
令和２年７月２８日

優良な企業４６社及び技術者４５名を表彰します
～令和２年度北海道開発局札幌開発建設部優良工事等表彰について～

札幌開発建設部では、工事等に係る技術の向上を図ることなどを目的として、優良な企業及び技

術者を表彰することとしています。

今年度は、令和元年度に完成した工事及び完了した業務を対象として選考し、優良な企業４６社

及び技術者４５名を表彰することとしました（詳細は別紙のとおり）。

また、新型コロナウィルス感染予防対策として、下記のとおり開催場所及び部門別に分散し、内

容も簡素化して開催することになりました。

記

１ 日 時 【札幌地区】 令和２年７月２９日（水） 工事部門 １０時３０分～

業務部門 １３時３０分～

１４時３０分～

【岩見沢地区】 令和２年８月３日（月） 工事部門 １４時３０分～

工事・業務部門 １５時００分～

２ 場 所 【札幌地区】 札幌市中央区北２条西１９丁目 札幌開発建設部 ４階１号会議室

【岩見沢地区】 岩見沢市７条東９丁目３－１ 札幌開発建設部 岩見沢河川事務所

令和２年度北海道開発局札幌開発建設部優良工事等表彰式（部長表彰）を下記のとおり執り

行いますので、お知らせします。

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部

契約企画課 課 長 山田 泰史（電話番号 011-611-0309 ダイヤルイン）
や ま だ や す し

契約企画課 課長補佐 池崎 敬 （電話番号 011-611-0309 ダイヤルイン）
いけざき たかし

札幌開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/



令和２年度北海道開発局札幌開発建設部優良工事等表彰について

１ 表彰の概要

北海道開発局札幌開発建設部優良工事等表彰は、札幌開発建設部が発注した工事

及び業務（以下「工事等」という。）の中から、次の各号に該当する工事等を施工

（実施）した企業及び技術者を表彰するものです。

（１）工事成績評定等が特に優秀な者

（２）困難な条件を克服して工事等を完遂し、優秀な成果を上げた者

（３）工事等に関し創意工夫に努め、技術の向上に顕著な成果を上げた者

（４）工事等における安全確保の取組が優れており、他の模範として、推奨べ

き顕著な成果を上げた者

（５）工事等に関し環境対策に努め、他の模範として、推奨すべき顕著な成果

を上げた者

（６）前各号に掲げるもののほか、工事等の完成に顕著な成果を上げた者

２ 令和２年度の表彰について

本年度は、令和元年度に完成した工事３９６件及び完了した業務６１５件

を対象に選考し、優良工事等表彰対象者として開発建設部長表彰工事２２件

（２２社）、業務２４件（２４社）を選定しました。

本年度の表彰工事については、ＩＣＴを活用し生産性の向上に優れた成果を上げ

た工事や週休２日の取り組みを達成した工事が多数含まれています。

３ 表彰予定者一覧

別紙２のとおり

４ 表彰式の開催について

部長表彰は、以下のとおり行います。

（１）日時 【札幌地区】令和２年７月２９日（水） 工事部門 １０時３０分～

業務部門 １３時３０分～

１４時３０分～

【岩見沢地区】令和２年８月３日（月） 工事部門 １４時３０分～

工事・業務部門 １５時００分～

（２）場所 【札幌地区】 札幌市中央区北２条西１９丁目

札幌開発建設部 ４階１号会議室

【岩見沢地区】岩見沢市７条東９丁目３－１

札幌開発建設部 岩見沢河川事務所 会議室

（３）今年度は新型コロナ感染予防対策として、会議室内における出席者の座席間

隔確保を行い、開催場所を分散し、部門毎に行うこととし、参加者も受賞者に

限定しております。

なお、会場内はマスク着用、換気を講じて行いますので、取材される方

別紙１



におかれましても、「マスクの着用を含む咳エチケット」や「手洗い」に

ついてご協力をお願いします。

別紙１



別紙２

【敬称略】

事業区分 工　　　事　　　名 業　　　者　　　名 技術者名 受賞場所

河川 豊平川砂防事業の内　オカバルシ川第１０号床固外工事 （株）岸本組 中村　晋司 岩見沢

河川 石狩川改修工事の内　音江別築堤護岸工事 伊藤組土建（株） 今井　一晶 札幌

河川 石狩川改修工事の内　北村築堤河道掘削外工事 北土建設（株） 村岡　経章 札幌

河川 石狩川改修工事の内　江別太遊水地南６線東周囲堤工事 （株）田中組 乾　雅博 札幌

河川 石狩川維持工事の内　空知川河川事務所管内掘削外工事 （株）神部組 髙瀬　雅之 岩見沢

河川 石狩川改修工事の内　青ん坊樋門撤去外工事 協和八光建設（株） 尾崎　信也 札幌

河川 石狩川改修工事の内　旧夕張川外河道掘削工事 三鉱建設（株） 阿武　保之 岩見沢

河川 石狩川維持工事の内　新十津川地区伐開外工事 （株）櫻井千田 前田　信広 岩見沢

河川 石狩川改修工事の内　江別太遊水地南５線周囲堤工事 （株）砂子組 好川　敏 岩見沢

道路 道央圏連絡道路　江別市　中樹林改良工事 宮坂建設工業（株） 菅野　豪紀 札幌

道路 一般国道２３０号　札幌市　定山渓温泉道路改良工事 （株）田中組 鈴木　聡 札幌

道路 道央圏連絡道路　千歳市　泉郷北舗装工事 （株）玉川組 森田　正敏 札幌

道路 道央圏連絡道路　長沼町　南長沼舗装工事 道路工業（株） 山田　昂平 札幌

道路 道央圏連絡道路　長沼町　嶮淵舗装外一連工事 植村建設（株） 齊藤　学 岩見沢

道路 一般国道４５２号　夕張市　夕張構造物補修外一連工事 一二三北路（株） 松代　和行 札幌

道路 一般国道２７６号　千歳市　美笛道路維持除雪外一連工事 （株）茎津綜業 齋藤　剛 札幌

道路 一般国道１２号　砂川市　豊沼道路補修外一連工事 北央道路工業（株） 氏家　和彦 札幌

農業 雨竜暑寒地区　五丁目西三号線南工区区画整理工事 （株）中山組 中村　一成 札幌

農業 北海地区　北海幹線用水路屯田橋上流工区工事 （株）岸本組 鈴木　誉起 岩見沢

農業 篠津青山地区　青山ダム取水施設仮締切工外一連工事 岩田地崎建設（株） 小田　雅司 札幌

農業 南長沼地区　４１工区区画整理工事 開発工建（株） 髙井　亮克 岩見沢

農業 雨竜川下流地区　八丁目頭首工導水路南１条下流工区工事 北海土木工業（株） 伊藤　昌幸 札幌

【敬称略】

事業区分 業　　　務　　　名 業　　　者　　　名 技術者名 受賞場所

河川 豊平川河床安定化対策外調査検討業務 （株）ドーコン 古西　力 札幌

河川 漁川環境調査検討業務 （株）エコテック 坂元　直人 札幌

河川 空知川上流幾寅築堤設計業務 （株）水工技研 堀江　拓郎 札幌

河川 千歳川遊水地事業監理業務 （株）構研エンジニアリング 渡邊　洋一 札幌

河川 千歳川築堤盛土安定解析外業務 日本工営（株） 橋本　和明 札幌

河川 幾春別川外流量観測業務 （株）福田水文センター 中村　茂樹 札幌

河川 雨竜ダム左岸基礎岩盤調査外業務 大地コンサルタント（株） 秋山　道生 岩見沢

河川 千歳川遊水地維持管理検討外業務 （株）北海道技術コンサルタント 高道　裕成 札幌

河川 茨戸川水環境改善運用検討業務 （株）日水コン 森川　敏成 札幌

河川 岩見沢河川事務所管内地質調査業務 （株）ユニオン・コンサルタント 新井　計雄 札幌

道路 道央圏連絡道路　長沼町外　長沼南幌道路施工計画検討業務 北海道道路エンジニアリング（株） 六ツ崎　直樹 札幌

道路 千歳道路事務所管内　道路橋耐震補強設計検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株） 佐藤　喬 札幌

道路 一般国道１２号　美唄市　峰延道路施工計画検討業務 （株）開発工営社 宮古　　　智 札幌

道路 一般国道１２号　滝川市　一の坂こ線橋補修設計外一連業務 （株）北未来技研 － 札幌

道路 一般国道４５１号　石狩市　新於札内橋補修設計外一連業務 （株）アサヒ建設コンサルタント 梅野　恵二 札幌

道路 道央圏連絡道路　江別市外　中樹林道路施工計画検討業務 （株）構研エンジニアリング 吉田　健一 札幌

道路 一般国道２３３号　深川市　深川橋補修設計業務 日本データーサービス（株） 黒丸　慎吾 札幌

道路 深川道路事務所管内　交通安全対策設計業務 （株）ドボク管理 坂口　彰則 札幌

道路 一般国道４５２号　三笠市　地すべり解析検討業務 （株）ダイヤコンサルタント 渡辺　一樹 札幌

農業 空知地域　水利計画検討等業務 （株）ルーラルエンジニア 渡部　正幸 岩見沢

農業 幌向川二期地区　頭首工整備設計等業務 （株）三祐コンサルタンツ 見目　宏文 札幌

農業 お茶の水地区　お茶の水第１１支線排水路設計等業務 五大建設コンサルタント（株） 鈴木　範行 札幌

農業 南長沼地区　西南幹線用水路第３工区設計業務 （株）フロンティア技研 石田　暢士 札幌

農業 恵庭北島地区　西４線排水路附帯施設設計等業務 北王コンサルタント（株） 中辻　至 札幌

優良工事等表彰名簿（工事）

優良工事等表彰名簿（業務）


