
【土木工事部門】

工事名・工事場所 戸野目汚水幹線27他工事（四ケ所地内）

受賞請負人 株式会社 草間組

受賞者 能登 茂　(現場代理人・主任技術者)

選定理由

　交通量が多く、商業施設への出入りが激しい現場であったが、安全対策を工夫
し、事故や苦情なく終えた。また、推進機が想定外の土質により停止したが、遅れな
く現場を完了し、出来形及び品質ともに良好であった。

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 株式会社 谷村建設

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

　交通量が多い主要道路を横断する工事であり、交通規制に伴う渋滞が工事完了
に向けた課題となったが、交通規制内の信号機の消灯や誘導員の配置等を工夫し
課題解決を図った。また、出来形・品質及び出来ばえも良好であった。



工事名・工事場所 藤野新田汚水幹線15他枝線工事（藤野新田地内）

受賞請負人 中田建設 株式会社

受賞者 佐藤 和実　(現場代理人・主任技術者)

選定理由

　工事を迅速に行い、工期短縮と地元の負担軽減に努めた。また地元からの苦情も
なく、出来形及び品質ともに良好であった。

工事名・工事場所 鴨島汚水幹線1041他枝線工事（鴨島1丁目地内）

受賞請負人 田中産業 株式会社　

受賞者 竹内 崇浩　(現場代理人・主任技術者)

選定理由

　苦情やトラブルは１件も無く、出来形及び品質ともに良好であった。また、竣工書
類はわかりやすく整理されていた。



工事名・工事場所 昭和町汚水幹線35-1他枝線工事（飯地内）

受賞請負人 大栄建設 株式会社

受賞者 細谷 学　（現場代理人・主任技術者）

選定理由

　設計と現場の相違があれば協議を迅速に行い、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、出来形及び品質ともに良好であった。

工事名・工事場所 道路側溝改良工事（大貫4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）

受賞者 古川 克幸　（主任技術者）

選定理由

　住民と良好な関係を築き、行き止まりの市道の通行の確保や区間を区切った施工
を行い、住民への負担軽減を行った。また排水系統をよく理解し、工事の施工を行
うと共に、品質管理及び出来形についても良好に管理、施工された。



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 佐藤 和実　（現場代理人・主任技術者）

選定理由

　安全対策・環境対策を講じたこと及び積極的に地元調整を行ったことでトラブルな
く工事を完了させた。出来形及び出来ばえともに良好であった。

工事名・工事場所 道路改良工事（西本町1丁目地内）

受賞請負人 有限会社 ヤカタ建設

受賞者 松本 彰彦　（現場代理人・主任技術者）

選定理由

　ホテルや図書館利用者で交通量の多い中、安全対策を十分に行い、事故等トラ
ブルなく工事を完了した。また、施工範囲のスパン割など工夫をすることで、円滑な
事業進捗に努めた。



工事名・工事場所 道路側溝改良その1工事（大和5丁目地内）

受賞請負人 株式会社 有坂建設

受賞者 井上 篤　（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、トラブル等無く現場完了した。

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・市川共同企業体

代表構成員 田中産業 株式会社

構成員 市川建設 株式会社

受賞者 林 伸吾　（現場代理人・監理技術者）

受賞者 櫛木 常雄 （主任技術者）

選定理由

　塗装に当たって、温度及び湿度管理を的確に行い品質向上に努めた。また、交
通量の多い道路での施工であったが苦情やトラブルなく工事を完了させた。



工事名・工事場所 橋梁（下部工）新設工事（三田新田地内）

受賞請負人 田中産業 株式会社

選定理由

　冬季に於ける河川内工事であったが、適切な工程調整と安全管理により、工期に
余裕をもって無事故無災害で工事を完了させた。

工事名・工事場所 高田小町駐車場整備工事（本町6丁目地内）

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

　店舗や住宅が近接するまちなかでの工事であったが、施工方法や安全対策を適
切に実施し、苦情なく工事を完了させた。また、関係者との調整も的確に行われ、
現場作業全体が円滑に進捗するよう努めた。



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 白川 栄一　（主任技術者）

選定理由

　橋梁下での施工において、施工方法の工夫を行い工事を円滑に進捗させた。ま
た、出来形及び品質が良好であった。

工事名・工事場所 橋梁修繕工事（下五貫野他地内）

受賞請負人 中田建設 株式会社

受賞者 白滝 政人　（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の制約等あったが、工程管理を的確に行い期限
内に現場作業を完了することが出来た。　また塗装に当たっては、温度及び湿度の
ほか結露を測定するなど品質の向上に努めた。



工事名・工事場所 棚広地区災害復旧工事（牧区棚広地内）

受賞請負人 株式会社 牧建設

受賞者 諏訪 貴彦 （主任技術者）　

選定理由

　施工管理、工程管理、対外関係等において適切な管理が行われ、品質は良好で
あった。また、品質管理に独自の基準を設けて実施するなど品質の向上に努めた。

工事名・工事場所 高田公園ひょうたん池周辺広場整備工事（本城町地内）

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

　高田城址公園内での施工であったが、安全管理が適切に行われた。また、土系
舗装においては現場で試験施工を実施してから本施工に臨むなど、施工の品質を
向上させるべく努めた。



工事名・工事場所 消雪井戸更新工事（上野田地内）

受賞請負人 株式会社 日さく 上越支店

受賞者 豊島 健二　（現場代理人・主任技術者）

選定理由

  ケーシング管の損傷があるなか、破損防止措置を行い適切に施工を行った。揚水
試験では揚砂量を把握するため、汎用ネットを活用するなど工夫が見られた。また、
感電防止対策としてさく井機械への電線防護管の仮設や夜間の通過車両の事故
防止に対する安全管理に努めた。

工事名・工事場所 林道光ヶ原黒倉線災害復旧工事（板倉区猿供養寺地内）

受賞請負人 久保田建設 株式会社

受賞者 中澤 寛之　（現場代理人・主任技術者）

選定理由

　国有林野内での施工に際しての関係機関との調整や、崩土撤去後の設計変更へ
の対応を適切に行い、現地の状況に合わせた施工により、降雪期前に現場を完了
させた。竣工書類は見やすく丁寧にまとめられており、出来形及び品質ともに良好
であった。



工事名・工事場所 消雪パイプ更新工事（板倉区高野地内）

受賞請負人 株式会社 タカワ建工

受賞者 古川 克幸　（現場代理人・主任技術者）

選定理由

　施工体制、施工状況及び出来形、品質ともに良好であり、工事記録なども詳細に
整備されていて他の模範である。また、環境対策として国土交通省NETIS登録の極
低騒音型重機を使用するなど新技術に対する積極性に優れていたとともに、若年
層に当工事をPRするためにドローンでの工事前後の空撮や定点カメラによる作業
状況の早送り動画をユーチューブで公開するなど独自の工夫と努力がみられた。

工事名・工事場所 林道丈ヶ山線（その1）災害復旧工事（板倉区筒方地内）

受賞請負人 久保田建設 株式会社

受賞者 中澤 寛之 （現場代理人・主任技術者）

選定理由

   施工体制や出来形等、適切な現場管理が行われ、設計内容の大きな変更にも的
確に対応し、現場作業を降雪前に完了させた。出来ばえ及び品質ともに良好で
あった。



工事名・工事場所 林道菅平線災害復旧工事（清里区赤池地内）

受賞請負人 株式会社 三原田組

選定理由

　 設計変更にも迅速に対応し、現地の状況に合わせて施工を行い、工期に余裕を
もって現場を完了させた。  また設計を的確に施工に反映し、出来ばえも良好で
あった。

工事名・工事場所 上越市大潟漁港西防波堤補強工事（大潟区渋柿浜地内）

受賞請負人 相村建設 株式会社

受賞者 石黒 喜明 （現場代理人・主任技術者）

選定理由

　既設構造物の転倒防止や観測を行うなどの安全対策を実施し、所定の品質を満
たして工事を完了させた。



【建築工事部門】

工事名・工事場所 上越文化会館外壁改修工事（新光町1丁目地内）

受賞請負人 日曹・中田共同企業体

代表構成員 株式会社 日曹建設

構成員 中田建設 株式会社

受賞者 佐藤 学　（現場代理人・監理技術者）

受賞者 川口 健一　（主任技術者）

選定理由

　施工管理者との情報共有等を積極的に行い、品質を落とさずに効率的な施工を
行うよう努めると同時に、コロナ禍で行事が減ってしまっていた小学校の児童に絵
画制作、展示の場を提供するなどし、地域貢献にも力を入れた。

工事名・工事場所 板倉区統合小学校改修工事（板倉区針地内）

受賞請負人 田中・久保田・島田共同企業体

代表構成員 田中産業 株式会社

構成員 久保田建設 株式会社

構成員 株式会社 島田建綜

受賞者 青木 稔　（主任技術者）

受賞者 名川 敏広　（主任技術者）

選定理由

　 学校関係者等との情報共有を迅速かつ積極的に行い、安全に配慮しつつ可能
な限り学校の要望に工夫をもって応えた。同時に、学校全面改修工事とコロナ禍に
より制限が出てしまった針小学校最後の行事等を少しでも良いものにしようと進んで
協力した。



工事名・工事場所 稲田小学校体育館等老朽施設改造・下水道接続工事（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

　施工に伴う提案等を随時行い、適切な工事が行われ仕上がりも良いものとした。

【管工事部門】

工事名・工事場所 板倉区統合小学校改修機械設備工事（板倉区針地内）

受賞請負人 株式会社 高菱

受賞者 松岡 祐輔　（現場代理人）

受賞者 金子 耕児　（主任技術者）

選定理由

　工事の大部分である校舎棟トイレや多目的室、給水管改修等の施工を夏休み期
間中に完了させた。施工中に懸念事項があった場合は迅速に協議・対応が行わ
れ、ＦＦ暖房機制御盤では使用者が操作しやすいよう整理された。


