどうこうこうじ

Ｒ３国道４号平出工業団地電線共同溝工事
Ｒ３  こくぶんじしゅっちょうじょかんないこうつうあんぜんたいさくこうじ

Ｒ３国分寺出張所管内交通安全対策工事
Ｒ２やいたしゅっちょうじょかんないごがん・のりめんふっきゅうこうじ

Ｒ２矢板出張所管内護岸・法面復旧工事
Ｒ２   こくどう４ごう   しもつけささはらでんせんきょうどうこうその３こうじ

Ｒ２国道４号下野笹原電線共同溝その３工事
Ｒ１   こくどう４ごう  もばらでんせんきょうどうこう（その４）こうじ

Ｒ１国道４号茂原電線共同溝（その４）工事
Ｒ２　おやましゅっちょうじょかんないろめんほしゅうその２こうじ

Ｒ２小山出張所管内路面補修その２工事
Ｒ２やいたしゅっちょうじょかんないこうつうあんぜんたいさくこうじ

Ｒ２矢板出張所管内交通安全対策工事
Ｒ２   うつのみやこくどうかんない ＣＣＴＶほかせつびこうじ

Ｒ２宇都宮国道管内ＣＣＴＶ外設備工事 テクノ産業株式会社
Ｒ２   こくどう５０ごう　　ゆうきばいぱすぬのかわちくかいりょうこうじ

Ｒ２国道５０号結城ＢＰ布川地区改良工事 株式会社　端工務店
Ｒ２ こくどう４ごうかすかべこがばいぱすごか・こがちくかいりょうほそうほかこうじ

Ｒ２国道４号春日部古河ＢＰ五霞・古河地区改良舗装他工事

Ｒ３   こがしおおつつみほか ひかりけーぶるいせつこうじ

Ｒ３古河市大堤外光ケーブル移設工事
Ｒ２・３      うつのみやこくどうじむしょかんない     りょくちかんりこうじ

Ｒ２・３宇都宮国道事務所管内緑地管理工事
Ｒ２   こくどう４ごう   にしはらやなぜでんせんきょうどうこうせいびこうじ

Ｒ２国道４号西原簗瀬電線共同溝整備工事
Ｒ２  あきやまがわばしたいしんほきょうこうじ

Ｒ２秋山川橋耐震補強工事
Ｒ２   こくどう４ごう   とねがわばしさがんごがんこうじ

Ｒ２国道４号利根川橋左岸護岸工事

13

12

21

20

19

18

1

11

10

9

8

7

6

なかじまさんぎょうかぶしきかいしゃ

きたがわひゅーてっく　    かぶしきがいしゃ　 とうきょうほんしゃ

おりえんたるしらいし       かぶしきかいしゃ　 とうきょうしてん

かなりじゅうきけんせつ   かぶしきかいしゃ

5

4

17

16

15

14
てくのさんぎょうかぶしきがいしゃ

東亜道路工業　株式会社　関東支社

かぶしきがいしゃ　はたこうむてん

とうあどうろこうぎょう      かぶしきがいしゃ　かんとうししゃ

かぶしきかいしゃ まるでん

東亜道路工業　株式会社　関東支社

とうあどうろこうぎょう　    かぶしきがいしゃ　かんとうししゃ

とうあどうろこうぎょう　    かぶしきがいしゃ　かんとうししゃ

かぶしきがいしゃ  はまやぐみ

株式会社　浜屋組

光洋建設　株式会社

東亜道路工業　株式会社　関東支社

たいゆうけんせつかぶしきがいしゃとうきょうしてん

かぶしきがいしゃ  はまやぐみ

かわかみけんせつかぶしきがいしゃ

こうようけんせつ  かぶしきかいしゃ

かぶしきがいしゃ　かんでんこう

かわかみけんせつかぶしきがいしゃ

業　　者　　名

3

2

株式会社　浜屋組

株式会社　丸電

光洋建設　株式会社

株式会社　関電工

川上建設　株式会社

世紀東急工業　株式会社　北関東支店

金成重機建設　株式会社

中嶋産業　株式会社

こうようけんせつ　かぶしきがいしゃ

北川ヒューテック株式会社　東京本社

大有建設株式会社東京支店

川上建設　株式会社

せいきとうきゅうこうぎょう かぶしきがいしゃ きたかんとうしてん

かぶしきがいしゃ  はまやぐみ

オリエンタル白石株式会社　東京支店

株式会社　浜屋組

株式会社　ＮＩＰＰＯ　栃木統括事業所
かぶしきかいしゃ　  にっぽ　       とちぎとうかつじぎょうしょ



【別表－２】

（優良工事・優秀技術者）

Ｒ２   しん４ごう  こうしゅちくほそうこうじ せいきとうきゅうこうぎょうかぶしきがいしゃ　きたかんとうしてん    きむら　 しげる

Ｒ２新４号幸主地区舗装工事 世紀東急工業　株式会社　北関東支店 木村　茂

（優良業務・優秀技術者）

優秀技術者
氏　名

Ｒ２   こくどう１２１ごう     にっこうかわじぼうさいきょうりょうしょうさいせっけいぎょうむ みついきょうどうけんせつこんさるたんとかぶしきがいしゃきたかんとうじむしょ しいば　　ひでとし

Ｒ２国道１２１号日光川治防災橋梁詳細設計業務 三井共同建設コンサルタント　株式会社　北関東事務所 椎葉　英敏1

1

優秀工事技術者
　氏　名

工　　　事　　　名 業　　者　　名

■関東地方整備局長表彰　　　　　

業　　　務　　　名 業　　者　　名


