
令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ０ 日 （ 水 ）
国 土 交 通 省 関 東 地 方 整 備 局
東 京 国 道 事 務 所

記 者 発 表 資 料

東京国道事務所では、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、技術者等について、令和３年度優良工事等表彰式を下記のとおり執り行います
のでお知らせします。
なお、「建設業担い手の確保・育成貢献工事」の表彰は、平成２８年に表彰制度が創設されて以

来、東京国道事務所では初の表彰となります。

１．日時 令和４年７月２５日（月）１０：００～１４：３０（３回に分け開催）
①10:00～10:45 優良工事、優良下請企業及び優秀下請技術者
②11:00～11:45 優良業務、優秀技術者
③13:30～14:30 難工事功労、建設業担い手の確保・育成貢献工事

２．表彰件数及び人数・・・・・・・・・・・・・・・・・・【別表－１】参照
（１）優良工事関係（対象工事件数３６件）

優良工事 ４件
優良下請企業及び優秀下請技術者 １件・１名

（２）優良業務関係（対象業務件数５２件）
優良業務 ５件
優秀技術者 ５名

（３）難工事功労 ２２件
（４）建設業担い手の確保・育成貢献工事 ２件

（参考）局長表彰件数等・・・・・・・・・・・・・・・・・【別表－２】参照
（１）優良工事 ３件

優秀工事技術者 ２名
（２）優良業務表彰 １件

優秀技術者表彰 １名

３．当日の取材について
取材を希望される報道機関の方は【別紙】より事前登録をお願いします。
また、取材、撮影は①優良工事、優良下請企業及び優秀下請技術者、②優良業務、優秀技

術者の表彰までとさせていただきます。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 都庁記者クラブ

問い合わせ先

東京国道事務所 副 所 長 松澤 尚利 （まつざわ なおとし）
工事品質管理官 野口 彰 （のぐち あきら）
電 話 ０３－３５１２－９０９０（代）

令和３年度 東京国道事務所優良工事表彰等の表彰について

1/8



令和３年度優良工事等の表彰について

１．表彰の概要
東京国道事務所が発注し、令和３年度に完成した工事（３６件）及び完了した業務（５２件）のう

ち、その成績が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。
事務所長表彰の対象は【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日に行われました。東京国道事務所に関係す

る工事等の局長表彰は【別表－２】のとおりです。

２．目 的
（優良工事表彰）

優良工事表彰は、東京国道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、東京国道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。

（優良下請企業及び優秀下請技術者表彰）
優良工事（局長・事務所長表彰）の対象のうち、品質確保・向上に特に貢献した下請企業及び技術者を表

彰する制度です。
（難工事功労表彰）

難工事功労表彰は、特に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。

３．選定方法
優良工事等の選定は、令和３年度に完成した東京国道事務所発注の工事及び業務の中から推薦し、

優良工事等選定委員会において審査を行いました。

４．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、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、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。
④BIM/CIM活用及びICT活用により品質が優れているもの。

５．その他
優良工事、難工事功労の工事表彰等を受賞した場合は、総合評価落札方式において技術力評価が

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は、それぞれ総合評価落札方式において

企業及び担当技術者の技術力評価が優位になります。
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令和３年度 東京国道事務所
建設業担い手の確保・育成貢献工事表彰について

１．目的
東京国道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、これを表彰す
ることにより、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
表彰の対象となる建設産業担い手の確保・育成貢献工事は、表彰対象年度に完成し、施工が優秀で

あって建設業の担い手の確保及び育成に関する取組などが優れた工事の中から、東京国道事務所等
成績評定評価委員会において審査を行い、選定するものとします。

３．選定方針
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、受注者から担い手の確保及び育成に関する取組として実施報告のあった取組が
総合的に優れたもの。

【取組例】
・建設業界への入職のきっかけづくりとなる取組
・建設業の社会的意義・役割や魅力・やりがいを知ってもらうための取組
・建設現場の生産性向上、労働環境を改善する取組
・若手・女性技術者の確保・育成のための取組

４．その他
建設業担い手の確保・育成貢献工事表彰の受賞者は、東京国道事務所が総合評価落札方式で発注

する工事において、技術力評価が優位になります。
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事務所長表彰

＜優良工事＞

工　　　事　　　名

Ｒ１国道３５７号荒川河口橋（西行）補修工事 鹿島道路株式会社　東京支店

Ｒ２国道１７号赤塚地区外舗装修繕工事 日工建設株式会社

Ｒ２国道１５号銀座地区外舗装修繕工事 日本道路株式会社　東京支店

Ｒ２品川・亀有・代々木出張所管内交通安全対策工事 宮川興業株式会社

＜優良下請企業及び優秀下請技術者＞

工　　　事　　　名 業　　　者　　　名 技術者名

Ｈ３１・３２・３３万世橋維持工事 有限会社　小林建設 三吉　審

＜難工事功労＞

工　　　事　　　名

Ｒ２国道１７号白山電線共同溝その６工事 大林道路株式会社　関東支店

Ｒ２国道２０号新宿御苑トンネル外非常用発電設備他更新工事 岸野電気株式会社

Ｒ２国道２４６号三宿地区舗装修繕工事 北川ヒューテック株式会社　東京本社

Ｈ３１・３２・３３代々木緑地管理工事 株式会社昭和造園

Ｒ２東京国道事務所管内照明設備更新工事 シンテック株式会社

Ｒ２品川・亀有出張所管内橋梁補修維持工事 スバル興業株式会社　東京営業所

Ｒ２代々木・万世橋出張所管内橋梁補修維持工事 スバル興業株式会社　東京営業所

Ｒ２国道６号青戸地区外舗装修繕工事 大成ロテック株式会社　南関東支社

Ｒ２国道６号言問橋舗装補修工事 大成ロテック株式会社　南関東支社

Ｒ２国道３５７号東品川地区外舗装修繕工事 大有建設株式会社　東京支店

Ｒ２国道１５号南大井電線共同溝その２工事 株式会社竹中道路　東京本店

Ｒ２国道２４６号渋谷地区外舗装修繕工事 株式会社竹中道路　東京本店

Ｒ２国道２４６号池尻地区共同溝補強工事 東急建設株式会社

Ｒ２国道１５号銀座共同溝附帯設備更新工事 東照工業株式会社

Ｒ２国道３５７号環状八号ＢＰ羽田空港トンネル照明設備更新工事 東照工業株式会社

Ｒ２国道３５７号東側橋地区外ＣＣＴＶ設備設置工事 東照工業株式会社

Ｒ２東京国道管内交通安全対策ほか工事 日工建設株式会社

Ｈ３１・３２・３３代々木維持工事 日工建設株式会社

Ｈ３１・３２・３３万世橋道路清掃作業 日本ハイウエイ・サービス株式会社

Ｈ３１・３２・３３代々木道路清掃作業 日本ロード・メンテナンス株式会社

Ｈ３１・３２・３３万世橋緑地管理工事 みかど造園株式会社　東京支店

Ｒ２東京国道管内標識設置ほか工事 宮川興業株式会社

令 和 ３ 年 度 優 良 工 事 等

※（会社名 五十音順）

業　　　者　　　名

業　　　者　　　名
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＜優良業務及び優秀技術者＞

業　　　務　　　名 業　　　者　　　名 技術者名

Ｒ３東京国道事務所管内舗装点検効率化検討業務
Ｒ３東京国道事務所管内舗装点検効率化検討業務パシ
フィックコンサルタンツ・福田道路設計共同体

稲光　信隆

Ｒ２バスタ新宿利便向上に資する施設計画検討業務
Ｒ２バスタ新宿利便向上に資する施設計画検討業務道
路新産業開発機構・日建設計・日建設計シビル設計共
同体

正垣　隆祥

Ｈ３１・３２・３３品川・万世橋管内橋梁点検業務
Ｈ３１・３２・３３品川・万世橋管内橋梁点検業務復
建エンジニヤリング・首都高技術設計共同体

佐々木　洋平

Ｒ３東京国道管内交通事故対策検討業務 株式会社オリエンタルコンサルタンツ　関東支社 林　祐志

Ｒ３東京国道防災検討業務 株式会社建設技術研究所　東京本社
小宮　乃理子

（小玉　乃理子）

＜建設業担い手の確保・育成貢献工事表彰＞

Ｒ３東京国道管内道路改良他工事 世紀東急工業株式会社　東京支店

Ｒ２国道２４６号池尻地区共同溝補強工事 東急建設株式会社

※（会社名 五十音順）
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参考

（局長表彰　優良工事及び優秀工事技術者）

工　　　事　　　名 業　　　者　　　名 技術者名

Ｒ２国道２４６号赤坂見附陸橋耐震補強他工事 株式会社ＩＨＩインフラ建設　関東支店 忌部　史郎

Ｈ３１・３２・３３万世橋維持工事 東亜道路工業株式会社　関東支社 小田　幸生

Ｒ２国道２４６号大橋地区外舗装修繕工事 株式会社ＮＩＰＰＯ　東京統括事業所 －

（局長表彰　優良業務及び優秀技術者）

業　　　務　　　名 業　　　者　　　名 技術者名

Ｒ２品川駅西口駅前広場基盤構造検討他業務 パシフィックコンサルタンツ株式会社　首都圏本社 高橋　伸夫

※（会社名 五十音順）

【別表－２】
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案内図

１．日時：令和４年７月２５日（月） １０：００～１４：３０

①10:00～10:45 優良工事、優良下請企業及び優秀下請技術者
②11:00～11:45 優良業務、優秀技術者
③13:30～14:30 難工事功労、建設業担い手の確保・育成貢献工事

２．場所：九段第３合同庁舎 １５階 第２会議室
東京都千代田区九段南１－２－１

（千代田区役所と同じ建物）

東京メトロ東西線・半蔵門線・都営新宿線九段下駅
（６番出口）から徒歩約５分

九段第３合同庁舎 １5階
第２会議室
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令和３年度 東京国道事務所優良工事等の表彰について

取材登録書

標記について、取材を希望される報道機関におかれましては、事前にご登録を
をお願い致します。

■E-mail： ktr-toukoku-cloud@mlit.go.jp

■期限 ：令和４年７月２２日（火） １７時まで

【別紙】

１．報道機関名：

２．担 当 者：

３．連 絡 先
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※取材、撮影は①優良工事、優良下請企業及び優秀下請技術者、②優良業務、
優秀技術者の表彰までとさせていただきます。


