令和３年７月２７日
東 北 地 方 整 備 局
岩手河川国道事務所

記者発表資料

建設事業関係功労者６名
優良業務施行会社・優良工事施工会社
・下請企業・災害対策功労者２８団体を表彰
～ ７月２９日（木）岩手河川国道事務所
において表彰式を行います ～
岩手河川国道事務所において、建設事業関係功労者、優
良業務施行会社、 優良工事施工会社、下請企業、災害
対策功労者の皆様の国土交通関係功労者表彰式を行い
ます。
【令和３年度表彰式】
１．日 時
（建設事業関係功労者）
令和３年７月２９日（木）１３時３０分から
（優良業務・優良工事・下請企業・災害対策功労者）
令和３年７月２９日（木）１４時３０分から
２．場

所

岩手河川国道事務所 ２階大会議室
盛岡市上田４－２－２

３．進行予定
【建設事業関係功労者】
表彰式
１３時３０分から１３時５０分
記念撮影 １３時５０分から１４時００分
【優良業務・優良工事・下請企業・災害対策功労者】
表彰式
１４時３０分から１５時００分
記念撮影 １５時００分から１５時１５分
４．被表彰者（敬称略）
【建設事業関係功労者】
国土交通行政に関する事業に従事または協力し、功績のあった方々を表彰
します。
事務所長表彰（６名）
阿部
村田

佐藤

（１５年以上）

秀雄（岩手県紫波郡紫波町）
北上川水系北上川盆成排水樋管水門等水位観測員
昌之（盛岡市） 北上川水系北上川大沢川原第１陸閘
大沢川原第２陸閘
大沢川原第３陸閘
大沢川原第４陸閘水門等水位観測員
雄三（盛岡市） 北上川水系北上川大沢川原第５陸閘
開運橋左岸第１陸閘

多田
菊池
千葉

開運橋左岸第２陸閘
開運橋左岸第３陸閘水門等水位観測員
福久（花巻市） 北上川水系猿ヶ石川前郷第１排水樋管水門等水位観測員
明男（花巻市） 北上川水系猿ヶ石川前郷第２排水樋管水門等水位観測員
徳太郎（一関市）北上川水系磐井川朴の木排水樋管水門等水位観測員

【優良業務施行会社】
令和２年４月１日から令和３年３月３１日までに完了した設計・測量・調査
・補償等の業務の中で技術力が優秀で、創意工夫のあったもの等を選定して表
彰します。
事務所長表彰（６団体）
（社名）
（業務名）
（主任技術者）

東北エンジニアリング株式会社（岩手県盛岡市）
岩手管内交通現況調査
佐々木 貴

（社名）
（業務名）
（管理技術者）

東北地域づくり・岩手パブリック設計共同体（仙台市青葉区）
北上川上流盛岡出張所管内監理業務
小山 幸男

（社名）
（業務名）
（管理技術者）

株式会社建設技術研究所盛岡事務所（岩手県盛岡市）
一関遊水地関連施設等設計業務
巽 龍太郎

（社名）
（業務名）
（管理技術者）

砂防エンジニアリング株式会社（埼玉県川越市）
八幡平山系砂防事業評価検討業務
尾崎 順一

（社名）
（業務名）
（管理技術者）

昭和土木設計・復建技術設計共同体（岩手県紫波郡矢巾町）
水沢地区他道路設計業務
牧野 仁

（社名）
（業務名）
（管理技術者）

株式会社近代設計岩手営業所（岩手県盛岡市）
津志田電線共同溝設計業務
根本 顕

【優良工事施工会社】
令和２年４月１日から令和３年３月３１日までに完成した工事で、工事成績
が優秀で卓越した技術力や創意工夫があったもの、困難な条件を克服したもの
等を選定して表彰します。
事務所長表彰（６団体）
（社名）
川田建設株式会社東北支店（仙台市青葉区）
（工事名） 新松草橋上部工工事
（監理技術者兼現場代理人） 川口 英展
（社名）
大有建設株式会社東北支店（仙台市若林区）
（工事名） 簗川地区改良舗装工事
（監理技術者） 加藤 和信
（現場代理人） 菅井 良文
（社名）
株式会社中舘建設（岩手県二戸市）
（工事名） 岩舘南地区歩道設置工事
（監理技術者） 瀧 和弘

（現場代理人）

小笠原

章浩

（社名）
株式会社板宮建設（岩手県胆沢郡金ケ崎町）
（工事名） 折居地区改良舗装工事
（監理技術者） 小野寺 淳
（現場代理人） 松下 友二
（社名）
株式会社小原建設（岩手県北上市）
（工事名） 北上川上流白山地区河道掘削等工事
（監理技術者） 後藤 政之
（現場代理人） 高橋 武
（社名）
栗原建設株式会社（岩手県奥州市）
（工事名） 北上川上流水沢・花巻地区河道整正工事
（監理技術者兼現場代理人） 織田 渡
【下請企業】
令和２年４月１日から令和３年３月３１日までに完成した優良な工事におい
て、当該工事の品質確保や品質向上等に貢献した下請企業を選定して表彰しま
す。
事務所長表彰（９団体）
（社名）
（工事名）
（専任技術者）

横浜鉄構株式会社（横浜市中区）
一関遊水地舞川水門ゲート設備新設工事
鈴木 充男

（社名）
（工事名）
（専任技術者）

ケイコン株式会社（京都市伏見区）
国道106号 新区界トンネル舗装工事
藤村 年行

（社名）
（工事名）
（専任技術者）

株式会社東北工商（岩手県盛岡市）
国道106号 新区界トンネル舗装工事
下川原 良昭

（社名）
（工事名）
（専任技術者）

株式会社平野組（岩手県一関市）
国道106号 新区界トンネル舗装工事
千葉 一男

（社名）
（工事名）
（専任技術者）

木部建設株式会社（東京都武蔵野市）
国道106号 与部沢トンネル工事
田所 和人

（社名）
（工事名）
（専任技術者）

宮城建設株式会社（岩手県盛岡市）
国道106号 与部沢トンネル工事
高好 亨

（社名）
（工事名）
（専任技術者）

株式会社ピーエス三菱（仙台市青葉区）
国道106号 与部沢トンネル工事
栗村 直樹

（社名）
（工事名）
（専任技術者）

国土開発工業株式会社（神奈川県厚木市）
去石地区道路工事
相川 一道

（社名）
（工事名）
（専任技術者）

北新建設株式会社（東京都渋谷区）
去石地区道路工事
熊田 徹

【災害対策功労者】
令和２年度に発生した風水害等の災害の予防、復旧に顕著な功績があった団
体を表彰します。
事務所長表彰（７団体）
（社名）
（功績概要）

北上市消防団（岩手県北上市）
令和2年7月27日～28日の出水（前線）で、北上川左岸76.8㎞
付近の堤防で確認された漏水箇所において、迅速かつ適切な水
防活動を実施し、破堤等の二次災害の未然防止に貢献した。
また、同地区では堤内水位の上昇も発生したが、消防用排水
ポンプ車を派遣し、内水排除作業を行い、家屋等の浸水被害軽
減に寄与した。

（社名）
（功績概要）

栗原建設株式会社（岩手県奥州市）
令和2年7月27日～28日の出水（前線）で、北上川左岸76.8㎞
付近の堤防漏水箇所において水防活動が行われていたが、夜間
の照明や土嚢の不足が懸念された。同社は当事務所の要請に従
い、必要となる資機材を活動場所へ補充した。これにより、遅
滞なく水防活動が実施され、当地区の浸水被害軽減に貢献した。

（社名）
（功績概要）

株式会社山崎組（岩手県盛岡市）
令和2年7月27日～28日の出水（前線）で、元工区外となる北
上川左岸76.8㎞付近の立花第1排水樋門に排水ポンプ車1台を派
遣し、排水活動を行い内水被害軽減に貢献した。
また、令和2年12月16日～17日、22日の3日間、岩手県県南地
域の豪雪による水沢国道維持出張所管内の除雪作業支援のため
除雪機械、オペレーターを派遣し、一般国道4号奥州市～花巻市
区間の除雪作業（拡幅除雪、路面整正等）の支援活動を実施した。

（社名）
（功績概要）

株式会社千葉建設（岩手県一関市）
令和2年7月29日の大雨で、一関市の要請により、管理区間外
の北上川支川千厩川支川加妻川合流付近で、内水排除のため排
水ポンプ車1台を派遣し、排水作業を行った。

（社名）
（功績概要）

株式会社中舘建設（岩手県二戸市）
令和2年12月16日～17日の2日間、岩手県県南地域の豪雪によ
る水沢国道維持出張所管内の除雪作業支援のため除雪機械、オ
ペレーターを派遣し、一般国道4号奥州市～花巻市区間の除雪
作業（拡幅除雪、路面整正等）の支援活動を実施した。

（社名）
（功績概要）

菱和建設株式会社（岩手県盛岡市）
令和2年12月16日～17日、22日の3日間、岩手県県南地域の豪
雪による水沢国道維持出張所管内の除雪作業支援のため除雪機
械、オペレーターを派遣し、一般国道4号奥州市～花巻市区間
の除雪作業（拡幅除雪、路面整正等）の支援活動を実施した。

（社名）
（功績概要）

盛岡陸送株式会社（岩手県盛岡市）
令和2年7月11日の前線に伴う降雨により、被害が発生した馬
淵川（岩手県管理区間：葛巻町江刈地区）の迅速な復旧作業の
支援をするため、岩手県からの支援要請を受け、照明車1台を
派遣し、応急復旧作業の支援に貢献した。

また、7月27日からの降雨により、北上川左岸76.8㎞付近の
堤防で確認された漏水箇所において、水防活動している水防団
を支援するため、照明車1台を派遣し、夜間照明を実施した。

＜発表記者会：岩手県政記者クラブ、東北専門記者会＞
問い合わせ先
国土交通省 岩手河川国道事務所
盛岡市上田四丁目２－２
TEL ０１９－６２４－３１３１（代表）
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石橋

康昭（内線２１１）表彰式・功労者について
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金市（内線２０８）優良工事・優良下請について
つかさ

司 （内線２８１）災害対策功労者について

