記者発表資料

令和３年 ３月１９日
東 北 地 方 整 備 局

『みちのく i-Construction 奨励賞』 表彰式を開催
東北復興 i-Construction 連絡調整会議では「みちのく i-Construction
奨励賞の受賞者となる３１団体※を決定しており、この度、宮城県内に所在
する１０団体を対象とした表彰式を下記のとおり開催します。
※令和３年３月１日記者発表

【開催概要】
１日 時
２場 所

令和３年３月２３日（火）１４：００～１５：００
東北地方整備局 ２階 共用第一会議室
（宮城県仙台市青葉区本町３-３-１ 仙台合同庁舎Ｂ棟）
３受賞者 別紙－１「R2 みちのく i-Construction 奨励賞受賞者」
※本式において表彰する１０団体を抽出しております。
４次 第 別紙－２「次第」のとおり
◆報道席：報道関係者の席を用意しております。取材を希望される場合は事前に別紙－３
「取材申込書」にてお申し込み下さるよう御協力お願いします。
取材の際は各自にてマスクをご準備のうえお越しください。会場でのマスク着
用、消毒にご協力いただけない場合は、入場をお断りする場合がございます。

＜発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会＞
＜問い合わせ先＞
国土交通省 東北地方整備局 企画部
TEL 022-225-2171（代表）
施工企画課長
技術管理課長

ぬのみや

あけみち

あかひら

かつや

布宮 明道 （内線 3451）
赤平 勝也 （内線 3311）

別紙-1
R2 みちのくi-Construction奨励賞受賞者

○箇所が今回の表彰式で表彰する宮城県内の団体

○工事・業務部門（東北地方整備局発注）
No.

受注者名
クドウケンセツ

工事／業務名

カブシキ ガイシャ

発注
事務所等

ミズサワシンジョウチクドウロカイリョウコウジ

水沢真城地区道路改良工事

岩手河国

カブシキ ガイシャ コウノイケグミ トウホクシテン

イチノセキユウスイチマイカワスイモンシンセツコウジ

一関遊水地舞川水門新設工事

岩手河国

ニッケンコウギョウカブシキ ガイシャ

ナトリガワユリアゲチクカセンボウサイステーションコウジ

名取川閖上地区河川防災ステーション工事

仙台河国

ナルセガワソウゴウカイハツ ツケカエコクドウカリュウブ チシツチョウサギョウム

鳴瀬川総合開発付替国道下流部地質調査業務

鳴瀬総開

カブシキ ガイシャ サワキグミ

シモハマチクドウロカイリョウコウジ

下浜地区道路改良工事

秋田河国

オオモリケンセツ カブシキ ガイシャ

ヨネシロガワフッコシチクコウスイシキセイビコウジ

米代川吹越地区高水敷整備工事

能代河国

カブシキ ガイシャ マルタカ

マルゴチクドウロカイリョウコウジ

丸子地区道路改良工事

酒田河国

イガラシケンセツ

アブクマガワジョウリュウコオリヤマチクカドウセイセイコウジ

阿武隈川上流郡山地区河道整正工事

福島河国

サトウケンザイコウギョウ カブシキ ガイシャ

アブクマガワジョウリュウ オカベ カリュウチク テイボウセイビコウジ

福島河国

タダケンセツ

アブクマガワジョウリュウ オカベ ジョウリュウチク テイボウセイビコウジ

1 工藤建設株式会社
2 株式会社鴻池組 東北支店
3 日建工業株式会社
カブシキガイシャ アサノタイセイキソエンジニアリング

トウホクシシャ

4 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 東北支社
5 株式会社沢木組
6 大森建設株式会社
7 株式会社丸高
カブシキ ガイシャ

8 五十嵐建設株式会社
9 佐藤建材工業株式会社

阿武隈川上流岡部下流地区堤防整備工事

カブシキ ガイシャ

10 多田建設株式会社
トウヨウケンセツ カブシキ ガイシャ

阿武隈川上流岡部上流地区堤防整備工事
トウホクシテン

11 東洋建設株式会社 東北支店
ケンセツ カブシキ ガイシャ

トウホクシテン

12 あおみ建設株式会社 東北支店

ヘイセイ 31 ネンド

センダイシオガマコウイシノマキコウクヒバリノチクボウハテイ（ミナミ）チクゾウコウジ

平成31年度仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤（南）築造工事
ヘイセイ31ネンド ソウマコウ ホンコウチク ボウハテイ オキ ショウハチクゾウコウジ

平成31年度相馬港本港地区防波堤（沖）消波築造工事

福島河国
塩釜港湾・
空港
小名浜港湾

○工事・業務部門（地方公共団体発注）
No.

受注者名

工事／業務名
コクドウ 279

国道２７９号道路改良（南BP）工事

青森県

トウシンギジュツカブシキガイシャ

アジガサワカニタセンドウロカイリョウソクリョウギョウムイタク

鰺ヶ沢蟹田線道路改良測量業務委託

青森県

マルイジュウキケンセツカブシキガイシャ

ダイ６０ー１ー１ゴウ ノヘジコウタカシオタイサク（リガンテイカサアゲ）コウジ

第60-1-1号 野辺地港高潮対策(離岸堤嵩上げ)工事

青森県

カブシキ ガイシャ オリエンタルコンサルタンツ

ミヤコカンナイカイガンホゼンシセツチョウジュミョウカケイカクサクセイギョウムイタク

宮古管内海岸保全施設長寿命化計画作成業務委託

岩手県

カブシキガイシャモウイシグミ

イッパンコクドウ342ゴウシラカケチクドウロカイリョウコウジ

一般国道３４２号白崖地区道路改良工事

岩手県

カブシキガイシャイトウドケン

ハギサワドウロカイリョウ（チクテイ）コウジ

萩沢道路改良（築堤）工事

宮城県

アサヒケンセツカブシキガイシャ

チホウドウロコウフキンコウジ（カイチク） ３０－ＨＦ２７－５０

地方道路交付金工事（改築） ３０－ＨＦ２７－５０

秋田県

カブシキガイシャエイメイコウムテン

サイガイタイサクトウキンキュウコウジ ３０－ＫＡ７５－２０

災害対策等緊急工事 ３０－ＫＡ７５－２０

秋田県

カブシキガイシャカトウケンセツ

ユカウエシンスイタイサクトクベツキンキュウコウジ ３０－ＫＹ３６－３０

床上浸水対策特別緊急工事 ３０－ＫＹ３６－３０

秋田県

カブシキガイシャチョウカイリース

カセンカイシュウコウジ ０１－ＫＡ２３－１０

河川改修工事 ０１－ＫＡ２３－１０

秋田県

カブシキガイシャツヤグミ

チホウドウロカイチクホジョコウジ ０１－ＨＦ２７－４０

地方道路改築補助工事 ０１－ＨＦ２７－４０

秋田県

ヒダカケンセツ

カセンサイガイフッキュウトウカンレンキンキュウコウジ ３０－ＫＥ１０－４０

河川災害復旧等関連緊急工事 ３０－ＫＥ１０－４０

秋田県

カブシキカイシャ ヨコヤマソクリョウセッケイジムショ

オソタニガワチケイソクリョウギョウムイタク

遅谷川地形測量業務委託

山形県

フジタ・コトブキトクテイケンセツコウジキョウドウキギョウタイ

ドウロキョウリョウセイビ（コウフ）コウジ（トンネルカイシュウ）

福島県

1 田中建設工業株式会社
2 東信技術株式会社
3 丸井重機建設株式会社
4 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
5 株式会社舞石組
6 株式会社伊藤土建
7 朝日建設株式会社
8 株式会社英明工務店
9 株式会社加藤建設
10 株式会社鳥海リース
11 株式会社津谷組
カブ シキガイシャ

12 日高建設株式会社
13 株式会社横山測量設計事務所
14 藤田・寿特定建設工事共同企業体

ゴウドウロカイリョウ（ミナミＢＰ）コウジ

発注県等

タナカケンセツコウギョウカブシキガイシャ

道路橋りょう整備（交付）工事（ＴＮ改修）
センダイシ

トウブ

フッコウ ドウロ

セイビ

ジギョウ （シュ）シオガマワタリセン（カサアゲドウロ）ホソウシンセツコウジ（ゴコ

仙台市東部復興道路整備事業 (主)塩釜亘理線(かさ上げ道路)舗装新

ニッケンコウギョウカブシキ ガイシャ

15 日建工業株式会社

ウク）

設工事(5工区)

○地方公共団体取組部門
No.

取組団体名

取組名

1 青森県

ｉーＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎフキュウソクシンニムケタＩＣＴセコウカツヨウシエンノトリクミ

2 仙台市

ＩＣＴヲカツヨウシタセンダイシドウロダイチョウシステムノコウチクトウンヨウ

i-Construction普及促進に向けたＩＣＴ施工活用支援の取組
ICTを活用した仙台市道路台帳システムの構築と運用

○民間企業部門
No.

企業名

取組名

カブシキ ガイシャ サトウコウムテン

【イーサン・エス】ヲカツヨウシタICTノリメンセイケイコウ

カブシキガイシャダイワギジュツサービス

i-Conケイソクサービスニヨルニナイテイクセイ・ギジュツシャイクセイ・ドウニュウシエンカツドウ

1 株式会社佐藤工務店
2 株式会社ダイワ技術サービス

【E三・S】を活用したICT法面整形工
「i-Con計測サービス」による担い手育成・技術者育成・導入支援活動

仙台市

別紙－２

令和２年度みちのく i-Construction 奨励賞表彰式
次 第

日 時 ： 令和３年３月２３日（火） １４:００～１５：００
場 所 ： 東北地方整備局 共用第一会議室
１．開式
２．あいさつ
東北復興 i-Construction 連絡調整会議会長
３．表彰状授与
工事・業務部門（東北地方整備局発注）
（地方公共団体発注）
地方公共団体取組部門
民間企業部門
４．閉式
５．記念撮影

新型コロナウイルス感染症防止対策について
・ソーシャルディスタンスを確保するため座席の間隔を空けて開催します。
・席を移動しての写真撮影はご遠慮願います。
・表彰式中は感染防止のためマスク着用をお願い致します。
・受付時に手指消毒用アルコールで消毒をお願い致します。
・発熱、咳、呼吸が苦しいなど体調がすぐれない時は出席をご遠慮ください。

別紙－３
国土交通省東北地方整備局
企画部 施工企画課 宛
申込先 FAX 022-227-0817

令和２年度みちのく i-Construction 奨励賞表彰式
【令和３年３月２３日(火) 14:00～15：00】

取 材 申 込 書
取材をご希望の報道機関におかれましては、事前に別添の取材要領
をご確認していただき必要事項をご記入の上、FAX 又はメールにてお申
し込みください。
申込み締め切りは３月２２日(月)１７：００です。
令和 年 月
所属記者会（所属する記者会に○をつけて下さい。）
・宮城県政記者会 ・東北電力記者会 ・東北専門記者会
・その他（

）
会社名及び部署名

取材者（代表者）の役職・氏名・連絡先
【代表者の連絡先（携帯番号等）】

取材者の人数（カメラマン、音声担当等も含めた総人数）
人
・上記のとおり取材を申し込みます。
取材申込等に関する問い合わせ先
国土交通省東北地方整備局
ＴＥＬ ０２２－２２５－２１７１（代表）
企画部施工企画課
専門員
千葉 （内線３４６１）
chiba-k82ai@mlit.go.jp

日

別添

－取材要領－
1. 事前申し込みについて
取材を希望される方は、事前に「取材申込書」により FAX 又はメールで
お申し込み願います。
（スムーズな運営のため、御理解と御協力を御願い致します。）
○ 申込期限は３月２２日（月）１７：００とさせていただきます。（期限厳守で御
願い致します。）
申込先
（ＦＡＸ）０２２－２２７－０８１７（東北地方整備局施工企画課）
（メール) chiba-k82ai@mlit.go.jp（東北地方整備局施工企画課 千葉）
なお、記入欄は、日程の変更などのお知らせや、取材スペースの確保に
必要な事項ですので、記入漏れの無いよう御協力を御願い致します。
2. 東北地方整備局 １階入館ゲート前で受付を済ませてから入室をお願いし
ます。（受付開始１３：３０～）
3. 新型コロナウイルス感染症防止対策について
・ソーシャルディスタンスを確保するため座席の間隔を空けて開催します。
・席を移動しての写真撮影はご遠慮願います。
・表彰式中は感染防止のためマスク着用をお願い致します。
・受付時に手指消毒用アルコールで消毒をお願い致します。
・発熱、咳、呼吸が苦しいなど体調がすぐれない時は出席をご遠慮ください。

4. その他の留意事項
(1) 取材に当たっては担当者の指示に従って下さい。

