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N E XCO令和３年度 ＮＥＸＣＯ東日本東北支社  優秀工事等表彰
　ＮＥＸＣＯ東日本東北支社の優秀工事等表彰は、完成した工事等の施工
や取り組みが特に優秀である受注者の功績を表彰することにより、さらな
る品質や技術の向上を図るため平成21年度から開催している。これらの表
彰は同社が実施する条件付き一般競争入札の総合評価落札方式（工事成
績評価型等）に実績として反映され、インセンティブが与えられる。本年
度は支社長表彰として優秀工事17件、安全管理優秀工事９件、品質管理
優秀工事２件、コスト縮減優秀工事１件、工程管理優秀工事10件および優
秀業務６件を表彰。また、事務所長表彰として安全管理優良工事4件、品
質管理優良工事1件、工程管理優良工事1件、優良業務6件を表彰した。

　令和３年度優秀工事等表彰の受賞
おめでとうございます。また、日頃よ
りＮＥＸＣＯ東日本東北支社の事業に
ご協力たまわり、御礼申し上げます。
　本年は例年と比較し受賞者が非常
に多く、これは現場において皆さまが
知恵を出し、工夫を凝らし、技術力
を駆使して私どもの期待に応えてくれ

た結果だと考えています。ありがとうございました。特
に常磐自動車道４車線化の工事は、非常にタイトなスケ

ジュール、工程の中、ご苦労いただき、東日本大震災か
ら10年という節目の年に完成を見ました。また、別の事
業でも本当に皆さまの底力を見たと感じていることころ
でございます。この場を借りて感謝申し上げます。
　それ以外のリニューアル工事あるいは通常の維持補修
更新工事においても、供用する路線を規制したりあるい
は隣接していたりと、厳しい条件、設計上のさまざまな
条件がある中で、積極的な提案をいただきました。
　さらに工事、業務を進めるに当たって、コロナ感染防
止対策という制約のある中、非常にきゅうくつな状況で

仕事をしていただき成果を上げていただいたことは、本
当に他の模範となるものであり深く感謝申し上げます。
　東北支社管内では、引きつづき４車線化事業、リニュー
アル、耐震補強、通常の維持修繕など、これからも幅広く、
数多くの事業を行っていきます。昨今、台風などによる
自然災害も深刻化しており、その備えも必要で、今後も
設計ストックをより多く抱えていきます。皆さまの現場
力、技術力を発揮していただける場が数多くありますの
で、積極的に工事に参加していただければと思います。
そのために、技術評価で高度技術提案型をはじめ、若手・

女性技術者や地域企業の実績の評価、見積活用方式の
導入、週休２日制工事の本格導入など働き方改革、生
産性向上の取り組みを強化しているところです。是非、
今後とも私どもの事業に関心を持っていただき、これか
らもまたご一緒に仕事ができれば非常にありがたいと考
えているところです。
　最後に、改めて本日の受賞をお祝いいたし、今後のご
発展を祈念いたしまして、わたくしのあいさつとさせて
いただきます。（7月16日支社長表彰式あいさつより）

八木 茂樹 
支社長

常磐自動車道　岩沼工事工事名

優秀工事（支社長表彰）

常磐自動車道　好間トンネル工事工事名

優秀工事（支社長表彰）

常磐自動車道　赤井工事工事名

優秀工事（支社長表彰）

常磐自動車道　北迫工事工事名

優秀工事（支社長表彰）

常磐自動車道　双葉インターチェンジ工事工事名

優秀工事（支社長表彰）

常磐自動車道　楢葉～双葉間舗装工事工事名

優秀工事（支社長表彰）

常磐自動車道　常磐夏井川橋（ＰＣ上部工）工事工事名

優秀工事（支社長表彰）

常磐自動車道　小久川橋（ＰＣ上部工）工事工事名

優秀工事（支社長表彰）

東北自動車道　迫川橋床版取替工事工事名

優秀工事（支社長表彰）

八戸自動車道　八戸管内舗装補修工事工事名

優秀工事（支社長表彰）

山形自動車道　風明山トンネル西坑口地すべり対策工事工事名

優秀工事（支社長表彰）

常磐自動車道　吉田工事工事名

安全管理優秀工事（支社長表彰）

常磐自動車道　北迫川橋（ＰＣ上部工）工事工事名

安全管理優秀工事（支社長表彰）

東北自動車道　広瀬川橋塗替塗装工事工事名

安全管理優秀工事（支社長表彰）

東北中央自動車道　小岩沢工事工事名

安全管理優秀工事（支社長表彰）

常務執行役員東北支店長  西岡　  巌

東北支店／宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1
　　　　　TEL.022-225-7748㈹  FAX.022-225-7399
　　　　　ホームページ https://www.taisei.co.jp/

執行役員東北支店長  下田平  滋

〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3-7-33
TEL.022（794）8550

執行役員支店長　奥村  一彦

東京都中央区佃2丁目1-6
TEL.03（4582）3131  FAX.03（4582）3236

常務執行役員支店長　東海林  茂美

仙台市青葉区二日町4番11号
TEL.022（225）8862

執行役員支店長　青野  丈児

〒980-0803 仙台市青葉区国分町1丁目6-9
TEL.022（262）3411  FAX.022（262）3416

東京土木支店

執行役員支店長　奥村  一彦

東京都中央区佃2丁目1-6
TEL.03（4582）3131  FAX.03（4582）3236

執行役員支店長　西山  慶太

仙台市青葉区本町2丁目3-10
TEL.022（261）3261  FAX.022（216）1622

常務執行役員 仙台支店長　遠山　啓
〒989-3122 仙台市青葉区栗生二丁目1-11
TEL.022（281）8820  FAX.022（281）8821

東京土木支店

執行役員支店長　奥村  一彦

東京都中央区佃2丁目1-6
TEL.03（4582）3131  FAX.03（4582）3236

東京土木支店

執行役員支店長　奥村  一彦

東京都中央区佃2丁目1-6
TEL.03（4582）3131  FAX.03（4582）3236

東京土木支店

東北支店

仙台市宮城野区榴岡四丁目2-3（仙台MTビル14F）
TEL.022（352）9377　FAX.022（352）9388

東北支店

執行役員支店長  佐藤  雅昭

東北支店長  鈴木  博幸

〒980-0803 仙台市青葉区国分町3丁目3番5号
  TEL.022（222）4409 

執行役員東北支店長  森田  康夫

〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1-6-11
TEL.022（267）8511

人・街・未来、響きあう感動

仙台市青葉区国分町3丁目4-33
TEL.022-221-7681

執行役員東北支店長  毛利  祐二

東日本高速道路㈱提供
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東北中央自動車道　南陽高畠地区附帯工工事工事名

安全管理優秀工事（支社長表彰）

日本海東北自動車道　酒田みなとインターチェンジ工事工事名

安全管理優秀工事（支社長表彰）

常磐自動車道　鹿島工事工事名

安全管理優秀工事（支社長表彰）

常磐自動車道　相馬工事工事名

品質管理優秀工事（支社長表彰）

常磐自動車道　いわき管内舗装補修工事工事名

品質管理優秀工事（支社長表彰）

八戸自動車道　丸木橋塗替塗装工事工事名

コスト縮減優秀工事（支社長表彰）

常磐自動車道　鳥の海工事工事名

工程管理優秀工事（支社長表彰）

常磐自動車道　広野工事工事名

工程管理優秀工事（支社長表彰）

山形自動車道　笹谷トンネル防災本管更新工事工事名

工程管理優秀工事（支社長表彰）

釜石自動車道　北上管内車線区分柵設置工事工事名

工程管理優秀工事（支社長表彰）

山形自動車道　鶴岡管内車線区分柵設置工事工事名

工程管理優秀工事（支社長表彰）

常磐自動車道　上田郷地区のり面補強工事工事名

工程管理優秀工事（支社長表彰）

常磐自動車道　小高工事工事名

工程管理優秀工事（支社長表彰）

東北自動車道　福島管内盛土のり面調査設計業務名

優秀業務（支社長表彰）

山形自動車道　山形管内盛土のり面対策工設計業務名

優秀業務（支社長表彰）

平成30年度　東北中央自動車道　蔵王地区水文調査業務名

優秀業務（支社長表彰）

常磐自動車道　常磐夏井川橋耐震補強設計業務名

優秀業務（支社長表彰）

東北自動車道　坂梨トンネル高圧ケーブル更新工事工事名

安全管理優良工事（事務所長表彰）

磐越自動車道　沼川橋補修工事工事名

安全管理優良工事（事務所長表彰）

東北自動車道　盛岡管内のり面補強工事工事名

工程管理優良工事（事務所長表彰）

常磐自動車道　鳥の海ＰＡ休憩施設改築実施設計業務名

優良業務（事務所長表彰）

令和２年度　会津若松管内　地質リスク検討業務業務名

優良業務（事務所長表彰）

受賞おめでとうございます

㈱不動テトラ・アイサワ工業㈱常磐自動車道鳥の海工事特定工事共同企業体

代表取締役社長　小笠原  和徳

執行役員支店長　青野  丈児

〒980-0803 仙台市青葉区国分町1丁目6-9
TEL.022（262）3411  FAX.022（262）3416

執行役員支店長　渋谷  博之
〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町2-3-2
TEL.022（237）1381  FAX.022（237）6470

安心安全な生活環境をサポート

小笠原建設株式会社
本　社／〒993-0041
　　　　山形県長井市九野本2217
　　　　TEL.0238（84）2240㈹
　　　　FAX.0238（84）4650

本社／〒981-4264 宮城県加美郡加美町字赤塚37番地
　　　TEL.0229-63-2101㈹  FAX.0229-63-2102
　　　【仙台支店・青森支店・大崎三本木営業所】

執行役員 東北支店長　小山  貴史
東北支店／〒980-0022 
　　　　仙台市青葉区五橋２-１１-１ ショーケー本館ビル606
　　　　TEL.022（711）5370

URL: https://www.muramoto.co.jp/

〒980-0014 仙台市青葉区本町2丁目5-1
　　　　　   （オーク仙台ビル内）
TEL.022（225）4437  FAX.022（222）4162

執行役員支店長  宮原  道浩

東北支店

仙台市青葉区一番町3-1-1 仙台ファーストタワー12F
TEL.022（222）6664

常務執行役員東北支社長  仲村　  功

東 北 支 社

東北支店／仙台市青葉区本町三丁目５番２２号
　　　　　TEL.022（263）3666

支店長　三浦  武彦
東北支店 執行役員東北支店長  森田  康夫

〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1-6-11
TEL.022（267）8511

代表取締役社長  佐藤  利明
本　社：〒421-0117 
　　　　静岡県静岡市駿河区下川原南2番24
　　　　TEL.054（258）8971
事業所：東京支店／浜松営業所／豊橋営業所

東北支店

宮城県仙台市青葉区大町2丁目5-1
TEL.022（354）8000東北支店

常務執行役員東北支店長　遠原  秀基

私たちは、道路安全施設の整備を通じて
社会に貢献しています。

豊かな大地を未来へ

支店長　金子　睦
仙台市青葉区本町一丁目11-1
TEL.022（222）5244

代  表  取  締  役  社  長　野崎  秀則  
取締役執行役員東北支社長　江藤  和昭

本　　社／東京都渋谷区本町3丁目12番1号 TEL：03（6311）7551
東北支社／仙台市青葉区一番町４丁目６番１号 TEL：022（215）5522

https://www.oriconsul.com/

未来は、つくりがいがある。

代表取締役会長　瀬古  一郎
代表取締役社長　田中　  誠
東 北 支 店 長　三浦  正人

東北支店

建設総合コンサルタント
高品質を追求し未来を創造するオンリーワンカンパニー

中央開発株式会社

本　　社／東京都新宿区西早稲田三丁目13-5  TEL.03（3208）3111
東北支店／仙台市若林区蒲町東20-6　　     　TEL.022（766）9121

技術と創意で自然を活かし、地域の安全に取り組む 社会価値創造企業へ

代表取締役社長　池野  正志
東 北 支 店 長　石﨑  則昭

本　　社／〒950-8565 新潟県新潟市中央区新光町6番地1  　 TEL.025（281）8811
東北支店／〒982-0032 宮城県仙台市太白区富沢4丁目4番2号  TEL.022（743）1680

本社／秋田市八橋イサノ2丁目15-25
　　　TEL.018（862）4953 FAX.018（863）0109

代表取締役社長　七山  慎一

〒989-3204 仙台市青葉区南吉成6-3-9 OSビル201
TEL.022（346）8122  FAX.022（346）8126 

執行役員東北支店長　保坂  一彦

仙台市太白区山田字大石４２番４号
TEL.022（245）2333  FAX.022（245）2341

代表取締役　細田  知宏

所長  大矢  　茂
仙台営業所

www.sho-bond.co.jp/

補修工学－構造物の総合メンテナンス企業

私たちが求めるもの

それは豊かな未来を支える確かな技術です。
～豊かなランドスケープで人と自然の明日をつなぐ～

日新設計株式会社

人々のためにより良い環境を創造する

常務執行役員 仙台支店長　遠山　啓
〒989-3122 仙台市青葉区栗生二丁目1-11
TEL.022（281）8820  FAX.022（281）8821

代表取締役会長　瀬古  一郎
代表取締役社長　田中　  誠
東 北 支 店 長　三浦  正人

東北支店

建設総合コンサルタント
高品質を追求し未来を創造するオンリーワンカンパニー

中央開発株式会社

本　　社／東京都新宿区西早稲田三丁目13-5  TEL.03（3208）3111
東北支店／仙台市若林区蒲町東20-6　　     　TEL.022（766）9121

代表取締役会長　瀬古  一郎
代表取締役社長　田中　  誠
東 北 支 店 長　三浦  正人

東北支店

建設総合コンサルタント
高品質を追求し未来を創造するオンリーワンカンパニー

中央開発株式会社

本　　社／東京都新宿区西早稲田三丁目13-5  TEL.03（3208）3111
東北支店／仙台市若林区蒲町東20-6　　     　TEL.022（766）9121


