
国土交通省 関東地方整備局 常陸河川国道事務所
TEL  ０２９－２４０－４０６１（代表）

副所長 大山 修（内線２０４）

副所長 髙橋 哲（内線２０５）

地域防災調整官 梶田 啓介（内線３０２）
かじた けいすけ

問い合わせ先

常陸河川国道事務所は、令和３年度に完成した工事及び完了した業務の中で、特に優れ
た成績を収めた工事、業務、技術者等について、表彰することとし、下記のとおり 表彰式を執
り行いますのでお知らせいたします。

記

１．日時：令和４年７月２１日（木） １０時００分から
新型コロナウイルスの感染防止の観点から２回に分けて表彰を行います。

２．場所：常陸河川国道事務所 ２階会議室（水戸市千波町１９６２－２）
３．表彰される件数、人数

（１）優良工事関係（対象工事件数８７件）
・優良工事 ８件 優秀技術者 ５名 【別表－１】
・優良下請企業 ５件 優秀技術者 ４名 【別表－２】
・難工事功労 ４１件 【別表－６】
・建設産業担い手確保･育成貢献工事 ４件 優秀技術者 １件 【別表－３】

（２）優良業務関係（対象業務件数８９件）
・優良業務 ２件 優秀技術者 ２名 【別表－４】

（３）河川工事（河川・海岸・ダム・砂防）“ナマ”現場写真コンテスト
・優秀作品 １件 【別表－５】

４．当日の取材について
取材希望の方は、当日会場にて受付をお願いいたします。
また、写真撮影等は式の進行の妨げにならないようお願いいたします。

令 和 ４ 年 ７ 月 １ ９ 日 （ 火 ）
国 土 交 通 省 関 東 地 方 整 備 局

常陸河川国道事務所
記 者 発 表 資 料

令和３年度 優良工事等事務所長表彰について
～技術の向上及び円滑な事業の推進を目指して～

記者発表クラブ

茨城県政記者クラブ 栃木県政記者クラブ 竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会

たかはし さとし
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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）

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）
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することにより、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）
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することにより、

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）
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。

（建設産業担い手確保･育成貢献工事及び優秀技術者）
建設産業の担い手の確保及び育成に関する取組が総合的に優れた工事及び技術者を表

彰することにより、民間企業の担い手確保及び育成に関する取組をより一層増進することを
目的とした制度です。

（優良業務及び優秀技術者表彰）
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・海岸・ダム・砂防）“ナマ”現場写真コンテスト）
応募作品の中から選定した優秀な作品を関東地方整備局、関係事務所のＨＰに掲載し、河

川工事への理解や興味を持っていただくことに活用します。

２．選定方法
常陸河川国道事務所発注の令和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、またはその功績が顕著なもの。
② 工事の難易度、創意工夫、安全対策や週休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。

２／６



（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当該工事の品質、出来ばえ等が優秀なもの、かつ、工事中に

おける当該工事技術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、当該工事が良好で、その功績が顕著なもの。

(建設産業担い手確保･育成貢献工事及び優秀技術者表彰) 
① 当該工事の成績が優良であり、実施された「建設産業の担い手の確保及び育成」

に関する取組が優れたもの

（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、また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。

（河川工事（河川・海岸・ダム・砂防）“ナマ”現場写真コンテスト）
① 河川工事（河川・海岸・ダム・砂防） に携わる工事関係者が 撮影した写真で優秀な

作品

４．表彰される件数、人数
（１）優良工事（対象工事件数８７件）

・優良工事 ８件 優秀技術者 ５名 【別表－１】
・優良下請企業 ５件 優秀技術者 ４名 【別表－２】
・難工事功労 ４１件 【別表－６】
・建設産業担い手確保･育成貢献工事 ４件 優秀技術者 １名 【別表－３】

（２）優良業務（対象業務件数８９件）
・優良業務 ２件 優秀技術者 ２名 【別表－４】

（３）河川工事（河川・海岸・ダム・砂防）“ナマ”現場写真コンテスト
・優秀作品 １件 【別表－５】

５．その他
優良工事・優秀工事技術者、優良下請企業・優秀下請技術者、難工事功労、建設産業

担い手確保･育成貢献工事・優秀技術者で表彰された場合は、総合評価落札方式等にお
いて、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。

また、優良業務及び優秀技術者で表彰された場合は、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。

常陸河川国道事務所で発注し、特に優れた成績を収めた工事等については、関東地方
整備局優良工事等局長表彰として、令和４年７月２０日（水）に受賞者が公表される予定です。
【参考資料】(P6/6)をご参照下さい。
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令和３年度 優良工事等 事務所長表彰
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【優良工事及び優秀工事技術者表彰】

工事名 会社名 技術者名

Ｒ２那珂川右岸圷大野地区外築堤工事 常陽建設（株） －

Ｒ１那珂川右岸小川上流地先低水護岸災害復旧工事 大日本土木（株）東京支店 川添　健央

Ｒ２年那珂川吉沼町下流地区低水護岸災害復旧工事 常総開発工業（株） 藤代　晃士

Ｒ１・２那珂川中大野排水樋管新設工事 株木建設（株）茨城本店 笈沼　洋一

Ｒ２国道５０号桜川筑西ＩＣ関連（延伸）長方地区舗装他工事 大成ロテック（株）東関東支社 松原　幸二

Ｒ１東関道潮来佐原線橋上部工事 （株）横河ＮＳエンジニアリング －

Ｒ１那珂川右岸小川下流地先低水護岸災害復旧工事 東洋建設（株）関東支店 北川　淳一

Ｒ２国道５１号潮来ＢＰ小泉南地区改良工事 松崎建設（株） －

【優良下請企業及び優秀下請技術者表彰】

工事名 会社名 技術者名

Ｈ３１那珂川大杉山揚水機場樋管改築工事 （株）高脇基礎工事 中村誠

Ｈ３１那珂川大杉山揚水機場樋管改築工事 （株）地巧社 桜井一美

Ｈ３１那珂川大杉山揚水機場樋管改築工事 太洋建設（株） －

Ｒ２那珂川右岸圷大野地区外築堤工事 Atos（株） 田口　恵三

Ｒ２年那珂川吉沼町下流地区低水護岸災害復旧工事 三国屋建設(株) 藤井　章人

【建設産業の担い手確保・育成貢献工事及び担い手確保・育成貢献工事優秀技術者表彰】

工事名 会社名 技術者名

R1国道51号神宮橋架替鹿嶋側橋梁下部工事 （株）淺沼組　東京本店 佐藤　佳央

R2久慈川右岸門部地区外堤防補強工事 佐々木建設（株） －

R2山田川大里町地区外堤防盛土工事 昭和建設（株） －

R2久慈川粟原町地区外堤防補強工事 樋口土木（株） －

【優良業務及び優秀技術者表彰】

業務名 会社名 技術者名

Ｒ３久慈川・那珂川河道掘削検討業務 日本工営（株）東京支店 秋田　麗子

Ｒ３久慈川・那珂川堤防設計業務 （株）建設技術研究所 大上　忠明

【河川工事（河川・海岸・ダム・砂防）“ナマ”現場写真コンテスト・優秀作品】

工事名 会社名

Ｒ１年度久慈川花房町地区堤防災害復旧外工事 （株）秋山工務店（本店日立市大沼町）

【別表－１】

【別表－２】

【別表－４】

【別表－３】

【別表－５】
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【難工事功労表彰】

工事名 会社名

Ｒ２国道５１号潮来市須賀地区舗装修繕他工事 大勝建設（株）

Ｒ２水戸国道管内交通安全対策工事 昭和建設（株）

Ｒ２国道６号勿来ＢＰ六反田地区改良工事 （株）岡部工務店

Ｒ２国道５０号寺崎電線共同溝工事 鹿島道路（株）関東支店

Ｒ２国道６号水戸市吉沢町地区舗装修繕工事 （株）秋山工務店（本店日立市大沼町）

Ｒ２国道５１号大洗町成田外舗装工事 昭和建設（株）

Ｒ２国道５１号潮来ＢＰ延方西地区改良工事 常総開発工業（株）

Ｒ２国道６号吉沢町電線共同溝工事 福田道路（株）東京本店

Ｒ２国道６号千代田石岡ＢＰ石岡地区改良その１工事 松崎建設（株）

Ｒ１国道６号大和田拡幅大和田町地区改良工事 （株）秋山工務店（本店日立市大沼町）

Ｒ２国道５０号米沢高架橋耐震補強他工事 株木建設（株）茨城本店

Ｒ２・３水戸管内（那珂川・桜川）維持管理工事 （株）秋山工務店（本店水戸市堀町）

Ｒ２・３土浦国道管内緑地管理工事 つくば都市緑化（株）

Ｒ２国道５１号涸沼川橋外補修工事 建装工業（株）土木リニューアル事業部

Ｒ２国道６号千代田石岡ＢＰ石岡地区改良その２工事 樋口土木（株）

Ｒ３国道６号大利根橋舗装修繕工事 （株）ＮＩＰＰＯ茨城総括事業所

Ｒ２国道５０号桜川市鍬田地区外舗装修繕工事 常盤工業（株）関東支店

Ｒ２国道５０号下館ＢＰ玉戸地区改良他工事 野口機設工業（株）

Ｒ２国道６号千代田石岡ＢＰ東田中高架橋下部工事 （株）大貫工務店

Ｒ２国道６号日立国道管内舗装修繕他補修工事 日東エンジニアリング（株）

Ｒ２国道６号千代田石岡ＢＰ市川地区改良工事 （株）赤塚土木興業

Ｒ２・３土浦国道管内維持工事 関口工業（株）茨城支店

Ｒ２・３日立国道管内外照明維持工事 イガラシ綜業（株）

Ｒ２国道６号茨城町小鶴地区改良工事 （株）柳田組

Ｒ２国道６号千代田石岡ＢＰ玉里高架橋下部工事 谷原建設（株）

Ｒ２日立国道管内区画線設置他工事 （株）アレスコ

Ｒ３土浦国道管内区画線設置他工事 （株）アコオ

Ｒ２岩瀬国道管内区画線設置他工事 ライナー建設（株）

Ｒ２年国道６号千代田石岡ＢＰ東田中地区跨道橋上部工事 （株）富士ピー・エス関東支店

Ｒ２東関道小泉南地区改良他工事 （株）淺川組東京支店

Ｒ２国道６号・５１号常陸河川国道管内バイパス改良他工事 金成重機建設（株）

Ｒ２国道５１号大洗町大貫地区外舗装修繕工事 常盤工業（株）関東支店

Ｒ２・３久慈川下流管内（久慈川）維持管理工事 常陸建設（株）

Ｒ２・３那珂川上流管内維持管理工事 （株）浜屋組

Ｒ２東関道小泉南地区改良工事 大昭建設（株）

Ｒ２・３久慈川上流管内（久慈川）維持管理工事 増子建設（株）

Ｒ２鹿嶋国道管内区画線設置他工事 （株）アイ・ロード

Ｒ２・３水戸国道管内緑地管理工事 （株）鴨志田造園建設

Ｒ２・３水戸国道管内外道路照明施設維持工事 （株）江口電気商会

Ｒ２国道６号大和田拡幅大和田町地区外改良工事 東鉄工業（株）水戸支店

Ｒ２・３那珂管内（那珂川・藤井川）維持管理工事 （株）瀧工務店

【別表－６】



平成２７年度 優良業務及び

（参考） 令和３年度 優良工事等 局長表彰
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常陸河川国道事務所発注で、特に優秀な成績を修め、局長表彰を受賞した工事・業務等は以下のとおりです。
令和４年７月２０日(水) 関東地方整備局にて表彰式を執り行う予定です。

【優良工事及び優良工事技術者表彰】

工事名 会社名 技術者名

Ｒ１国道５１号神宮橋架替潮来側橋梁下部他工事 戸田建設（株）関東支店 木村　拓史

Ｒ２国道６号大和田拡幅石名坂橋（上部）工事 （株）駒井ハルテック東京本社 －

Ｈ３１那珂川大杉山揚水機場樋管改築工事 （株）新井組東京支店 宮原　基行

Ｒ２国道６号市毛電線共同溝工事 （株）佐藤渡辺関東支店 －

Ｒ２・３水戸国道管内維持工事 昭和建設（株） 荘司　勝也

【優良業務及び優秀技術者表彰】

業務名 会社名 技術者名

Ｒ２国道５０号下館ＢＰ外地盤環境調査業務 応用地質（株）茨城営業所 田中　秀岳

Ｒ２国道６号日立バイパス旭アクセス橋詳細設計業務 （株）エイト日本技術開発東京支社 浦嶋　義文

Ｒ１那珂川下境地先外樋管詳細設計業務 パシフィックコンサルタンツ（株）首都圏本社 宇治田　将也

Ｒ２大場遊水地用地調査等業務（その５） 日昌測量設計（株） 塚原　一寿

Ｒ２那珂川小場地先外測量業務 （株）コウノ 二重作　龍一

Ｒ２常陸河川国道（道路）管内用地調査等業務 （株）神山設計 田村　修作

Ｒ２常陸河川国道管内交通安全施設等設計業務 大日コンサルタント（株） 浅井　悟


