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特集（1）

国土交通省関東 ・ 北陸 ・ 中部地方整備局

優良工事・ 業務等表彰特集

中部地方整備局長表彰式
北陸地方整備局長表彰式

卓越した技術力と管理能力で表彰受賞

国土交通省の優良工事 ・ 業務等の表彰は、 同省が発注した工事や業務を高い技
術力と優れた管理施工能力で完成させ、 良質な社会資本整備に貢献した他の模範と
なる企業、 技術者らが表彰される。 いずれの企業 ・ 技術者もＩＣＴ等の新技術活用や
創意工夫、 さらに週休２日をはじめとした働き方改革など激変する現場環境の中、 い
ずれも最高の結果を出し、 表彰へと導いた。
本年度の表彰式典は、 新型コロナウイルス感染防止の観点から、 関東地方整備局
が局および現地機関いずれも取りやめになった。 北陸と中部は表彰者を工事 ・ 業務で
分散化させたり集合撮影を取りやめるなど、 感染防止対策を講じたうえで開催した。
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2019年度完成 関東地方整備局表彰
国土交通省関東地方整備局の2019年度優良工事等局長表彰の受賞者のうち、 長野県内企
業では優良工事部門で岡谷組 （岡谷市） と畑八開発 （佐久穂町）、 優良業務部門で伊藤測
量設計 （長野市） が受賞。 累計完成工事件数が多く、無事故を継続している企業を表彰する 「安
全管理優良受注者」 では６社が栄誉に浴した。
今回の表彰案件は、 19年度に完成した同局発注の工事1055件と業務1516件の中から選りすぐ
られたもの。 全体では優良工事88件 （80社）、 優秀工事技術者68人、 安全管理優良受注者
108社 （一般土木93社、 アスファルト舗装14社、 港湾土木１社）、 優良業務64件 （42社）、 優秀
技術者64人、 工事成績優秀企業認定38社、 新技術推進技術者表彰８件を選定した。
なお表彰式典は新型コロナウイルス感染防止のため局長表彰および管内現地機関の事務所長
表彰ともに行われなかった。

2019年度完成 北陸地方整備局表彰
国土交通省北陸地方整備局は７月21日、 新潟市内の同局で2019年度完成優良工事等局長
表彰式を挙行した。 県内企業では、 局長表彰の優良工事部門でフクザワコーポレーション （飯
山市）、 優良維持修繕工事部門で川中島建設 （長野市） が受賞。 フクザワコーポレーションは
県内で唯一、工事成績優秀企業の認定を受けた。ICT活用工事成績優秀企業認定には北野（小
谷村）、相模組 （大町市）、フクザワコーポレーション、鷲澤建設 （小谷村） の４社が選定された。
表彰案件は19年度に完成した同局発注の工事763件と委託業務1035件の中から選りすぐられた
もの。 全体では局長表彰45件26人 （優良工事18件、 優良維持修繕工事６件、 優良委託業務
21件、 優良建設技術者 ・ 工事23人、 同 ・ 委託業務10人）。 事務所長表彰は84件69人 （優良
工事29件、 優良維持修繕工事９件、 優良委託業務31件、 優良建設技術者 ・ 工事23人、 同 ・
委託業務31人、 優良工事における下請負者21件、 優良工事における下請負者の専任技術者
15人） を選定した。

2020年度 中部地方整備局表彰
国土交通省中部地方整備局は７月20日、 同局発注の工事や業務で優秀な成績をあげた企業
や技術者を表彰する2020年度の優良工事等局長表彰式を愛知県のホテル名古屋ガーデンパレ
スで開いた。 本年度の局長表彰は優良工事41件、 優良工事技術者41人、 優良業務30件、 優
良業務技術者30人、 安全工事４件で、 県内企業からはヤマウラ （駒ヶ根市）、 木下建設 （飯
田市）、 長豊建設 （飯田市） の３社が優良工事に、 大宗土建 （南木曽町） が安全工事をそれ
ぞれ受賞した。 事務所長表彰は、 優良工事93件、 優良工事技術者93人、 優良業務65件、 優
良業務技術者65人、 安全工事８件、 社会貢献等８件。
◇現地機関の表彰式 ◇

中部地方整備局飯田国道事務所 （飯田市）

北陸地方整備局松本砂防事務所 （松本市）
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優れた技術力と総合力で
表彰に輝いた受賞協賛企業
※掲載は関東、 北陸、 中部の局長表彰 （認定）、 事務所長表彰の工事、 業務の順です。

関東地整

優良工事及び優秀工事技術者 【局長表彰 （長野国道事務所推薦）】

Ｈ30 ・ 31中部横断自動車道維持工事

監理技術者

畑 修一
【工事概要】 中部横断自動車道御影料金所～八千穂高原IC間（22.4㎞）において道路巡回や道路付属物補修、除草工や応急
処理工など、道路の維持管理を行った工事である。
【選定理由】 常に適切な管理体制を確立して、落下物や事故などの緊急出動に24時間365日、迅速に対応した。特に冬期の維
持管理においては降雪時の除雪は勿論、冬用タイヤ規制においては約30名以上の要員が必要となるが、遅滞なく確保して迅速
に現場に配置し規制を実施するなど、常に高速道路の安全通行を見据えた仕事を主体的に行った。加えて台風19号により、中
部横断道においても数カ所の法面崩落が発生したが、事前通行規制の全線通行止めに伴う要員確保に加え、同時に土砂撤去
や道路清掃の作業員や資機材を確保して夜を徹して応急復旧作業を行い、早期の交通解放に寄与した。

代表取締役

笹﨑 俊一

〒384-0701
佐久穂町畑329
TEL.0267-88-2501
FAX.0267-88-2665
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関東地整
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安全管理優良受注者 【局長表彰】

【完成工事件数 ４ 件】

代表取締役社長

関東地整

藏谷 伸一

〒383-0021
中野市西2-5-11
TEL.0269-22-3175
FAX.0269-22-7855

安全管理優良受注者 【局長表彰】

【完成工事件数 ５ 件】

2020年度の安全大会はWeb形式で開催した

柳原改良舗装２他工事 （2019年度完成）

代表取締役

北條 將隆

〒381-0011
長野市村山348-1
TEL.026-244-4347
FAX.026-244-1314
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安全管理優良受注者 【局長表彰】

【完成工事件数 ７ 件】
山清路防災１号工事

城山トンネル工事用道路

代表取締役社長

関東地整

〒390-0852
松本市大字島立635-1
TEL.0263-47-9300
FAX.0263-47-9310

大池 太士

優良業務及び優秀技術者 【局長表彰 （長野国道事務所推薦）】

Ｒ１長野国道管内測量調査業務

主任技術者

伊藤 一寿

【業務概要】 長野国道事務所管内において国道158号松本波田道路、奈川渡改良、国道20号内山地区、下諏訪岡谷バイパス
及び坂室バイパスの事業実施に伴う基準点測量、水準測量、現地測量、応用測量、三次元点群測量を実施した。
【選定理由】 長野国道事務所が進める各事業の設計段階で必要になる測量データについて、発注者及び設計会社とのコミュニ
ケーションを積極的に行い、適切な時期に測量作業を進めるとともに、現地状況に応じた最適な計測方法を発注者に提案し、
測量作業時の安全確保、測量データの精度管理も適切に行った。特に令和元年東日本台風により長野県内の災害対応で厳し
い状況においても、人員、機材の確保に努め、本業務の作業が遅延することのないよう努めた。

ご指導ご鞭撻頂きました皆様に感謝申し上げます。

株式会社伊藤測量設計
代表取締役

伊藤 裕

〒380-0928
長野市若里3-10-10
TEL.026-254-7154
FAX.026-254-7169

