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国 土 交 通 省 関 東 地 方 整 備 局
京 浜 河 川 事 務 所

令和３年度 京浜河川事務所 優良工事等の表彰について

京浜河川事務所では、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、下記のとおり表彰等を行いますのでお知らせ
いたします。
また、平成２８年１０月に創設した｢京浜河川事務所建設産業担い手確保･育成貢献工

事表彰｣も合わせて行います。
記

１．日時 令和４年７月２２日（金）１３：３０ ～ １５：００

２．場所 京浜河川事務所 第一会議室

３．表彰件数等
（１）優良工事関係（対象工事件数：３５件）

・優良工事表彰及び優秀工事技術者表彰 ２件及び２名
・ＩＣＴ活用工事表彰 ２件
・週休２日適用工事表彰 ２件
・難工事功労表彰 ６件

（２）優良業務関係（対象業務件数：６１件）
・優良業務表彰及び優秀技術者表彰 該当なし(但し､局長表彰5件及び5名)

（３）京浜河川事務所建設産業担い手確保･育成貢献工事表彰 ３件
【詳細は、別紙-１(6/16)及び参考資料(9/16～)をご確認下さい。】

４．取材について
・写真撮影は、式の妨げにならないようお願いします。
・その他、取材に関する詳細は別紙-２(7/16)をご覧下さい。
・取材を希望する報道機関の方は、別紙-３(8/16)により事前登録をお願いします。

記 者 発 表 資 料
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令和３年度 京浜河川事務所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、関東地方整備局発注で京浜河川事務所が所掌した工事又は京浜河川事

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、関東地方整備局発注で京浜河川事務所が所掌した工事又は京浜

河川事務所が発注の工事を担当した現場代理人又は主任（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）

難工事功労表彰は、京浜河川事務所発注の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。

 なお令和３年度表彰においては、事務所長表彰の該当はありませんでした。

（京浜河川事務所建設産業担い手確保･育成貢献工事表彰）

京浜河川事務所所管の工事に関し、その施工等が優秀であって他の模範とするに足りるも

のを評価するととともに、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工事を選

定し選定しこれを表彰ことにより、建設産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。

２．選定方法

  優良工事等の選定は、京浜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。 
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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、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」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。

（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。 

    なお令和３年度表彰においては、事務所長表彰の該当はありませんでした。

（京浜河川事務所建設産業担い手確保･育成貢献工事表彰）

（１）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。 

（２）当該工事において、担い手の確保及び育成に関する取組が優れたもの。 

４．その他

（１）優良工事表彰、優秀工事技術者表彰、ＩＣＴ活用工事表彰、週休２日適用工事表彰、

難工事功労表彰を受賞された場合、工事の総合評価落札方式等において技術力評価が

優位になります。

（２）優良業務表彰、優秀技術者表彰を受賞された場合、業務の総合評価落札方式等に

おいて企業及び担当技術者の技術力評価が優位になります。

 なお令和３年度表彰においては、事務所長表彰の該当はありませんでした。
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（３）京浜河川事務所建設産業担い手確保･育成貢献工事表彰を受賞した場合、京浜河川

事務所が総合評価落札方式で発注する工事において、企業の技術力評価が優位になり

ます。

（４）京浜河川事務所が所掌し、特に優れた成績を収めた工事又が業務については、関東地

方整備局長表彰として、令和４年７月２０日（水）に受賞者が次のとおり公表されました。

  詳しくは、関東地方整備局ホームページをご参照下さい。 

         関東地方整備局HP（https://www.ktr.mlit.go.jp/index.htm） 

【参考関東地方整備局長表彰（京浜河川事務所所掌）】

優良工事及び優秀工事技術者

優良業務及び優秀技術者

金目　達弥

山本 嘉昭

佐藤　弘康

（株）建設技術研究所 東京本社

令和３年度京浜管内河川管理施設
監理検討業務河川財団・オリエンタ
ルコンサルタンツ設計共同体

三井共同建設コンサルタント（株）
東京事務所

管理技術者

管理技術者

管理技術者

令和２年度多摩川下流部堤防整備検討設計業務

令和３年度京浜管内河川管理施設監理検討業務

令和３年度多摩川中流部等堤防護岸検討設計業務

土木関係建設コ
ンサルタント業務

土木関係建設コ
ンサルタント業務

土木関係建設コ
ンサルタント業務

Ｒ２多摩川右岸本町築堤護岸工事 一般土木工事 （株）ナカノフドー建設 現場代理人 江口　義範

工事名 工種 会社名
優秀工事技術者

技術者区分 氏名

Ｒ１多摩川左岸猪方築堤工事 一般土木工事 巴山建設（株）
現場代理人
監理技術者

坂本　大介

令和３年度鶴見川事業評価検討業務
土木関係建設コ
ンサルタント業務

令和３年度多摩川水系日野地区他測量業務 測量

業務名 業種

（株）東京建設コンサルタント

国際測地（株）

優秀技術者

技術者区分 氏名

管理技術者

主任技術者

越智　達郎

関野　純平

会社名
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別紙-１ 令和３年度事務所長表彰優良工事等一覧

（１）優良工事表彰及び優秀工事技術者表彰

1

2

（２）ＩＣＴ活用工事表彰

3

4

（３）週休２日適用工事表彰

5

6

（４）難工事功労表彰

7

8

9

10

11

12

（会社名五十音順）

（５）京浜河川事務所建設産業担い手確保･育成貢献工事表彰

13

14

15

（注： No.は、9/16頁以降の参考資料のNo.とリンクしています。） （会社名五十音順）

京浜河川事務所

工事名 工種 会社名

一般土木工事

維持修繕工事

新日本工業（株）

（株）池田建設

No.

現場代理人
監理技術者

監理技術者

工事名 工種 会社名

工事名 工種 会社名

Ｒ２多摩川右岸日野築堤工事

Ｒ２鳥山川左岸鳥山町低水護岸工事

一般土木工事

一般土木工事

中村建設（株）

奈良建設（株）

Ｒ２鶴見川左岸栄町通四丁目地区耐震堤防工事

Ｒ２・Ｒ３相模川維持管理工事

Ｒ２多摩川左岸上野毛低水護岸工事 一般土木工事共立建設（株）

会社名

技術者区分
No.

優秀工事技術者

氏名

柴原　翔大朗

雨宮　和洋

No. 工事名 工種

Ｒ２鶴見川左岸栄町通四丁目耐震堤防工事 一般土木工事

No.

（株）森組 東京本店

Ｒ１多摩川左岸二子玉川築堤基盤整備工事 一般土木工事（株）本間組　東京支店

Ｒ３多摩川下流維持管理工事 維持修繕工事スバル興業（株）東京営業所

Ｒ２・Ｒ３鶴見川維持管理工事 維持修繕工事スバル興業（株）東京営業所

Ｒ１相模川左岸寒川樋管設置他土砂改良工事 一般土木工事国土開発工業（株）

Ｒ２・Ｒ３多摩川下流維持管理工事 維持修繕工事スバル興業（株）東京営業所

Ｒ２多摩川二ヶ領宿河原堰洪水吐ゲート設備修繕工事 機械設備工事日立造船（株）　東京本社

Ｒ２多摩川二ヶ領宿河原堰洪水吐ゲート設備修繕工事 機械設備工事日立造船（株）　東京本社

Ｒ２多摩川右岸日野築堤工事 一般土木工事中村建設（株）

No. 工事名 工種 会社名

Ｒ１多摩川左岸猪方築堤工事 一般土木工事巴山建設（株）
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 別紙-２  

【報道機関の方へ】 

令和３年度京浜河川事務所優良工事等の表彰について

標記式典について、下記のとおり開催しますのでお知らせいたします。 

記 

１．開催日時 

令和４年７月２２日（金） １３：３０ ～ １５：００ 

２．開催場所 

京浜河川事務所 第一会議室 （神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央２－１８－１） 

３．取材について 

● 写真撮影は、式の妨げにならいようにお願いします。 

４．報道関係者の受付 

● 受付日時 ： 令和４年７月２２日（金）１３：００～１３：２０まで 
● 受付場所 ： 京浜河川事務所 １F （エントランス） 
● 当日、受付にて必要事項を記入の後、係員の指示により会場へ入場をお願いします。 

５．取材に当たっての注意事項 

取材に当たっては、以下の注意事項をご確認いただき、その遵守へのご協力をお願いし

ます。 

● 事務局の指定した場所以外での撮影、取材はご遠慮下さい。 
● 傍聴席でのＰＣ等の使用は、式の妨げにならない限り可能です。 
● 取材に必要となる電源は、各社（各自）にてご用意下さい。 
● 携帯電話はマナーモードにするか、電源をお切り下さい。 
● 会場では着席の上、静粛に傍聴して下さい。 
● 会場での飲食及び喫煙はご遠慮下さい。 
● 事故防止の観点から、取材に当たっては節度のある行動をお願いします。 
● 手荷物・貴重品等の管理は各自にてお願いします。 
● 会議の円滑な進行のため、係員の誘導、指示に従って下さい。 
● 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、以下の症状がある方は入場をご遠慮い
ただきます。また、会場ではマスクの常時着用と検温の協力をお願いします。 
（会場ではアルコール消毒液の設置、窓開けによる換気、座席間隔の確保の対応をいた
します） 

・風邪の症状や37.5度以上の発熱がある方 
・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方 
・その他、ご自身の体調に不安がある方

7/16



 別紙-３  

※送信票は不要です。 

 ＦＡＸ番号：０４５－５０３－４０６５  

京浜浜河川事務所 品質確保課内 工事品質管理官 行き 

令和３年度 京浜河川事務所優良工事等表彰式 

取材登録書 

標記について、取材をご希望の報道機関におかれましては、事前にご登録をお願い 

致します。 

ＦＡＸ送信期限：７月２１日（水）１５時００分まで

１．報道機関名                                     

２．取材者等 

（１）ご氏名                                      

（２）連絡先    ＴＥＬ                               

（３）取材人数                               人    

（４）テレビカメラの有無   有 ・ 無    「有」の場合、      台 
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令和３年度事務所長表彰優良工事等の概要

（１）優良工事表彰及び優秀工事技術者表彰
No.１～No.２

（２）ＩＣＴ活用工事表彰
No.３～No.４

（３）週休２日適用工事表彰
No.５～No.６

（４）難工事功労表彰
No.７～No.１２

（５）京浜河川事務所建設産業担い手確保･育成貢献工事表彰
No.１３～No.１５

注:No.１４は、No.３と同一の工事です

No.１５は、No.１１と同一の工事です

参考資料
京浜河川事務所
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No.１優良工事及び優秀工事技術者表彰《受賞工事の概要》
ふりがな

会社名

ふりがな

技術者名

ふりがな

工事名

工事概要

完成又は施工状況写真

No.２優良工事及び優秀工事技術者表彰《受賞工事の概要》
ふりがな

会社名

ふりがな

技術者名

ふりがな

工事名

工事概要

完成又は施工状況写真

しんにほんこうぎょう　かぶしきがいしゃ

しばはら　しょうたろう

職種 監理技術者
柴原　翔大朗

R2・R3さがみがわいじかんりこうじ

Ｒ２・Ｒ３相模川維持管理工事

　本工事は、相模川において、除草工592,600㎡、清掃工等の河川の維持及び出水時
等における河川の状況把握を実施する工事です。
　西湘海岸においても、海岸の維持管理を実施する工事です。
　また、緊急の事象にも対応する必要があり、令和３年７月の梅雨前線の降雨により法
崩れが発生した堤防の応急復旧及び本復旧の工事を行いました。

新日本工業　株式会社

Ｒ２つるみがわさがんさかえちょうどおりよんちょうめたいしんていぼうこうじ

Ｒ２鶴見川左岸栄町通四丁目地区耐震堤防工事

　本工事は、横浜市鶴見区栄町通四丁目地先における堤防耐震対策としての地盤改
良工（延長約３０m）、鶴見中央四丁目及び潮田町一丁目地先では生物のすみかとな
る環境として袋詰玉石工（１２０袋）及び梯子型パネル工（６基）を行う工事です。

かぶしきかいしゃ　いけだけんせつ

株式会社　池田建設

あめみや　かずひろ

職種 現場代理人兼監理技術者
雨宮　和洋

高圧噴射攪拌(排泥式）施工状況 完成

法崩れが発生した堤防の

本復旧施工状況
完成
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No.３ＩＣＴ活用工事表彰《受賞工事の概要》

No.１４京浜河川事務所建設産業担い手確保･育成貢献工事表彰《受賞工事の概要》
ふりがな

会社名

ふりがな

工事名

工事概要

完成又は施工状況写真

No.４ＩＣＴ活用工事表彰《受賞工事の概要》
ふりがな

会社名

ふりがな

工事名

工事概要

完成又は施工状況写真

ならけんせつ　かぶしきがいしゃ

奈良建設　株式会社

Ｒ２とりやまかわさがんとりやまちょうていすいごがんこうじ

Ｒ２鳥山川左岸鳥山町低水護岸工事

　本工事は、横浜市港北区鳥山町において低水・高水岸工事（L=180m）及び河道掘削
工事（約2,000㎥）を行う工事です。
　主な工事内容は、鋼矢板工、法覆護岸工、舗装工、河道掘削工です。

なかむらけんせつ　かぶしきがいしゃ

中村建設　株式会社

Ｒ２たまがわうがんひのちくていこうじ

R2多摩川右岸日野築堤工事

　本工事は、東京都日野市日野地先における既設堤防のかさ上げ、拡幅を行う延長約
280mの築堤護岸工事です。

施工状況 完成

河道掘削施工状況 河道掘削完成

法覆護岸工施工状況

法覆護岸工完成
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No５週休２日適用工事表彰《受賞工事の概要》
ふりがな

会社名

ふりがな

工事名

工事概要

完成又は施工状況写真

No.６週休２日適用工事表彰《受賞工事の概要》
ふりがな

会社名

ふりがな

工事名

工事概要

完成又は施工状況写真

きょうりつけんせつ　かぶしきがいしゃ

共立建設　株式会社

Ｒ２たまがわさがんかみのげていすいごがんこうじ

Ｒ２多摩川左岸上野毛低水護岸工事

　本工事は、世田谷区上野毛地先における延長約220mの低水護岸工事です。
　主な工事内容は、掘削工、埋戻し、法面整形、連接ブロック工、根固めブロック工、小
口止め矢板工です。

かぶしきがいしゃ　もりぐみ　とうきょうほんてん

株式会社　森組　東京本店

Ｒ２つるみがわさがんさかえちょうどおりよんちょうめたいしんていぼうこうじ

Ｒ２鶴見川左岸栄町通四丁目耐震堤防工事

　本工事は、横浜市鶴見区栄町通四丁目地先において、河床及び堤防基盤の地盤改
良工による耐震堤防工事（L=約40m）です。

高圧噴射撹拌施工状況 完成

連接ブロック施工状況 完成

多摩川

多摩川
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No.７難工事功労表彰《受賞工事の概要》
ふりがな

業者名

ふりがな

工事名

工事概要

完成又は施工状況写真

築堤状況 完　成

No.８難工事功労表彰《受賞工事の概要》
ふりがな

業者名

ふりがな

工事名

工事概要

完成又は施工状況写真

堤防除草状況 雑工状況（工作物撤去）

　本工事は、多摩川下流部において、除草工2,146,00㎡、清掃工、雑工等の河川の維持及
び出水時等における河川の状況把握を実施する工事です。

こくどかいはつこうぎょう　かぶしきかいしゃ

国土開発工業　株式会社

R1さがみがわさがんさむかわひかんせっちほかどしゃかいりょうこうじ

Ｒ１相模川左岸寒川樋管設置他土砂改良工事

　本工事は、高座郡寒川町一之宮地先に位置する寒川第一排水樋管の改築及び築堤（延
長98.5m）と茅ヶ崎市中島地先において土砂改良工事を行う工事です。

スバルこうぎょう　かぶしきがいしゃ　とうきょうえいぎょうしょ

スバル興業　株式会社　東京営業所

Ｒ２・Ｒ３たまがわかりゅういじかんりこうじ

Ｒ２・Ｒ３多摩川下流維持管理工事
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No.９難工事功労表彰《受賞工事の概要》
ふりがな

業者名

ふりがな

工事名

工事概要

完成又は施工状況写真

No.１０難工事功労表彰《受賞工事の概要》
ふりがな

業者名

ふりがな

工事名

工事概要

完成又は施工状況写真

スバルこうぎょう　かぶしきがいしゃ　とうきょうえいぎょうしょ

スバル興業　株式会社　東京営業所

Ｒ２・Ｒ３つるみがわいじかんりこうじ

Ｒ２・Ｒ３鶴見川維持管理工事

　本工事は、多摩川下流部において、除草工700,700㎡、清掃工、雑工等の河川の維持及
び出水時等における河川の状況把握を実施する工事です。

堤防除草状況 雑工状況（樹木伐採）

Ｒ３多摩川下流維持管理工事

　本工事は、鶴見川（本川、支川矢上川、支川早淵川、支川鳥山川）において、除草工
789,000㎡、清掃工、雑工等の河川の維持及び出水時等における河川の状況把握を実施す
る工事です。

スバルこうぎょう　かぶしきがいしゃ　とうきょうえいぎょうしょ

スバル興業　株式会社　東京営業所

Ｒ３たまがわかりゅういじかんりこうじ

堤防除草施工状況 伐採施工状況
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No.１１難工事功労表彰《受賞工事の概要》

No.１５京浜河川事務所建設産業担い手確保･育成貢献工事表彰《受賞工事の概要》
ふりがな

業者名

ふりがな

工事名

工事概要

完成又は施工状況写真

No.１２難工事功労表彰《受賞工事の概要》
ふりがな

業者名

ふりがな

工事名

工事概要

完成又は施工状況写真

築堤・低水護岸施工状況 完成

Ｒ１たまがわさがんふたこたまがわちくていきばんせいびこうじ

Ｒ１多摩川左岸二子玉川築堤基盤整備工事

　本工事は、世田谷区玉川三丁目地先における延長約89mの築堤工事及び延長約72mの
低水護岸工事です。

株式会社　本間組　東京支店

日立造船　株式会社　東京本社

Ｒ２たまがわにかりょうしゅくがわらせきこうずいばきげーとせつびしゅうぜんこうじ

R２多摩川二ヶ領宿河原堰洪水吐ゲート設備修繕工事

　本工事は、老朽化した二ヶ領宿河原堰洪水吐ゲート設備の油圧式開閉装置の修繕を行う
工事です。

かぶしきがいしゃ　ほんまぐみ　とうきょうしてん

ひたちぞうせん　かぶしきかいしゃ　とうきょうほんしゃ

野川

野川

監査廊内整備状況 油圧シリンダ配管整備後
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No.１３京浜河川事務所建設産業担い手確保･育成貢献工事表彰《受賞工事の概要》
ふりがな

会社名

ふりがな

工事名

工事概要

完成又は施工状況写真

ともやまけんせつ　かぶしきがいしゃ

巴山建設　株式会社

Ｒ１たまがわさがんいのかたちくていこうじ

 Ｒ１多摩川左岸猪方築堤工事

　本工事は、狛江市駒井三丁目から猪方四丁目までの、延長約1,230mの区間におい
て築堤護岸及びアスファルト舗装を行う工事です。

坂路施工状況 完成
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