
　１　表彰の考え方

　２　工事等優秀者表彰名簿
　　　別紙のとおり

　３　感謝状伝達式について
　　　建設管理部発注分については、各建設管理部にて１１月３０日より順次開催する予定、
　　建設部建築局発注分については、建築局計画管理課にて令和５年１月１３日に開催する
　　予定です。

令和４年度（２０２２年度）建設部工事等優秀者表彰について

　　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。
　　今年度は令和３年度に完成した工事（２，１５４件）及び完了した委託業務（３，６９５件）
　を対象に選考し、工事５７者、業務１８者の合計７５者を決定しました。

　　　施行成績等が特に優秀であると認められる者の中から、施工成績の平均点、受注実績額、
　　地域関連評価、品格評価などを総合的に勘案して表彰者を選考しています。
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【一般土木Ａ１】

建管名 表彰受賞者 選　考　理　由

札幌
(管内)

（株）鈴木東建 札幌夕張線緑道橋橋梁補修工事（補正・明許）外　（施行成績 100点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ISO資格など

札幌
(管内)

岩倉建設（株）
きたひろしま総合運動公園線総Ａ６地方道工事（２号橋下部工）その１（補正・明許）
（施行成績 99点）ほか

(岩倉･橋本川島 特定JV) ・公共団体等との防災協定　・ISO資格　・障害者就労支援　・通年雇用など

小樽
(管内)

（株）福津組
泊共和線防災安全B（地方道）工事（茅沼４号橋下部工）（補正・明許）外　（施行成績 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　・障害者就労支援など

函館
(管内)

（株）高橋建設 太櫓川広域河川改修工事（補正明許）外　（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資格など

室蘭
(管内)

（株）草塩建設 富岸海岸津波・高潮対策工事　（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　・通年雇用など

旭川
(管内)

タカハタ建設（株）
（１）鷹栖東神楽線道路改築工事（新東神楽橋上部工）（補正）（明許）　（施行成績 98点）ほ
か

(タカハタ･丸田 経常JV) ・公共団体等との防災協定　・ISO資格など

稚内
(管内)

（株）ササキ 浜猿払漁港漁港施設機能強化工事　（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資格など

網走
(管内)

三和工業（株） 佐呂間別川広域河川改修工事２工区　（施工成績 99点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ISO資格など

帯広
(管内)

宮坂建設工業（株） 28年災ペケレベツ川災害復旧助成工事１３工区　（施工成績 97点）ほか

・公共団体等との防災協定　・災害対応　・ISO資格　・通年雇用など

釧路
(管内)

小針土建（株） オッカバケ漁港海岸高潮対策工事　（施工成績 97点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ISO資格　・通年雇用など
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【一般土木Ａ２】

建管名 表彰受賞者 選　考　理　由

札幌 （株）櫻井千田 砂川歌志内線石山跨線橋外橋梁補修工事（補正・明許）外　（施行成績 99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　・障害者就労支援　・通年雇用な
ど

小樽 白木建設工業（株） 岩内洞爺線防災安全B（公安）工事（明許）外　（施行成績 99点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ISO資格など

小樽 協成建設工業（株） 道泊共和線交付金（茅沼２号トンネル）工事　（施行成績 99点）ほか

(伊藤･草別･協成 特定JV) ・公共団体等との防災協定　・ISO資格など

函館 （株）工藤組 奥尻島線（宮津地区）長寿命化工事（宮津大橋）（補正）　（施行成績 98点）ほか

・公共団体等との防災協定　・地域の維持の貢献　・ISO資格など

函館 中塚建設（株） 福島川広域河川改修工事（繰越）外　（施行成績 98点）ほか

・公共団体等との防災協定　・災害対応　・地域の維持の貢献　・ISO資格　・通年雇用など

室蘭 幌村建設（株） 30年災675号厚真川（厚幌ダム）外災害復旧工事５工区　（施工成績 98点）ほか

（幌村･草別 地震災害復旧JV） ・公共団体等との防災協定　・ISO資格　・通年雇用など

旭川 東海産業（株） 牛朱別川改修工事倉沼川地区３工区外　（施行成績 97点）ほか

・公共団体等との防災協定など

旭川 （株）岸田組 ３・４・３９西神楽中央通交付金工事（補正）（明許）　（施工成績 97点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ISO資格　・通年雇用など

稚内 田中建設（株）
枝幸音威子府線（防安207）地方道工事（耐震補強）（補正）（繰越）外　（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資格など

網走 鐘ヶ江建設（株） 生田原川広域河川改修工事（補正）（翌債）　（施工成績 97点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ISO資格　・障害者就労支援など

網走 土橋工業（株） 斜里川広域河川改修工事（猿間川地区）２工区（補正）（翌債）　（施工成績 97点）ほか

(土橋･道路工業 経常JV) ・公共団体等との防災協定　・ISO資格など

帯広 （株）北土開発 芽室川砂防工事１工区　（施工成績 98点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ISO資格　・通年雇用など

帯広 （株）フクタ ３・４・１０５音更中央通防安改良工事（繰越・明許）外　（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資格など

釧路 東星渡部建設（株） 釧路鶴居弟子屈線（補助）工事（オソベツ地先シェルター）（補正）　（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　・通年雇用など
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【一般土木Ｂ】

建管名 表彰受賞者 選　考　理　由

札幌 平建設（株） 学園新十津川（停）線下水橋橋梁補修工事（補正・明許）外　（施行成績 96点）ほか

・公共団体等との防災協定　・通年雇用など

小樽 北海道ガソン（株）
古平神恵内線道路メンテナンス工事（展望覆道２補修）（補正・明許）外　（施行成績 97点）ほ
か

(藤信･北海道ガソン経常JV) ・公共団体等との防災協定　・地域の維持の貢献など

函館 （株）大坂建設 旭岱鳥山線（Ｂ地－８０）工事（道路工）その３（繰越）　（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資格など

室蘭 黒光建設（株） ３・４・３１３東通交付金工事（補正繰越） 　（施工成績 97点）ほか

・公共団体等との防災協定　・通年雇用など

旭川 高橋建設（株） （２９９）十勝岳温泉美瑛線防災Ｂ（交安）工事　（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　・通年雇用など

留萌 初山別土建（株） 茂築別川総合流域防災工事２工区　（施工成績 97点）ほか

・公共団体等との防災協定など

稚内 井手上建設（株） 頓別漁港水産流通基盤整備工事その２　（施工成績 94点）ほか

・公共団体等との防災協定　・地域の維持の貢献など

網走 北東開発工業（株） 紋別丸瀬布（補道６７１）改築工事（交差点改良）　（施工成績 96点）ほか

・公共団体等との防災協定　・地域の維持の貢献など

帯広 （株）三島組 忠別清水線トムラウシ第１トンネル補修工事（補正・明許）　（施工成績 95点）ほか

・公共団体等との防災協定など

釧路 尾田建設（株） 岬町南海岸高潮対策工事　（施工成績 95点）ほか

(濱谷･尾田 経常JV) ・公共団体等との防災協定　・地域の維持の貢献など
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【一般土木Ｃ】

建管名 表彰受賞者 選　考　理　由

小樽 （有）武田企画 小樽環状線外（道単）局改（一般）工事外　　（施工成績 93点）ほか

留萌 （有）石川土木工業 天売島線防災Ｂ雪寒工事　（施工成績 93点）ほか

・公共団体等との防災協定など

稚内 （有）松田興業 礼文島線局部改良（側溝）工事（地道債）（補正）　（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

釧路 （株）協和建設 釧路鶴居弟子屈線局改（一般局改）工事弟子屈出張所工区（ゼロ道債）　（施工成績 93点）ほか

・公共団体等との防災協定など

【舗装】

建管名 表彰受賞者 選　考　理　由

札幌 道路工業（株） 石狩手稲線外舗装（特）工事外（道債）　（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　・障害者就労支援など

札幌 道路建設（株） ３・２・３３０ ８丁目通交付金工事　（施工成績 99点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ISO資格など

札幌 菱中建設（株） 白老大滝線（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資格など

【鋼橋上部】

建管名 表彰受賞者 選　考　理　由

小樽 （株）福津組 江差木古内線（Ｂ地－５１）工事（橋梁上部工）（補正明許）　（施工成績 95点）ほか

(森川･福津 経常JV) ・公共団体等との防災協定　・地域の維持の貢献　・ISO資格　・障害者就労支援など

函館 （株）森川組 江差木古内線（Ｂ地－５１）工事（橋梁上部工）（補正明許）　（施工成績 95点）ほか

(森川･福津 経常JV) ・公共団体等との防災協定　・ISO資格　・通年雇用など

釧路 （株）釧路製作所 江別恵庭線防Ｂ地方道工事（第二角山橋上部工場製作工）（補正）　（施工成績 96点）ほか

・公共団体等との防災協定　・ISO資格　・障害者就労支援など
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【土木設計】

建管名 表彰受賞者 選　考　理　由

札幌 北海道土木設計（株） 恵庭岳公園線新栄橋耐震補強設計　（施工成績 99点）ほか

・ボランティア等の社会貢献　・ISO資格など

札幌 ダイシン設計（株）
（188）旭川環状線道路メンテナンス（長寿命化）工事旭神橋耐震補強設計（補正）（明許）
（施工成績 98点）ほか

・ボランティア等の社会貢献　・ISO資格など

札幌 （株）シー・イー・サービス 薫別川北線外（Ｂ改－４７）交付金工事防雪対策検討委託　（施工成績 99点）ほか

・ボランティア等の社会貢献　・ISO資格など

札幌 和光技研（株） オロッコ川改修工事函渠工設計　（施工成績 97点）ほか

・ボランティア等の社会貢献　・ISO資格など

札幌 北海道キング設計（株）
弁景幌別線外橋梁長寿命１６８（蔭の沢橋外）工事外橋梁補修設計（補正繰越）　（施工成績 98
点）ほか

・ボランティア等の社会貢献　・ISO資格など

札幌 （株）北海道水工コンサルタンツ オベトン川外効果促進事業洪水浸水想定区域図作成　（施工成績 97点）ほか

・ボランティア等の社会貢献　・ISO資格など

札幌 パブリックコンサルタント（株）
白老大滝線橋梁長寿命化１６４（思い出橋）工事外橋梁補修設計（補正繰越）　（施工成績 98
点）ほか

・ボランティア等の社会貢献　・ISO資格など

札幌 日本データーサービス（株） 野束川砂防工事（緊急改築）法面設計　（施工成績 96点）ほか

・ボランティア等の社会貢献　・ISO資格など

【測量】

建管名 表彰受賞者 選　考　理　由

札幌 （株）シン技術コンサル 丸瀬川砂防工事外（地形調査）　（施工成績 97点）ほか

・ボランティア等の社会貢献　・ISO資格など

札幌 日測技研（株） 鶯谷沢川砂防工事地形調査　（施工成績 95点）ほか

・ボランティア等の社会貢献　・ISO資格など

帯広 （株）ズコーシャ 芽室川砂防工事（緊急改築）地形調査　（施工成績 94点）ほか

・ボランティア等の社会貢献　・ISO資格など
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【地質調査】

建管名 表彰受賞者 選　考　理　由

札幌 （株）開発調査研究所 中標津空港耐震化調査外委託　（施工成績 97点）ほか

・ボランティア等の社会貢献　・ISO資格など

札幌 （株）構研エンジニアリング 遠軽芭露線（地道３２２）交安工事（軟弱地盤解析）　（施工成績 96点）ほか

・ボランティア等の社会貢献　・ISO資格など

【技術資料作成】

建管名 表彰受賞者 選　考　理　由

札幌 （株）シビテック 滝川出張所管内道路事業現場技術業務その３　（施工成績 99点）ほか

・ボランティア等の社会貢献　・ISO資格など

札幌 （株）ドーコン 古丹別川大規模特定河川工事　遊水地運用資料作成　（施工成績 99点）ほか

・ボランティア等の社会貢献　・ISO資格など
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【建築工事】

所在地 表彰受賞者 選　考　理　由

函館市 （株）高橋組 七飯町道営住宅新築工事（大中山団地Ｂ－１、Ｂ－２）　（評定点 84点）

・ISO資格　・社内制度評価　・ボランティア等の社会貢献 など

札幌市 コニシ工営（株） 北海道札幌工業高等学校大規模改造第３期工事　（評定点 85点）ほか

・ISO資格　など

伊達市 須藤建設（株） 北海道伊達開来高等学校大規模改造第2期及び学科転換改修工事　（評定点 84点）

・ボランティア等の社会貢献 など

札幌市 岩田地崎建設（株） 北海道議会庁舎解体工事（1工区）　（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 山﨑建設工業（株） 北海道本庁北側ロビーほか木質化改修工事　（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 表彰受賞者 選　考　理　由

函館市 梶原電気工業（株） 北海道渡島合同庁舎非常用電源設備改修工事　（評定点 84点）

・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献 など

室蘭市 大同電設（株） 北海道立室蘭高等技術専門学院管理棟改修電気設備工事　（評定点 83点）

・ボランティア等の社会貢献 など

札幌市 三共電気工業（株） 北海道立心身障害者総合相談所電気設備改修工事　（評定点 82点）

・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献 など

帯広市 大昭電気工業（株） 北海道帯広工業高等学校大規模改造第2期電気設備工事　（評定点 82点）

・社内制度評価　・ボランティア等の社会貢献 など

【管工事】

所在地 表彰受賞者

釧路市 大同工業（株） 北海道厚岸翔洋高等学校長寿命化衛生設備工事　（評定点 83点）

・ボランティア等の社会貢献 など

網走市 （株）そうけん 北海道オホーツク合同庁舎衛生設備改修工事　（評定点 81点）

・ISO資格　・社内制度評価　・ボランティア等の社会貢献 など

札幌市 （株）工成舎 札幌市道営住宅改善衛生設備工事（発寒団地Ｒ２、Ｒ３号棟）　（評定点 82点）

・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献 など

函館市 昭栄設備工業（株） 函館市道営住宅新築衛生設備工事（日吉町Ａ団地Ｃ）　（評定点 81点）

・ISO資格　・ボランティア等の社会貢献 など
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【建築設計】

所在地 表彰受賞者 選　考　理　由

函館市 （株）二本柳慶一建築研究所 北海道大野農業高等学校独立産振棟改築工事実施設計　（評定点 83点）

札幌市 （株）アトリエアク 苫小牧市道営住宅新築工事基本・実施設計（（仮称）日新町団地）　（評定点 81点）

【設備設計】

所在地 表彰受賞者 選　考　理　由

北見市 そうごうシステムデザイン（株） 北海道北見児童相談所増築その他設備工事実施設計　（評定点 82点）
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