
１．日　　時　　　 令和４年７月２６日（火） 　　１３時３０分から

２．場　　所　　　 千葉国道事務所　２０２会議室

３．表彰件数等

（１）優良工事関係（対象工事件数：６２件）　 【別表－１】

優良工事 ６件

優秀工事技術者 ２名

優良下請企業及び優秀下請技術者 ３社及び２名

（２）難工事功労表彰　　 ２９件 【別表－２】

（３）優良業務及び優秀技術者（対象業務件数：５９件）　 ４件及び４名 【別表－３】

（４）建設産業担い手の確保・育成貢献工事表彰 １件 【別表－４】

※ 取材を希望される報道機関の方は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

　　また、取材者証（腕章）を着用し、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。

　　なお、会場の都合により、一般の方の傍聴はできません。

令和４年７月２２日（金）
国土交通省　関東地方整備局

千葉国道事務所

記　者　発　表　資　料

問い合わせ先

国土交通省　関東地方整備局　千葉国道事務所

電話　０４３－２８７－０３１１（代表）

工事品質管理官　　阿部　勇一　　品質確保課長　　竹田　英之

令和３年度 千葉国道事務所優良工事等の表彰について
～技術の向上と建設業の担い手確保・育成を目指して～

記

発表記者クラブ

　国土交通省千葉国道事務所は、令和３年度に完成した工事及び完了した業務の中

で、優れた成績を収めた工事、業務、技術者等について、下記の通り表彰を行います

のでお知らせいたします。

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、千葉県政記者会、千葉市政記者会

あべ ゆういち たけだ ひでゆき

千葉国道事務所ホームページ https://www.ktr.mlit.go.jp/chiba/

twitter情報 https://twitter.com/mlit_chibakoku
ホームページ twitter
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①

②

①

②

３．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）

（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。

（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。

（建設産業担い手の確保・育成貢献工事表彰）
　 千葉国道事務所管内の工事に関し、その施工等が優秀であって他の規範とするに足りる
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などが優れた工
事を選定し、これを表彰することにより、建設産業の担い手の確保及び育成に関する取組を
より一層推進することを目的とした制度です。（平成３０年度より実施）

２．選定方法                                                                          

　優良工事等の選定は、千葉国道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、「千葉国道事務所優良工事・業務等推薦委員会」において審査を行い
選定しています。

令和３年度 優良工事等の事務所長表彰について

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千葉国道事務所が所掌した工事又は千葉国
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、関東地方整備局発注で千葉国道事務所が所掌した工事又は
千葉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）
　 優良下請企業及び優秀下請技術者は、優良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を行うことにより、下請企業の技術の向上及び円滑な事業の推
進を図り、もって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。

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。
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。
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①

①

①

②

③

④

①

②

優良工事　　 ６件

優秀工事技術者　　　 ２名

優良下請企業及び優秀下請技術者 ３社及び２名

難工事功労表彰 ２９件

優良業務及び優秀技術者 　　 ４件及び４名

建設産業担い手の確保・育成貢献工事表彰 １件

（優良下請企業及び優秀下請技術者）

元請が優良工事表彰を受けた工事の中で、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者の功績が顕著なもの。

（難工事功労表彰）

「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。

（優良業務及び優秀技術者）

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。
解析手法、設計条件等を適正に定め、最終案決定に至った経過を要領よく取りまとめて
あるもの。

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。

（建設産業担い手の確保・育成貢献工事表彰）

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。

４．表彰件数、人数

BIM/CIM活用により品質が優れているもの。

事務所長表彰

５．表彰工事・業務の名称、業者の名称及び技術者の氏名

【別表－１】～【別表－４】参照

　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、難工事功労表彰の工
事で表彰された場合、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。

６．その他

　優良業務表彰及び優秀技術者表彰を受賞した場合、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。

　建設産業担い手の確保・育成貢献工事表彰を受賞した場合、千葉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企業の技術力評価が優位になります。

　千葉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ました。【参考資
料】(P7/7)をご参照下さい。
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（優良工事及び優秀工事技術者）

1

2

3

4

5

6

1

2

3

№

1

2

3

4

5

6

7

8

田中建設 株式会社 増田　和貴

技術者区分 氏名

たけうちけんせつ かぶしきがいしゃ いまぜき　ゆうじ

Ｒ２柏管内交差点改良舗装工事

Ｒ２こくどう３５７ごうえびがわおおはしかぶその２こうじ じゃぱんぱいる かぶしきがいしゃ

イビデングリーンテック 株式会社

いびでんぐりーんてっく かぶしきがいしゃ

（片岡工業 株式会社）
鈴木　健一

Ｒ２こくどう１２７ごうたてやまほそうこうじ たなかけんせつ かぶしきがいしゃ ますだ　かずき

Ｒ３圏央道多古地区改良工事 萩原土建 株式会社

たくみけんせつ かぶしきがいしゃ

Ｒ２国道３５７号海老川大橋下部その２工事 工建設 株式会社

Ｒ２こくどう３５７ごうえびがわおおはしかぶその２こうじ

竹内建設 株式会社 今関　祐司監理技術者

－ －

令和３年度　事務所長表彰優良工事等一覧

◇優良工事関係 【別表－１】

№ 工　  　　事　　  　名 会　　社　　名
優秀工事技術者

技術者区分 氏名

－

（会社名五十音順）

（優良下請企業及び優秀下請技術者）

№
工　  　　事　　  　名

（ 元  請  会  社  名 ）
下　請　会　社　名

優秀下請技術者

Ｒ２こくどう５１ごうのげだいらちくほかぼうさいたいさくこうじ

Ｒ２国道５１号野毛平地区外防災対策工事 片岡工業 株式会社 －

かたおかこうぎょう かぶしきがいしゃ

－

Ｒ２こくどう５１ごうよしおかちくほかかいりょうほそうこうじ かじまどうろ かぶしきがいしゃ　とうきょうしてん

Ｒ２国道５１号吉岡地区外改良舗装工事

Ｒ２国道１２７号館山舗装工事

鹿島道路 株式会社　東京支店 －

Ｒ２かしわかんないこうさてんかいりょうほそうこうじ

かぶしきがいしゃ かんでんこう

Ｒ２国道１６号大青田地区（その６）電線共同溝工事 株式会社 関電工

鹿島道路 株式会社　東京支店

Ｒ２こくどう３５７ごうまいはまおおはし（うみがわ）ほかほそうほしゅうその２こうじ

Ｒ３こくどう１６ごうごじゅうやばしほかきょうりょうほしゅうこうじ しょーぼんどけんせつ かぶしきがいしゃ　ちばしてん

Ｒ３国道１６号五十谷橋外橋梁補修工事 ショーボンド建設 株式会社　千葉支店

－

◇難工事功労表彰

工　  　　事　　  　名 会　　社　　名

かじまどうろ かぶしきがいしゃ　とうきょうしてん

Ｒ１こくどう１６ごうかしわしおおしまだほかほそうしゅうぜんほかこうじ かじまどうろ かぶしきがいしゃ　とうきょうしてん

Ｒ１国道１６号柏市大島田外舗装修繕他工事 鹿島道路 株式会社　東京支店

Ｒ２こくどう１６ごうこむろばしきょうりょうほしゅうこうじ しょーぼんどけんせつ かぶしきがいしゃ　ちばしてん

Ｒ２国道１６号小室橋橋梁補修工事 ショーボンド建設 株式会社　千葉支店

Ｒ２ちばしゅっちょうじょかんないりょくちかんりこうじ うえちゅうぞうえんどぼく かぶしきがいしゃ

Ｒ２千葉出張所管内緑地管理工事

Ｒ２国道３５７号舞浜大橋（海側）外舗装補修その２工事

R２こくどう１６ごうおおあおたちく（その６）でんせんきょうどうこうこうじ

Ｒ２国道１６号五井南海岸舗装修繕その２工事 株式会社 ミカミメカニック

（株式会社 佐藤渡辺   関東支店）

Ｒ２こくどう５１ごうのげだいらちくほかぼうさいたいさくこうじ すずき　けんいち

Ｒ２こくどう１６ごうごいみなみかいがんほそうしゅうぜんその２こうじ こばやし　なおゆき

Ｒ２国道５１号野毛平地区外防災対策工事

Ｒ２国道３５７号海老川大橋下部その２工事 ジャパンパイル 株式会社
－

（工建設 株式会社）
かぶしきがいしゃ みかみめかにっく

小林 直之

主任技術者

主任技術者

植忠造園土木 株式会社

－

監理技術者

－

Ｒ３けんおうどうたこちくかいりょうこうじ はぎわらどけん かぶしきがいしゃ

（会社名五十音順）

　

（会社名五十音順）

【別表－２】(1)

Ｒ１こくどう３５７ごういちかわおおはし（うみがわ）たいしんほきょうその２こうじ かぶしきがいしゃ おのこうぎょうしょ

Ｒ１国道３５７号市川大橋（海側）耐震補強その２工事 株式会社 小野工業所

Ｒ１こくどう３５７ごういちかわおおはし（やまがわ）たいしんほきょうその２こうじ かぶしきがいしゃ ＩＨＩいんふらけんせつ　かんとうしてん

Ｒ１国道３５７号市川大橋（山側）耐震補強その２工事 株式会社 ＩＨＩインフラ建設　関東支店
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№

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

世紀東急工業 株式会社　東関東支店

世紀東急工業 株式会社　東関東支店

Ｒ２こくどう１６ごうあねさきかいがん－きたそでほそうしゅうぜんこうじ

Ｒ２こくどう１６ごうきさらづしながすかちくほかほそうしゅうぜんこうじ たいせいろてっく かぶしきがいしゃ　ひがしかんとうししゃ

Ｒ３柏出張所管内緑地管理工事 株式会社 新松戸造園

Ｒ２国道１６号姉崎海岸－北袖舗装修繕工事

◇難工事功労表彰

Ｒ３かしわしゅっちょうじょかんないりょくちかんりこうじ かぶしきがいしゃ しんまつどぞうえん

Ｒ２国道１６号貝渕地区（その３）電線共同溝工事 世紀東急工業 株式会社　東関東支店

Ｒ２こくどう１６ごうかいぶちちく（その３）でんせんきょうどうこうこうじ せいきとうきゅうこうぎょう かぶしきがいしゃ　ひがしかんとうしてん

みかどぞうえん かぶしきがいしゃ

Ｒ３船橋出張所管内緑地管理工事 みかど造園 株式会社

Ｒ２国道３５７号千鳥大橋（山側）橋梁補修工事 株式会社 横河ブリッジ

ライト工業 株式会社　関東防災統括支店

かぶしきがいしゃ よこがわぶりっじＲ２こくどう３５７ごうちどりおおはし（やまがわ）きょうりょうほしゅうこうじ

Ｒ２こくどう１２７ごうきさらづしゅっちょうじょかんないぼうさいたいさくほかこうじ らいとこうぎょう かぶしきがいしゃ　かんとうぼうさいとうかつしてん

Ｒ２国道１２７号木更津出張所管内防災対策他工事

Ｒ２国道１６号市原地区（その３）電線共同溝工事 大有建設 株式会社　東京支店

せいきとうきゅうこうぎょう かぶしきがいしゃ　ひがしかんとうしてん

Ｒ２みなみこやすちくほかかいりょうほそうこうじ せいきとうきゅうこうぎょう かぶしきがいしゃ　ひがしかんとうしてん

Ｒ２南子安地区外改良舗装工事

Ｒ３ちばこくどうかんないＣＣＴＶせつびせっちこうじ とうほうでんきこうぎょう かぶしきがいしゃ

かぶしきがいしゃ たけなかどうろ　とうきょうほんてん

東邦建設 株式会社

Ｒ２国道１６号木更津市長須賀地区外舗装修繕工事 大成ロテック 株式会社　東関東支社

 みついすみけんどうろ かぶしきがいしゃ　かんとうしてん

Ｒ３千葉国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事 東邦電気工業 株式会社

Ｒ２こくどう１６ごういちはらちく（その２）でんせんきょうどうこうこうじ  みついすみけんどうろ かぶしきがいしゃ　かんとうしてん

Ｒ２こくどう１６ごうごいみなみかいがんほそうしゅうぜんその１こうじ

Ｒ２こくどう１６ごうかいぶち（４）でんせんきょうどうこうこうじ とだどうろ かぶしきがいしゃ

Ｈ３１－Ｈ３３千葉出張所管内維持工事

Ｒ２こくどう１６ごういちはらちく（その１）でんせんきょうどうこうこうじ

にちれきどうろ かぶしきがいしゃ

Ｒ２国道１６号大青田地区（その５）電線共同溝工事

株式会社 ニューテック康和　千葉支店

Ｈ３１－Ｈ３３ちばしゅっちょうじょかんないいじこうじ かぶしきがいしゃ にゅーてっくこうわ　ちばしてん

Ｒ３ふなばししゅっちょうじょかんないりょくちかんりこうじ

三井住建道路 株式会社　関東支店

Ｈ３１－Ｈ３３かしわしゅっちょぅじょかんないいじこうじ

R２こくどう１６ごうおおあおたちく（その５）でんせんきょうどうこうこうじ

Ｒ２国道１６号市原地区（その１）電線共同溝工事

Ｒ２国道６号小金きよしヶ丘外舗装修繕他工事 常盤工業 株式会社　関東支店

Ｒ２国道１６号貝渕（４）電線共同溝工事 戸田道路 株式会社

Ｒ２国道１６号市原地区（その２）電線共同溝工事 三井住建道路 株式会社　関東支店

日瀝道路 株式会社

（会社名五十音順）

Ｒ１こくどう３５７ごうすえひろばしかぶこうじ とうほうけんせつ かぶしきがいしゃ

Ｒ１国道３５７号末広橋下部工事

R２こくどう１６ごうおおあおたちく（その４）でんせんきょうどうこうこうじ たいゆうけんせつ かぶしきがいしゃ　とうきょうしてん

Ｒ２国道１６号大青田地区（その４）電線共同溝工事 大有建設 株式会社　東京支店

Ｒ２国道１６号五井南海岸舗装修繕その１工事 株式会社 竹中道路　東京本店

Ｒ２こくどう１６ごういちはらちく（その３）でんせんきょうどうこうこうじ たいゆうけんせつ かぶしきがいしゃ　とうきょうしてん

【別表－２】(2)

工　  　　事　　  　名 会　　社　　名

Ｒ２こくどう６ごうこがねきよしがおかほかほそうしゅうぜんほかこうじ ときわこうぎょう かぶしきがいしゃ　かんとうしてん

Ｒ２こくどう３５７ごうさむかわちょうほかほそうしゅうぜんこうじ たいせいろてっく かぶしきがいしゃ　ひがしかんとうししゃ

Ｒ２国道３５７号寒川町外舗装修繕工事 大成ロテック 株式会社　東関東支社

ときわこうぎょう かぶしきがいしゃ　かんとうしてん

Ｈ３１－Ｈ３３柏出張所管内維持工事 常盤工業 株式会社　関東支店
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ちばけんおうどうすいもんほかちょうさけんとうぎょうむ３Ｇ４ かぶしきがいしゃ えいとにほんぎじゅつかいはつ　とうきょうししゃ かざみ　けんたろう

【別表－３】◇優良業務及び優秀技術者

工　  　　事　　  　名 会　　社　　名

（会社名五十音順）

◇建設産業担い手の確保・育成貢献工事表彰 【別表－４】

国道５１号用地幅杭設置業務２Ｇ２５ 空間情報サービス 株式会社 醍醐　秀和

千葉圏央道水文他調査検討業務３Ｇ４ 株式会社 エイト日本技術開発　東京支社 主任技術者

ちば・しすい・きさらづかんないきょうりょうてんけんぎょうむ３Ｍ５とうきょうけんせつ

こんさるたんと・にっぽんえんじにありんぐせっけいきょうどうたい

担当技術者

管理技術者

風見　健太郎

主任技術者

こくどう５１ごうようちはばぐいせっちぎょうむ２Ｇ２５ くうかんじょうほうさーびす かぶしきがいしゃ だいご　ひでかず

（会社名五十音順）

Ｒ２けんおうどうたこちくかいりょうその１３こうじ とうほうけんせつ かぶしきがいしゃ

Ｒ２圏央道多古地区改良その１３工事 東邦建設 株式会社

むらせ　じゅんいち

№ 業　  　　務　　  　名 会　　社　　名
優秀技術者

技術者区分 氏名

千葉国道管内移動性向上対策等検討業務３Ｆ３ 千葉国道管内移動性向上対策等検討業務３Ｆ３
計量計画研究所・東京建設コンサルタント・道路
計画設計共同体

佐藤　章博

ちばこくどうかんないいどうせいこうじょうたいさくとうけんとうぎょうむ３Ｆ３

ちばこくどうかんないいどうせいこうじょうたいさくとうけんとうぎょうむ３Ｆ３けいりょう

けいかくけんきゅうじょ・とうきょうけんせつこんさるたんと・どうろけいかくせっけい

きょうどうたい

さとう　あきひろ

ちば・しすい・きさらづかんないきょうりょうてんけんぎょうむ３Ｍ５

千葉・酒々井・木更津管内橋梁点検業務３Ｍ５ 千葉・酒々井・木更津管内橋梁点検業務３Ｍ５東
京建設コンサルタント・日本エンジニアリング設計
共同体

村瀬　順一
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千葉国道事務所

1

2

3

1

2

№ 工　  　　事　　  　名 会　　社　　名
優秀工事技術者

技術者区分

【参考資料】

令和３年度　局長表彰優良工事等一覧

◇局長表彰
（優良工事及び優秀工事技術者）

志賀　一夫

氏名

みかどぞうえん かぶしきがいしゃ

－－

Ｒ２・３ふなばししゅっちょうじょかんないりょくちかんりこうじ

Ｒ２・３船橋出張所管内緑地管理工事 みかど造園 株式会社

（会社名五十音順）

（会社名五十音順）

ちばこくどうかんないきょうりょうたいしんほきょうせっけいぎょうむ２Ｍ１８ やちよえんじにやりんぐ かぶしきがいしゃ　ちばじむしょ

（優良業務及び優秀技術者）

№ 業　  　　務　　  　名
優秀技術者

ちばこくどうかんないじこぶんせきとうけんとうぎょうむ３Ｊ５ 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

Ｒ２こくどう１６ごうごいみなみかいがんほそうしゅうぜんその２こうじ しが　かずお

千葉国道管内橋梁耐震補強設計業務２Ｍ１８ 八千代エンジニヤリング 株式会社　千葉事務所 谷口　和昭

会　　社　　名

たにぐち　かずあき

技術者区分 氏名

管理技術者

かぶしきがいしゃ さとうわたなべ　かんとうしてん

Ｒ２国道１６号五井南海岸舗装修繕その２工事 株式会社 佐藤渡辺　関東支店 監理技術者

Ｒ２こくどう６ごうかしわ（２）ちく（その２）でんせんきょうどうこうこうじ かぶしきがいしゃ たけなかどうろ　とうきょうほんてん いいだ　おさむ

Ｒ２国道６号柏（２）地区（その２）電線共同溝工事 株式会社 竹中道路　東京本店 監理技術者 飯田　修

あべ　かずなり

千葉国道管内事故分析等検討業務３Ｊ５ パシフィックコンサルタンツ 株式会社　首都圏本社 管理技術者 阿部　和成
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