
【土木工事部門】

工事名・工事場所 鵜の浜排水区雨水管渠工事（大潟区九戸浜他地内）

受賞請負人 高舘・西田共同企業体

受賞者 －

選定理由

　上越市では経験のない工法であったが、無事に工事を完了させた。また、家屋に
近接した箇所での施工や、猛暑などあったが事故なく工事を完了させた。
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工事名・工事場所 高田汚水幹線19-1他枝線工事（土橋地内）

受賞請負人 田中・植木・谷村共同企業体

代表構成員 田中産業 株式会社

構成員 株式会社 植木組 上越支店

構成員 谷村建設 株式会社

受賞者 小林　丈明（現場代理人・監理技術者）

受賞者 佐藤　太（主任技術者）　

受賞者 渡辺　健太（主任技術者）

選定理由

　多数の関連他工事が同じ箇所で施工されているなか、工程会議を定期的に実施
しながら計画的に工事が進められ、施工管理、出来形及び出来ばえとも良好で
あった。
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工事名・工事場所 土橋排水区雨水管渠新設工事（土橋地内）

受賞請負人 田中・植木・谷村共同企業体

代表構成員 田中産業 株式会社

構成員 株式会社 植木組 上越支店

構成員 谷村建設 株式会社

受賞者 小林　丈明（監理技術者）

受賞者 佐藤　太（現場代理人・主任技術者）　

受賞者 渡辺　健太（主任技術者）

選定理由

　曲管や曲線部分における接合部の品質管理が課題となったが、一部補強等の対
策を行い、確実な品質管理のもと現場施工され、出来形・出来ばえともに良好で
あった。
　また、開発地区内の工事であり、複数の関連工事が進行していく中で、関連業者
との工程調整を確実に行い、安全確保に留意し事故なく現場完了した。
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工事名・工事場所 新町北第一排水区雨水管渠新設工事（土橋地内）

受賞請負人 田中・植木・谷村共同企業体

代表構成員 田中産業 株式会社

構成員 株式会社 植木組 上越支店

構成員 谷村建設 株式会社

受賞者 小林　丈明（監理技術者）

受賞者 佐藤　太（主任技術者）　

受賞者 渡辺　健太（現場代理人・主任技術者）

選定理由

　課題に対して提案をもって素早く対応し、適切な工程管理のもと、トラブルなく工
事を完了させ、施工管理・出来形・出来ばえともに良好であった。
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工事名・工事場所 稲田汚水幹線211他枝線工事（稲田1丁目他地内）

受賞請負人 株式会社 草間組

受賞者 小池　俊守（現場代理人・主任技術者）

選定理由

　設計と現場の相違に対し、協議を迅速に行い、現場状況に合わせて施工を完了
させた。
　地元からの苦情もなく、出来形・品質ともに良好であった。
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工事名・工事場所 稲田汚水幹線4-S4他枝線工事（稲田3丁目他地内）

受賞請負人 株式会社 清水組

受賞者 飯塚　克幸（現場代理人・主任技術者）

選定理由

　関連工事であるガス水道工事及び舗装本復旧工事との工程管理が適切に行わ
れており、施工管理・出来形・出来ばえとも良好であった。
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工事名・工事場所 道路築造（その2）工事（三田新田地内）

受賞請負人 田中産業 株式会社

受賞者 清水　忠（現場代理人・主任技術者）

選定理由

　交通量が多い箇所で、冬季間の工事となったが、安全に留意して無事故無災害
で工事を完了させた。また、竣工書類がわかりやすく適切に作成され、出来形・品
質ともに良好であった。
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工事名・工事場所 道路築造（その1）工事（三田新田地内）

受賞請負人 田中産業 株式会社

受賞者 清水　忠（現場代理人・主任技術者）

選定理由

　交通量が多く、道路切替が多い工事であったが、無事故無災害で工事を完了さ
せた。また、竣工書類がわかりやすく適切に作成され、出来形・品質ともに良好で
あった。

8



工事名・工事場所 道路築造工事（三田新田地内）

受賞請負人 田中運輸機工 株式会社

受賞者 嶋田　正人（現場代理人）

受賞者 横尾　繁（主任技術者）

選定理由

　商業施設及び事業所が複数あり、交通量の多い路線での施工であったが、交通
規制（一方通行）箇所での施工において、作業内容の見直しを行い、交通規制の
期間の短縮を図った。また、出来形・品質ともに良好であった。
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工事名・工事場所 道路側溝改良工事（鴨島３丁目地内）

受賞請負人 株式会社 タカワ建工

受賞者 遠藤　由広（現場代理人・主任技術者）

選定理由

　狭隘道路で施工延長の長い側溝入替工事であったため、長期間の交通規制を
伴ったが、丁寧な地元対応により、トラブル等無く工事を完了させた。
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工事名・工事場所 道路側溝改良工事（北城町１丁目他地内）

受賞請負人 株式会社 やまいち建設

受賞者 恩田　和範（現場代理人・主任技術者）

選定理由

　施工管理・出来形・出来ばえともに良好であった。また、小学校の通学路での工
事であったが、適切に安全対策をおこない、無事故無災害で工事を完了させた。
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工事名・工事場所 道路改良工事（戸野目地内）

受賞請負人 株式会社 草間組

受賞者 吉原　康（現場代理人・主任技術者）

選定理由

　竣工書類が分かりやすく整理され、出来形・出来ばえとも良好であった。また、小
学校の通学路での工事であったが、適切に安全対策を行い、無事故無災害で工
事を完了させた。
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工事名・工事場所 道路側溝改良工事（春日新田２丁目地内）

受賞請負人 中田建設 株式会社

受賞者

選定理由

　事前調査により現場条件に変更が生じ工種が増工したが、施工体制の見直しを
行い工期短縮を図った。また、団地内での通行止めによる施工であったが、地元周
知が適切に行われ苦情等なく完了させた。
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工事名・工事場所 旧第1クリーンセンター除却工事（大字東中島地内）

受賞請負人 福田・田中共同企業体

代表構成員 株式会社 福田組　上越営業所

構成員 田中産業 株式会社

受賞者 小田 秀樹（現場代理人・監理技術者）

受賞者 廣田 恒吉（主任技術者）

選定理由

　廃棄物焼却施設の除却工事では、ダイオキシン類等の汚染物質のほか、建物外
壁塗膜にはアスベストの含有があるなど、特有の条件が重なる厳しい環境の中、適
正に工事を進捗させ、地域住民や第三者からの苦情も一切なく工事を完了させ
た。
　工事進捗により発見された埋設廃棄物についても、突発的な事象であるにも拘わ
らず、監督官庁との協議を精力的に行い、必要な手続きを遅滞なく実施し、工期内
に処理を完了させた。
　特殊条件が重なる中、2か年という長期工程において、現場の作業管理を徹底
し、災害の発生もなく、降雪期前の早期に工事を完了させ、現場の仕上げを良好に
保った。また、整地後の仕上げ材は防草効果が期待できる改良土とし、引渡し後の
維持管理を容易にする提案を行うなど、随所に、当市にとって有用な工夫が見られ
た。
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工事名・工事場所 橋梁修繕工事（木田他地内）

受賞請負人 田中産業 株式会社

受賞者 林　伸吾（現場代理人・監理技術者）

選定理由

　河川占用工事のため工事時期に制約があったが、工程管理を適切に行い期間
内に工事を完了させた。また、工法変更への対応が的確で良好に工事を進めてい
た。
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工事名・工事場所 高田公園園路改築工事（本城町地内）

受賞請負人 田中運輸機工 株式会社

受賞者 阿部　憲一（現場代理人）

受賞者 横尾　繁（主任技術者）

選定理由

　来園者が多い現場において、適切に安全管理及び工程管理を行い、早期に現
場を完了させた。
　幅員が狭く、延長も長い園路であることや、既存構造物や植栽などに配慮するな
ど、施工ヤードに制限があったが、現場に合わせて使用機械を選定するなど、施工
方法を工夫して工事を進めた。
　竣工書類は見やすく丁寧にまとめられ、出来形・品質ともに良好であった。
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工事名・工事場所 橋梁修繕工事（高土町１丁目他地内）

受賞請負人 田中産業 株式会社

受賞者 中条　陽（現場代理人・主任技術者）

選定理由

　河川占用工事のため工事時期に制約があったが、工程管理を適切に行い期間
内に工事を完了させた。
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工事名・工事場所 土橋排水区排水樋門新設工事（土橋地内）

受賞請負人 田中産業 株式会社

受賞者 草間　衛（現場代理人・監理技術者）

選定理由

　施工期間が限られる中、適切な工程管理を行い、トラブルなく秋の降雨時期まで
に工事を完了させた。
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工事名・工事場所 橋梁耐震補強工事（稲田２丁目他地内）

受賞請負人 草間・清水共同企業体

代表構成員 株式会社 草間組

構成員 株式会社 清水組

受賞者 上田　実（現場代理人・監理技術者）

受賞者 宮﨑　直樹（主任技術者）

選定理由

　早強セメントや膨張剤を用いたコンクリートの使用、コンクリートの適切な養生等の
工夫により、品質確保に務めた。
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【舗装工事部門】

工事名・工事場所 公共下水道舗装本復旧工事（大貫１丁目他地内）

受賞請負人 田中産業 株式会社

受賞者 宮﨑　剛（現場代理人・主任技術者）

選定理由

　狭隘道路や、近くに学校がある中での施工であったが、地元をはじめ第三者から
の苦情が一件も無く工事を完了させ、出来形・品質ともに良好であった。
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工事名・工事場所 公共下水道舗装本復旧工事（鴨島１丁目地内）

受賞請負人 田中産業 株式会社

受賞者 宮﨑　剛（現場代理人・主任技術者）

選定理由

　交通量が多い路線での夜間作業だったが、苦情やトラブルがなく、施工管理・品
質ともに良好であった。
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工事名・工事場所 公共下水道舗装本復旧工事（稲田4丁目地内）

受賞請負人 株式会社 レックス　上越支店

受賞者 髙舘　誠一（現場代理人・主任技術者）

選定理由

　交通量の多い道路や住宅団地内での施工であったが、苦情等が一件もなく、出
来形・出来ばえともに良好であった。
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工事名・工事場所 152-3他舗装本復旧工事（大潟区犀潟地内）

受賞請負人 田中産業 株式会社

受賞者 宮﨑　剛（現場代理人・主任技術者）

選定理由

　関連する下水道及び舗装本復旧工事との調整を的確に行い、地元とのトラブル
なく工事を完成させた。また、出来形・品質ともに良好であった。
　週休2日取得モデル工事を実施し、現場・技術者ともに週休2日を達成した。
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工事名・工事場所 公共下水道舗装本復旧工事（寺他地内）

受賞請負人 田中産業 株式会社

受賞者 宮﨑　剛（現場代理人・主任技術者）

選定理由

　近接する管渠工事や隣接するスーパーがあるなか、工程・安全管理が難しい状
況であったが、施工管理・出来形・出来ばえともに良好であった。
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【建築工事部門】

工事名・工事場所 （仮称）上越市体操アリーナ新築工事（大潟区九戸浜地内）

受賞請負人 福田・高舘・西田共同企業体

代表構成員 株式会社 福田組　上越営業所

構成員 株式会社 高舘組

構成員 西田建設 株式会社

受賞者 真田　健（現場代理人）

受賞者 星野　孝雄（監理技術者）　

受賞者 小林　祐紀（主任技術者）　

受賞者 伊藤　和貴（主任技術者）

選定理由

　オリンピック需要に伴う建設業界の資材不足や人手不足が懸念される中、工事に
必要となる鉄骨材や高力ボルトの発注を、情報収集を行いながら速やかに行った。
　また、鉄骨や屋根・外壁板金の製作等のほか、作業員を適切な時期に先回りして
確保し、工事が遅延することなく竣工させた。
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工事名・工事場所 小林古径記念美術館増築工事（本城町地内）

受賞請負人 久保田・清水共同企業体

代表構成員 久保田建設 株式会社

構成員 株式会社 清水組　

受賞者 竹田　勇樹（現場代理人・監理技術者）

受賞者 田中　栄一（主任技術者）

選定理由

　美術館という特殊な建築物であり、意匠など細部まで細かな指示・要求があった
が、良好な仕上がりであった。
　また、掘削時の湧水等悪条件に対する対応と技術的な提案や、鉄筋コンクリート
造大屋根のコンクリート打設に際し、コストと品質面から新たな施工法の提案があっ
た。
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工事名・工事場所 稲田小学校特別教室棟老朽施設改造（その２）・給食室改修工事（稲田1丁目地内）

受賞請負人 株式会社 清水組

受賞者 斉藤　康輔（現場代理人・監理技術者）

選定理由

　給食室改修工事では現場と設計図の相違に臨機応変に対応し、工程の遅れや
品質の低下が生じないように管理を行った。また老朽施設改造工事において内部
改修部分は、夏休み中に工事完了できるように工程の管理を行った。
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【電気工事部
門】

工事名・工事場所 （仮称）上越市体操アリーナ新築電気設備工事（大潟区九戸浜地内）

受賞請負人 東光・矢野共同企業体

代表構成員 株式会社 東光クリエート

構成員 株式会社 矢野電気工業所

受賞者 倉本　学（現場代理人・監理技術者）

受賞者 倉橋　理（主任技術者）

選定理由

　関連工事との調整をよく図り、しっかりとした協力体制のもと工程管理を行いトラブ
ルなく工事を完了した。また品質・出来栄えも良好であった。
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工事名・工事場所 小林古径記念美術館増築電気設備工事（本城町地内）

受賞請負人 株式会社 東光クリエート

受賞者 横川　剛（現場代理人・監理技術者）

選定理由

　配線方法等の工夫によって美術館全体の出来ばえに配慮した施工を行った。ま
た、書類についてもよくまとまっており、適切に保全できるよう整理されていた。各社
の作業内容を把握し、工事間の調整を適切に行った。
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工事名・工事場所 （仮称）名立区新保育園新築電気設備工事（名立区名立大町地内）

受賞請負人 信越機工 株式会社

受賞者 金澤　昭一（現場代理人・主任技術者）

選定理由

　配線、照明設置等の良好な施工により品質が保たれていた。書類についてもよく
まとめられており、適切に保全できるよう整理されている。また、関係各所との調整
事項が多く、他工事で遅延も一部見られたにもかかわらず、随所で積極的な工事
間の工程調整がみられ、工期内に余裕をもって竣工した。
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【管工事部門】

工事名・工事場所 （仮称）上越市体操アリーナ新築機械設備工事（大潟区九戸浜地内）

受賞請負人 サトコウ・桐山共同企業体

代表構成員 株式会社 サトコウ

構成員 有限会社 桐山設備工業

受賞者 市村　祐一（現場代理人・監理技術者）

受賞者 桐山　和樹（主任技術者）　

選定理由

　特殊な設備である輻射冷暖房設備について、今までの経験や技術を活かし、現
場での細かい納まりや効率的な配管について提案し施工した。
　また、関連する建築工事、電気設備工事との協力体制がしっかり取れ、困難な課
題についてクリアしていた。
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工事名・工事場所 小林古径記念美術館増築機械設備工事（本城町地内）

受賞請負人 株式会社 井上商会

受賞者 和栗　滋男（現場代理人・監理技術者）

選定理由

　美術品収蔵施設のため空調温湿度調整を丁寧に行い、仕様どおり恒温恒湿を実
施した。
　また、機器管理についても施設管理者へ十分に説明し、支障のないように対応し
た。施工図作成時から狭隘な空間への機器の納まりに注意し、施工においても早
い時期から対応した。
　20か月間と長期で、中間に作業休止期間もあったなか、工程調整を綿密に行い
完成させた。
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工事名・工事場所 南川保育園改修機械設備工事（頸城区上吉地内）

受賞請負人 株式会社 山田商会

受賞者 山口　弘（現場代理人・主任技術者）

選定理由

　現地調査を行い、施設をよく把握し、施工に伴う提案や工夫をもって工事を進
め、監督員への報告・協議も適切であった。また、出来形・品質ともに良好であっ
た。
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