
３．表彰の考え方

４．工事等優秀者表彰名簿
　　別紙のとおり

５．表彰式等について
　　建築関係は、建設部建築局で表彰式を令和４年１月１７日に執り行う予定ですが、建築関係
　以外は、各（総合）振興局において１２月に伝達式を執り行う予定です。

令和３年度（２０２１年度）建設部工事等優秀者表彰について

１．北海道建設部では、各年度ごとに各建設管理部や建設部建築局が発注した工事及び委託業務に
　関し、特に施行成績等が優秀な者に対して感謝状を贈呈します。

２．今年度は令和２年度に完成した工事（２，０４９件）及び完了した業務（３，５１４件）を
　対象に選考し、工事５６者、業務１９者の合計７５者を決定しました。

　　各建設管理部や建設部建築局が発注した工事においては、前年度における工事の施行成績等が
　特に優秀であると認められる者、及び業務においては、前年度における業務の施行成績等が特に
　優秀であると認められる者の中から表彰しております。
　　また、評価内容については、施行成績、受注実績額、地域関連評価、品格評価及び各建設管理
　部からの推薦などを総合的に勘案して表彰者を選考しています。



【一般土木Ａ１】

建管名 表彰者名 選　考　理　由

札幌
(管内)

（株）田中組 ３・３・３０４南大通　交付金（補正）外　（施行成績　99点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献など

札幌
(管内)

勇建設（株） 新川　広域改修工事２工区　（施行成績　97点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献　・多様な人材確保など

小樽
(管内)

（株）草別組 泊共和線防災安全Ａ（地方道）工事（切土工）その２（補正）外　（施行成績　98点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献など

函館
(管内)

（株）菅原組 山背泊漁港農山漁村地域整備交付金工事　（施行成績　96点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献など

旭川
(管内)

大北土建工業（株） 富良野川改修工事外ヌッカクシ富良野川分水路地区（補正）（明許）　（施行成績　95点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献など

旭川
(管内)

（株）田中工業 鷹栖東神楽線道路改築工事（道路工）その１（債務）　（施行成績　97点）ほか

・公共団体等との防災協定　・地域の維持の貢献　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献
・多様な人材確保など

留萌
(管内)

堀松建設工業（株） 名寄遠別線　特定交付金工事（南工区）（３号橋下部工　A2）　（施行成績　96点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献など

稚内
(管内)

丹羽建設（株） オホーツク枝幸北漁港（目梨泊地区）外水産流通基盤整備工事外　（施行成績　94点）ほか

・公共団体等との防災協定　・地域の維持の貢献　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献な
ど

網走
(管内)

北辰土建（株）
訓子府津別線（交１３３）局改工事（大谷橋補修）（補正）（明許）外　（施行成績　97点）ほ
か

・公共団体等との防災協定　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献など

網走
(管内)

（株）渡辺組 支湧別川砂防工事１工区(補正）（翌債）　（施行成績　99点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献など

帯広
(管内)

萩原建設工業（株） 直別共栄線防Ｂ８２改良工事外（補正・明許）　（施行成績　98点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献など

釧路
(管内)

白崎建設（株） 霧多布海岸高潮対策工事２工区　（施行成績　96点）ほか

・公共団体等との防災協定　・地域の維持の貢献　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献な
ど
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【一般土木Ａ２】

建管名 表彰者名 選　考　理　由

札幌 一二三北路（株） 望月寒川　広域改修工事（本川地区）外　（施工成績　99点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献　・多様な人材確保など

小樽 （株）長組 美谷海岸高潮対策工事（補正）　（施工成績　97点）ほか

・公共団体等との防災協定　・地域の維持の貢献　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献な
ど

函館 （株）高橋組 軍川通常砂防工事（繰越）外　（施工成績　96点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献など

室蘭 （株）木村建設
滝之町伊達線交付金Ｂ（橋梁）（壮瞥橋外）工事外（補正）（繰越）　（施工成績　100点）ほ
か

・公共団体等との防災協定　・ボランティア等の社会貢献　・多様な人材確保など

旭川 （株）飯島組 十五号川河川総合流域防災工事　（施工成績　97点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献など

旭川 （株）安井組 比布川外特対改修工事（冬）　（施工成績　92点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ボランティア等の社会貢献など

留萌 ハラダ工業（株） ３・４・１８　見晴通　改築工事　（施工成績　97点）ほか

・公共団体等との防災協定　・地域の維持の貢献　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献な
ど

留萌 三協建設（株） 別苅漁港　機能強化工事（補正・繰越）　（施工成績　97点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献など

稚内 豊成建設（株） 稚内天塩線（２）無電柱化推進工事（電線共同溝）　（施工成績　96点）ほか

・公共団体等との防災協定　・地域の維持の貢献　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献な
ど

網走 斜里建設工業（株） ペレケ川砂防工事　（施工成績　96点）ほか

・公共団体等との防災協定　・地域の維持の貢献　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献
・多様な人材確保など

帯広 斉藤井出建設（株） 利別川改修工事（中流地区）１工区外（補正・明許）　（施工成績　99点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献　・多様な人材確保など

帯広 植村土建（株） 然別川総合流域防災工事　（施工成績　98点）ほか

・公共団体等との防災協定　・地域の維持の貢献　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献な
ど

釧路 高玉建設工業（株） 標津海岸老朽化対策緊急工事１工区　（施工成績　95点）ほか

・公共団体等との防災協定　・地域の維持の貢献　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献な
ど

釧路 真壁建設（株） 友知漁港外機能強化工事外　（施工成績　97点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献　・多様な人材確保など
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【一般土木Ｂ】

建管名 表彰者名 選　考　理　由

札幌 （株）サトー工建 馬追運河外（特）改修工事（冬）　（施工成績　94点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ボランティア等の社会貢献など

小樽 （株）菅原組 太田の沢川砂防工事　（施工成績　94点）ほか

・公共団体等との防災協定　・地域の維持の貢献　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献な
ど

函館 三和建設工業（株） 湯の里渡島知内停車場線交安工事（自歩道）（補正）　（施工成績　95点）ほか

・公共団体等との防災協定　・地域の維持の貢献　・ボランティア等の社会貢献など

室蘭 （有）木本建設 厚真川外河川改修工事 　（施工成績　95点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ボランティア等の社会貢献など

旭川 （株）藤田組 愛別当麻旭川線外交安（歩道）工事　（施工成績　92点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献など

留萌 （株）共栄 遠別中川線　道路メンテナンス工事外（咲花トンネル補修）外　（施工成績　95点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ボランティア等の社会貢献など

稚内 （株）早坂組 ポロニショ川砂防工事　（施工成績　94点）ほか

・公共団体等との防災協定など

網走 （株）石井組 摩周湖斜里線（交５６）改築工事（補正）（明許）　（施工成績　95点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ボランティア等の社会貢献など

帯広 永光建設（株） 利別川改修工事（下流地区）（補正・明許）　（施工成績　97点）ほか

・公共団体等との防災協定　・地域の維持の貢献　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献
・多様な人材確保など

釧路 （株）藤原組 クチョロ原野塘路線災害復旧工事（全応急）　（施工成績　93点）ほか

・公共団体等との防災協定　・地域の維持の貢献　・ボランティア等の社会貢献など
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【一般土木Ｃ】

建管名 表彰者名 選　考　理　由

札幌 （株）佐藤建業 美唄達布岩見沢線　局改（一般局改）（特）工事（道債）　　（施工成績　95点）ほか

・公共団体等との防災協定など

小樽 久光工業（株） 野束川外（道単）改修工事　（施工成績　94点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ボランティア等の社会貢献など

函館 （株）皆口組 森砂原線局改工事（側溝）（冬）　（施工成績　93点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ボランティア等の社会貢献など

帯広 （株）アクシア 清水大樹線地５０３交安工事（排水工）外　 （施工成績　94点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ボランティア等の社会貢献など

【舗装】

建管名 表彰者名 選　考　理　由

札幌 不二建設（株） 苫小牧環状線（特対）舗装（構造改良）工事（補正）　（施工成績　97点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献　・多様な人材確保など

旭川 （株）山伏パコム 上富良野旭中富良野線舗装（構造改良）工事　（施工成績　96点）ほか

・公共団体等との防災協定　・地域の維持の貢献　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献な
ど

帯広 東光舗道（株） 大津旅来線総Ｂ５５改良工事（舗装工）　（施工成績　98点）ほか

・公共団体等との防災協定　・地域の維持の貢献　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献な
ど

【鋼橋上部】

建管名 表彰者名 選　考　理　由

札幌 （株）日進製作所
江別恵庭線防Ｂ地方道工事（第二角山橋上部工場製作工）２工区（債務）　（施工成績　97点）
ほか

・公共団体等との防災協定など

旭川 （株）橋本川島コーポレーション 八雲今金線（Ｂ地－２３０）工事（上部架設）　（施工成績　97点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献など
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【土木設計】

建管名 表彰者名 選　考　理　由

札幌 （株）ドーコン 静内中札内線地道債３５２（交安）工事地すべり対策設計外  （施行成績 99点）ほか

・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献など

札幌 （株）アルファ水工コンサルタンツ 中の川漁港水産生産基盤整備工事構造実施設計委託　（施工成績　98点）ほか

・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献など

札幌 （株）シン技術コンサル 茂生１の沢川砂防工事砂防堰堤工設計　（施工成績　99点）ほか

・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献など

札幌 （株）開発調査研究所 札幌建設管理部管内総合Ａ地方道工事３号橋橋梁設計　（施工成績　99点）ほか

・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献など

札幌 北武コンサルタント（株） ウツツ川総合流域防災工事樋門設計その２（補正・繰越）　（施工成績　97点）ほか

・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献など

札幌 （株）シビテック
知床公園羅臼線（補助－７６７）工事（知円別トンネル）補修設計委託　（施工成績　98点）ほ
か

・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献など

札幌 （株）北海道技術コンサルタント 吉岡川外総合流域防災工事（緊急改築）砂防堰堤設計委託　（施工成績　98点）ほか

・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献など

【測量】

建管名 表彰者名 選　考　理　由

小樽 ＨＲＳ（株） 尻別川改修工事　地形調査（倶知安地区）その１　（施工成績　92点）ほか

・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献など

旭川 （株）ヒロノ測建 ポン川改修工事八千代川地区地形測量その１　（施工成績　94点）ほか

・ボランティア等の社会貢献など

稚内 北辰建設コンサルタント（株） 利尻富士利尻線（防安３６８）交安工事用地測量　（施工成績　94点）ほか

・ボランティア等の社会貢献など

帯広 （株）松田技術コンサルタント 佐幌川外道単改修工事河道実施設計　（施工成績　97点）ほか

・ボランティア等の社会貢献など
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【地質調査】

建管名 表彰者名 選　考　理　由

札幌 明治コンサルタント（株） 佐幌ダム再生事業地質解析　（施工成績　98点）ほか

・ボランティア等の社会貢献など

旭川 大地コンサルタント（株） 佐幌ダム再生事業地質調査その１　（施工成績　97点）ほか

・ボランティア等の社会貢献など

【技術資料作成】

建管名 表彰者名 選　考　理　由

札幌 （株）シー・イー・サービス オホーツク総合振興局管内道単局改工事（冬期路面管理検討）外　（施工成績　99点）ほか

・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献など

札幌 日本データーサービス（株） 小樽建設管理部管内（道単）局改工事　日本海沿岸道道津波対応マニュアル修正　（施工成績　98点）ほか

・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献など

札幌 和光技研（株） 札幌建設管理部砂防関係情報データベース作成　（施工成績　98点）ほか

・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献など
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【建築工事】

所在地 表彰者名 選　考　理　由

札幌市 伊藤組土建（株） 札幌医科大学附属病院既存棟改修第Ⅱ期工事　（評定点 84点）ほか

・ISO資格　・社内制度評価　・ボランティア等の社会貢献 など

岩見沢市 （株）カツイ 岩見沢市道営住宅新築工事（日の出台団地Ｄ－１）　（評定点 84点）

・ボランティア等の社会貢献 など

旭川市 （株）高組 北海道立北の森づくり専門学院校舎新築工事（１工区）　（評定点 84点）ほか

・社内制度評価　・ボランティア等の社会貢献 など

札幌市 （株）中山組 滝川警察署庁舎新築工事（第１工区）　（評定点 84点）

・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献 など

札幌市 丸彦渡辺建設（株） 北海道庁別館（西ビル）長寿命化改修工事　（評定点 84点）ほか

・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献 など

【電気工事】

所在地 表彰者名 選　考　理　由

遠軽町 （株）遠軽電機 北海道オホーツク合同庁舎非常用電源設備ほか改修工事　（評定点 84点）

・ボランティア等の社会貢献 など

旭川市 （株）電業 北海道立旭川肢体不自由児総合療育センター改築強電設備工事　（評定点 84点）ほか

・ISO資格 など

札幌市 （株）北弘電社 札幌医科大学大学管理施設改築強電設備工事　（評定点 84点）

・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献 など

【管工事】

所在地 表彰者名

札幌市 池田煖房工業（株） 札幌医科大学大学管理施設改築空調設備工事　（評定点 84点）ほか

・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献 など

札幌市 （株）ダンテック 札幌医科大学教育研究施設Ⅱ改築冷暖房設備工事　（評定点 84点）

・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献 など

札幌市 （株）ふじ研究所 北海道消防防災ヘリコプター格納庫増築その他暖房衛生設備工事　（評定点 82点）

・ISO資格　・社内制度評価　・ボランティア等の社会貢献 など

【建築設計】

所在地 表彰者名 選　考　理　由

札幌市 （株）創建社 北海道新十津川農業高等学校普通教室棟改築工事基本設計　（評定点 83点）

・ISO資格 など

札幌市 （株）高岡建築設計事務所 札幌市道営住宅改善工事実施設計（厚別光陽団地Ｒ－１号棟）　（評定点 83点）ほか

【設備設計】

所在地 表彰者名 選　考　理　由

札幌市 （株）真紀設備設計事務所 札幌市道営住宅改善設備工事実施設計（琴似八軒団地、厚別団地）　（評定点 80点）ほか


