
令和４年７月２０日（水）
国土交通省関東地方整備局
荒川下流河川事務所

記 者 発 表 資 料

優良な工事・業務等を表彰します

国土交通省荒川下流河川事務所は、令和３年度に完了した工事、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、下記のとおり表彰します。

記

１．日時：令和４年７月２２日（金）10:00～12:00
２．場所：荒川下流河川事務所 １階アモアホール
３．表彰件数及び人数

〇優良工事 ６件
〇優秀工事技術者 １名
〇優良下請企業及び優秀下請技術者 ４件
〇難工事功労 ５件
〇優良業務 １件
〇優秀技術者 １名
○荒川下流河川事務所工事功労者表彰 ５件

４．当日の取材について
マスコミ関係者で取材を希望される方は７月２１日（木）12:00までに以下
のとおりメールにてご連絡ください。当日は、腕章を持参のうえ、各社１名
まででお願いします。

件 名：【取材希望】優良工事、業務等表彰
本 文：氏名（ふりがな）、所属、連絡先（電話番号、メールアドレス）
送付先：ktr-arage-press(at)mlit.go.jp

((at)を@に置き換えた上で、送付してください)

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、埼玉県政記者クラブ、
都庁記者クラブ、神奈川建設記者会、川口市記者クラブ

問い合わせ先

国土交通省関東地方整備局 荒川下流河川事務所

副所長 田村 匡弘
た む ら まさひろ

地域防災調整官 加藤 浩志
か と う ひ ろ し

代 表：０３－３９０２－２３１１



国土交通省 荒川下流河川事務所
令和３年度 優良工事等事務所長表彰について

１．表彰件数及び人数（工事名等別紙参照）

優良工事 ６件

優秀工事技術者 １名

優良下請企業及び優秀下請技術者 ４件

難工事功労 ５件

優良業務 １件

優秀技術者 １名

荒川下流河川事務所工事功労者表彰 ５件

２．目 的 優良工事、優秀工事技術者、優良下請企業及び優秀下請技術者、

優良業務、優秀技術者、難工事功労については、荒川下流河川事

務所が発注した工事及び業務に関しその施工等が優秀であって他

の模範とするに足りるものを優良工事等として選定し、これを表

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

とを目的としています。

荒川下流河川事務所工事功労者表彰は、荒川下流河川事務所が

発注した工事に関してその施工が優秀であって他の模範とするに

足りるものを選定することにより、企業及び技術者としての誇り

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

ています。

３．選定方法 優良工事等の選定は、主任監督員から推薦された工事及び所内

関係課から推薦された業務の中から、優良工事等選定委員会にお

いて審査を行い選定しました。

荒川下流河川事務所工事功労者表彰の選定は、優良工事等の対

象となった工事を除いた工事の中から、所内選定委員会において

審査を行い選定しました。

４．選定方針

（優良工事）

○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。

○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。

（優秀工事技術者）

○担当した工事が優良であり、工事中における功績が顕著なもの。

〇管理能力、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）

○下請けとして担当した当該工事の品質、出来ばえ等が優秀及び

工事中における功績が顕著なもの。

（難工事功労）

○当該工事の成績が優秀なもの、又はその功績が顕著なもの。

○当該工事の社会条件、マネジメント特性厳しい工事を対象とし

た「難工事指定」対象工事の内、施工が良好で他の模範とする

に足るもの。

（優良業務及び優秀技術者）

○当該業務の成果が優秀又はその功績が顕著なもの。

〇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。

〇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。

〇BIM/CIM活用により品質が優れているもの

（荒川下流河川事務所工事功労者表彰）

○当該工事の成績が優秀なもの、又はその功績が顕著なもの。

○当該工事等の難易、規模、重要性及び地域への貢献の度合いな

どについて、考慮するとともに、当事務所における他の工事の

工事成績、他の表彰等についても参考とする。

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。

荒川下流河川事務所工事功労者表彰の受賞者は、荒川下流河川

事務所が総合評価落札方式により発注する工事の入札手続きにお

いて、公告工事の入札説明書に記載する評価の加点を行うことが

あります。



事務所長表彰等

優良工事・優秀工事技術者
工事名 会社名 優秀工事技術者

Ｒ２荒川下流平井地区堤防耐震地盤改良工事
Ｒ２あらかわかりゅうひらいちくていぼうたいしんじばんかいりょうこうじ

中原建設株式会社
なかはらけんせつかぶしきがいしゃ

Ｒ２荒川左岸早瀬地区堤防強化外工事
Ｒ２あらかわさがんはやせちくていぼうきょうかほかこうじ

新日本工業株式会社
しんにほんこうぎょうかぶしきがいしゃ 監理技術者 福原　倫太郎

ふくはら りんたろう

Ｒ２岩淵水門ゲート設備修繕工事
Ｒ２いわぶちすいもんげーとせつびしゅうぜんこうじ

株式会社ＩＨＩインフラ建設　関東支店
かぶしきがいしゃＩＨＩいんふらけんせつ かんとうしてん

Ｒ２荒川左岸扇地区緩傾斜堤防他工事
Ｒ２あらかわさがんおうぎちくかんけいしゃていぼうほかこうじ

鈴中工業株式会社
すずなかこうぎょうかぶしきがいしゃ

Ｒ２荒川下流東砂地区耐震対策工事
Ｒ２あらかわかりゅうひがしすなちくたいしんたいさくこうじ

株式会社新井組　東京支店
かぶしきがいしゃあらいぐみ とうきょうしてん

Ｒ２荒川左岸松島地区中流高水敷掘削工事
Ｒ２あらかわさがんまつしまちくちゅうりゅうこうすいじきくっさくこうじ

若築建設株式会社　東京支店
わかちくけんせつかぶしきがいしゃ とうきょうしてん

(※会社名は５０音順）

優良下請企業及び優秀下請技術者
工事名 会社名 優秀下請技術者

Ｒ２荒川左岸扇地区緩傾斜堤防他工事
Ｒ２あらかわさがんおうぎちくかんけいしゃていぼうほかこうじ

株式会社宇井建設
かぶしきがいしゃういけんせつ 主任技術者 西宮　耕一

にしみや こういち

Ｒ２荒川左岸早瀬地区堤防強化外工事
Ｒ２あらかわさがんはやせちくていぼうきょうかほかこうじ

株式会社さいたま資材
かぶしきがいしゃさいたましざい 主任技術者 大野　隆二

おおの りゅうじ

Ｒ２岩淵水門ゲート設備修繕工事
Ｒ２いわぶちすいもんげーとせつびしゅうぜんこうじ

西友エンジニアリング株式会社
せいゆうえんじにありんぐかぶしきがいしゃ 主任技術者 鈴木　昌敏

すずき まさとし

Ｒ２荒川中堤北葛西二丁目地区護岸改築工事
Ｒ２あらかわなかていきたかさいにちょうめちくごがんかいちくこうじ

株式会社どき
かぶしきがいしゃどき 主任技術者 池田　諒平

いけだ りょうへい

(※会社名は５０音順）

難工事功労

工事名 会社名

Ｒ２荒川下流新芝川排水機場耐水化外工事
Ｒ２あらかわかりゅうしんしばかわはいすいきじょうたいすいかほかこうじ

カジマ・リノベイト株式会社
かじま・りのべいとかぶしきがいしゃ

Ｒ３小名木川管内右岸維持管理工事
Ｒ３おなぎがわかんないうがんいじかんりこうじ

キムラ工業株式会社
きむらこうぎょうかぶしきがいしゃ

Ｒ３岩淵管内左岸維持管理工事
Ｒ３いわぶちかんないさがんいじかんりこうじ

株式会社ケイミックス
かぶしきがいしゃけいみっくす

Ｒ３小名木川管内左岸維持管理工事
Ｒ３おなぎがわかんないさがんいじかんりこうじ

関口工業株式会社
せきぐちこうぎょうかぶしきがいしゃ

Ｒ３岩淵管内右岸維持管理工事
Ｒ３いわぶちかんないうがんいじかんりこうじ

日産緑化株式会社
にっさんりょっかかぶしきがいしゃ

(※会社名は５０音順）

令和３年度　優良工事・優良業務等一覧



荒川下流河川事務所　工事功労者表彰

工事名 会社名

Ｒ２荒川下流西新小岩地区下流浚渫工事
Ｒ２あらかわかりゅうにししんこいわちくかりゅうしゅんせつこうじ

金杉建設株式会社
かなすぎけんせつかぶしきがいしゃ

Ｒ２荒川下流西新小岩地区上流浚渫工事
Ｒ２あらかわかりゅうにししんこいわちくじょうりゅうしゅんせつこうじ

大勝建設株式会社 東京支店
だいしょうけんせつかぶしきがいしゃ とうきょうしてん

Ｒ２荒川下流小台地区高規格堤防地盤改良工事
Ｒ２あらかわかりゅうおだいちくこうきかくていぼうじばんかいりょうこうじ

多田建設株式会社
ただけんせつかぶしきがいしゃ

Ｒ２荒川左岸川岸地区低水護岸災害復旧工事
Ｒ２あらかわさがんかわぎしちくていすいごがんさいがいふっきゅうこうじ

名倉建設株式会社
なぐらけんせつかぶしきがいしゃ

Ｒ２荒川下流平井地区上流浚渫工事
Ｒ２あらかわかりゅうひらいちくじょうりゅうしゅんせつこうじ

株式会社ユーディケー
かぶしきがいしゃゆーでぃけー

(※会社名は５０音順）

優良業務・優秀技術者
業務名 会社名 優秀技術者

Ｒ３荒川下流調査設計資料作成業務
Ｒ３あらかわかりゅうちょうさせっけいしりょうさくせいぎょうむ

株式会社サンテックインターナショナル
かぶしきがいしゃさんてっくいんたーなしょなる

管理技術者 関根
せ き ね

　克明
かつあき

(※会社名は５０音順）

【参考】局長表彰等

優良工事・優秀工事技術者
工事名 会社名 優秀工事技術者

Ｒ２荒川中堤北葛西二丁目地区護岸改築工事
Ｒ２あらかわなかていきたかさいにちょうめちくごがんかいちくこうじ

岩田地崎建設株式会社　東京支店
いわたちざきけんせつかぶしきがいしゃ とうきょうしてん

現場代理人 金田
かねだ

　一文
かずふみ

(※会社名は５０音順）

優良業務・優秀技術者
業務名 会社名 優秀技術者

Ｒ２荒川下流鉄道橋梁対策検討業務
Ｒ２あらかわかりゅうてつどうきょうりょうたいさくけんとうぎょうむ

ＪＲ東日本コンサルタンツ株式会社
ＪＲひがしにほんこんさるたんつかぶしきがいしゃ

管理技術者 河瀬　日吉
かわせ ひよし

Ｒ２・Ｒ３荒川下流管内平面図化業務
Ｒ２・Ｒ３あらかわかりゅうかんないへいめんずかぎょうむ

株式会社パスコ　東京支店
かぶしきがいしゃぱすこ とうきょうしてん

管理技術者 中村　保彦
なかむら やすひこ

(※会社名は５０音順）


