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◆知事表彰◆
◆知事特別賞表彰「若手・女性技術者活躍賞」◆
【工事名】第１号海岸防災林造成事業工事

〒316－0022　茨城県日立市大沼町1丁目7番1号
TEL 0294－34－2233
FAX 0294－34－6910

代表取締役社長 秋　山　光　伯
現場代理人 森　朋浩　監理技術者 森　朋浩

◆知事表彰◆

【工事名】畑地帯総合整備事業尾崎北部地区用水機場
ファームポンド工事

〒306－0125　茨城県古河市仁連1347番地
TEL 0280－76－1331
FAX 0280－76－5805

代表取締役社長 大　橋　一　博
現場代理人 横島　義勝　監理技術者 横島　義勝

◆知事表彰◆

【工事名】一般国道355号道路改良舗装工事（その3）

市村土建株式会社
総 合 建 設 業

〒315－0116　茨城県石岡市柿岡2708－3
TEL 0299－43－1136
FAX 0299－43－3081

代表取締役 市　村　　　順
現場代理人 萩原　夏子　主任技術者 市村　明延

◆知事表彰◆

【工事名】一般国道245号橋梁上部工事（湊大橋）（その1）

〒302－0038　茨城県取手市下高井1020
TEL 0297－78－7898
FAX 0297－78－5434

代表取締役社長 野　上　　　勇
現場代理人 服部　友紀　監理技術者 齋藤　満敏

◆知事表彰主任（監理）技術者◆
◆土木部長表彰◆

【工事名】一級河川北浦川相橋橋梁下部工事

〒301－0005　茨城県龍ケ崎市川原代町5847－7
TEL 0297－64－1522
FAX 0297－62－1422

代表取締役 増　川　　　剛
現場代理人 田中　利弘　監理技術者 田中　利弘

◆知事表彰主任（監理）技術者◆
◆農林水産部長表彰◆

【工事名】地盤沈下対策事業福岡堰4期地区第2－2工
区谷井田落排水路工事

〒300－2307　茨城県つくばみらい市板橋1783番地
TEL 0297－58－0018
FAX 0297－58－8932

代表取締役 原信田　　　栄
現場代理人 田中　卓　監理技術者 田中　卓

◆知事特別賞表彰「ＩＣＴ賞」◆

【工事名】島名・福田坪地区宅地造成・道路改良舗装工事
（Ｆ街区その3）

〒300－0805　茨城県土浦市宍塚町1677－1
TEL 029－821－2891
FAX 029－821－2882

代表取締役 斉　藤　　　実
現場代理人 斉藤　誠　監理技術者 斉藤　誠

◆知事特別賞表彰「ＩＣＴ賞」◆

【工事名】上河原崎・中西地区宅地造成工事（B街区）

日東エンジニアリング株式会社

〒300－0823　茨城県土浦市小松３丁目24番16号
TEL 029－824－3211
FAX 029－821－3138

代表取締役 坂　本　好　郎
現場代理人 飯村　貴幸　監理技術者 飯村　貴幸

　この度、第63回建設業者表彰を受賞されました
皆様、誠におめでとうございます。
  また、建設業者の皆様におかれましては、日頃
より本県農林水産業の振興にご尽力を賜り、改め
まして厚く御礼申し上げます。
　この度の表彰におきましては、農林水産部工事
関係では知事表彰2社、知事表彰主任（監理）技

　このたび栄えある建設業者表彰を受賞されまし
た皆様、心からお祝いを申し上げます。
　今年で20回を数える企業局長賞は、令和2年度
に完成した表彰対象工事111件のうち、出来映え
や品質などの評価項目に加え、生産性向上、働き
方改革や労働環境改善による担い手の確保などの
新たな取組みへ積極的にチャレンジした、優れた
4社を選定しました。
　私ども企業局は、水道用水供給事業、工業用水
道事業及び地域振興事業の三つの事業を公共性と

術者1名、知事特別賞表彰「若手 ・ 女性技術者活
躍賞」1名、農林水産部長表彰4社の方々が受賞さ
れました。
　受賞された方々はいずれも、卓越した技術力や
創意工夫により困難な施工条件を克服するととも
に、新たな取組みにも積極的にチャレンジし、優
秀な成果を収められており、その成果は他の模範
となるものでございます。
  受賞されました皆様におかれましては、より一
層技術力の向上・研鑽に努めていただき、引き続
き本県農林水産業の基盤づくりにご支援を賜りま
すようお願い申し上げますとともに、建設業の発
展のため益々ご活躍されますことをご祈念申し上
げます。

経済性という公営企業としての二つの原則のもと
に運営し、地域の発展に努めております。また、
経営戦略に基づき、安全で安心な水を安定的に供
給するため、施設の耐震化や更新を計画的かつ効
率的に進めているところであります。
　企業局の発注する工事は、経済性を考慮しつつ
高品質で機能的であることが求められておりま
す。今回、受賞されました方をはじめとする建設
業界の皆様方には、今後とも企業局発注工事の品
質機能が充分に確保され、事業が円滑に推進でき
るようご協力をお願い申し上げます。
　最後に表彰の栄に浴された方におかれまして
は、今後、さらなる技術の向上や品質確保、未来
を見据えた人材の育成に積極的に取り組まれるこ
とを期待いたしますとともに、本県の建設業界発
展のため益々ご活躍されますことをご祈念申し上
げます。

ごあいさつ

根崎　良文
 茨城県農林水産部長

ごあいさつ

澤田　勝

茨城県公営企業管理者
企業局長

　この度、「～チャレンジいばらき～　第63回建
設業者表彰」を受賞されました皆様には、心から
お喜び申し上げます。
　また、建設業の皆様には、日頃より、県土の発
展を支える公共インフラの整備や安心安全な県土
の基盤づくりに多大なお力添えをいただき、改め
まして感謝申し上げます。
　さて、今回で63回目を迎えます建設業者表彰で
すが、昨年度に完成した土木・建築・農業土木の
2,700件を超える県発注工事の中から審査を行い

ました。評価項目には品質や出来ばえのみならず、
チャレンジ項目として生産性向上や担い手の育成
・確保などを加え、知事表彰建設業者10者、農林
水産部長並びに土木部長表彰建設業者15者を決定
いたしました。また、知事表彰主任（監理）技術
者として技術力に優れた5名を選定しております。
　さらに、建設業界の重要課題である「担い手の
確保」や「働き方改革」に大きく寄与し、若手・
女性技術者の入職促進と生産性の向上を推進する
情報通信技術の更なる普及拡大を図るため、昨年
度に引き続き、知事特別賞表彰として、「ICT賞」
と「若手・女性技術者活躍賞」の2つの賞を設け、
それぞれ5者、5名の受賞者を決定いたしました。
　今回受賞された皆様におかれましては、日頃か
ら培われた優れた技術を存分に発揮されるととも
に、生産性向上や担い手の育成・確保のための新
たな取組みにも引き続き果敢にチャレンジしてい
ただき、建設業界全体の更なる発展につなげてい
ただきますことをご祈念申し上げます。

ごあいさつ

仙波　義正
茨城県土木部長

「チャレンジいばらき」
知事表彰建設業者　（10社）　

商号名称 工事名
㈱秋山工務店 第1号海岸防災林造成事業工事
郡司建設㈱ 都和アパート16号棟建設工事
森田建設工業㈱ 畑地帯総合整備事業　尾崎北部地区用水機場ファームポンド工事
市村土建㈱ 一般国道355号道路改良舗装工事（その3）
日本ファブテック㈱ 一般国道245号橋梁上部工事（湊大橋）（その1）
水郷建設㈱ 一般国道355号道路改良工事（その1）
常総開発工業㈱ 都市計画道路　宮中佐田線橋梁下部工事
東康建設工業㈱ 一般国道245号橋梁下部工事（新川橋）
吉原建設工業㈱ 一級河川　久慈川河川護岸整備工事（その5）
松尾建設㈱ 一般国道125号道路改良舗装工事（その16）
知事表彰主任（監理）技術者　（5人）

氏名（所属建設業者） 工事名
大塚　幸雄（郡司建設㈱） 都和アパート16号棟建設工事
田中　利弘（増川建設㈱） 一級河川　北浦川相橋橋梁下部工事
橋本　直行（橋本建設㈱） 一般国道245号道路改良工事
田中　　卓（原信田建設㈱） 地盤沈下対策事業　福岡堰4期地区第2－2工区谷井田落排水路工事
松園　　仁（松尾建設㈱） 一般国道125号道路改良舗装工事（その16）
知事特別賞表彰「ＩＣＴ賞」建設業者　（5社）　

商号名称 工事名

㈱斉藤建設 島名・福田坪地区宅地造成・道路改良舗装工事（Ｆ街区その3）
日東エンジニアリング㈱ 上河原崎・中西地区宅地造成工事（B街区）
桂建設㈱ 一般国道125号道路改良舗装工事（その17）
㈱俊光建設 主要地方道　結城坂東線道路改良舗装工事
栗山工業㈱ 一般国道125号道路改良舗装工事（その20）
知事特別賞表彰「若手・女性技術者活躍賞」主任（監理）技術者　（5人）

氏名（所属建設業者） 工事名
森　　朋浩（㈱秋山工務店） 第1号海岸防災林造成事業工事
知久　陽平（森田建設工業㈱） 一級河川　西仁連川河川災害復旧工事
小野瀬理人（㈱小倉工務店） 主要地方道　筑西三和線道路改良舗装工事
千葉　洋平（㈱千葉工務店） 二級河川　大北川大北川河川改修工事（その3）
奥村　雅子（㈲小池工務店） 一級河川　涸沼川河道掘削工事（その1）
農林水産部長表彰建設業者　（4社）　

商号名称 工事名

㈱田崎技術
かんがい排水事業（排水対策特別型）　潮来福島地区福島第2号幹
線排水路第2工区工事

原信田建設㈱ 地盤沈下対策事業　福岡堰4期地区第2－2工区谷井田落排水路工事
谷原建設㈱ 地盤沈下対策事業　小貝東部2期地区第1工区川通五ヶ村用水路工事
細谷建設工業㈱ かんがい排水事業　早井東部地区第5工区送水管工事
土木部長表彰建設業者　（11社）　　

商号名称 工事名
昭和建設㈱ 一般県道　上吉影岩間線道路改良舗装工事（その3）
菅原建設㈱ 広域公園　偕楽園公園好文亭耐震補強工事（奥御殿）
常磐建設㈱ 急傾斜指定地　宮下急傾斜地崩壊対策工事（その3）
増川建設㈱ 一級河川　北浦川相橋橋梁下部工事
星田建設工業㈱ 一般国道354号交差点改良舗装工事
橋本建設㈱ 一般国道245号道路改良工事
森建設㈱ 主要地方道　筑西三和線道路舗装工事（その4）
㈲中村組 一般県道　猿島常総線歩道新設工事

誠殖産工業㈱
鹿島臨海特定公共下水道　波崎1号幹線管渠（波崎1号幹線）改築工
事（1工区）

村上工業㈱ 内水面支場魚類飼育実験棟新築機械設備工事
㈲益子工務店 一般国道118号橋梁下部工事（南田気跨線橋）（A1橋台）
企業局長表彰建設業者　（4社）

商号名称 工事名
㈱アレスコ 県西広域水道事業送水管布設（耐震化）工事（その3）
森新建設㈱ 鹿島工業用水道事業配水管布設（耐震化）工事（2工区）
㈱伊東建設 鹿行広域水道事業緊急連絡管布設工事（1工区）
㈱田口工務店 県中央広域水道事業送水管布設工事（事業間連絡管）

「新しい茨城づくり」へ

果敢な取組に“挑戦”
業界発展に大きく寄与


