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国土交通省では、建設現場を魅力ある現場
に劇的に変えていくために、革新的技術の活
用等により建設現場の生産性向上を図る

「i-Construction」を推進しています。
この一環として「東北復興ＤＸ・i-Construction連絡調整会
議」では、他の現場に広く紹介したい特筆すべき点を有する取
り組みが増えていることから、「みちのくi-Construction奨励
賞」を令和元年度に創設し、さらに令和2年度は「地方公共団体

取組部門」「民間企業部門」を新たに追加しました。
今回受賞した取り組みは、令和2年度に完了・完成した業務・

工事や活動、技術支援等を対象とし、東北地方整備局各事務所・
東北6県・仙台市からの推薦、もしくは民間団体より応募され
た中から、全部門で33団体を表彰しました。
本賞が、受賞者の皆さまの励みとなり、i-Constructionの普

及が推進することと、少子高齢化が進展する中で建設現場の生
産性向上が図られ、ひいては地域の守り手、担い手である建設
業界の皆さまの末永い活躍につながっていくことを心より祈念
いたします。
「みちのくi-Construction奨励賞」の受賞、誠におめでとうご
ざいました。

ごあいさつ
東北復興DX・i-Construction連絡調整会議 会長

角湯  克典（前 東北地方整備局企画部長）

令和3年度

岩木川柏前原下流地区河道掘削工事
東北地方整備局部門

国道106号与部沢トンネル工事
東北地方整備局部門

高田地区函渠工工事
東北地方整備局部門

古口地区測量業務
東北地方整備局部門

東北中央自動車道東根川橋上部工工事
東北地方整備局部門

伊達地区トンネル舗装工事
東北地方整備局部門

富沢地区舗装工事
東北地方整備局部門

国道280号交付金（道路改築）工事
地方公共団体部門

三沢十和田線橋梁架替（古間木橋）工事
地方公共団体部門

一般国道342号白崖地区道路改良（その2）工事
地方公共団体部門

真野川外河川災害復旧工事
地方公共団体部門

地方道路交付金工事（交通安全）
地方公共団体部門

令和2年度北谷地地区経営体育成基盤整備事業第1工区工事
地方公共団体部門

平成30年度元屋敷林地荒廃防止施設災害復旧工事
地方公共団体部門

街路（街路（交付））工事（舗装）
地方公共団体部門

蒲生北部地区25街区利活用事業に伴う宅地整備工事（その2）
地方公共団体部門

施工シミュレーションによるダンプ運行計画立案への取組
民間企業部門

ＵＡＶ飛行技術向上講習会
民間企業部門

i-Construction普及促進に向けた情報化施工技術委員会の取り組み
民間企業部門

久慈長内トンネル工事【セントルの全自動セットシステム】の開発
民間企業部門

i-Construction普及促進に向けた働き方改革における建設ＤＸへの取り組み
民間企業部門

自動化セントルを用いたトンネル覆工作業の省人化施工
民間企業部門

青森空港滑走路・誘導路改良工事
地方公共団体部門

青森県弘前市大字川合字浅田26番地1
TEL.0172（27）1998　FAX.0172（27）1999

代表取締役  対馬 金吾

豊かなくらしのために・・・
・・・
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〒980-8605 仙台市青葉区二日町16-20（二日町ホームプラザビル2F）
TEL.022（221）0932  FAX.022（225）3859

執行役員支店長  谷川 純一

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

東北支社長  恒久 智嗣

支店長  石田 　亮

東北支店

〒965-0873 福島県会津若松市追手町5-36 
TEL.0242（26）4500　FAX.0242（29）5911

ISO 9001
ISO14001
ISO45001
認 証 取 得

人と街に新しい息吹。
Neo-Trad Creation

東北支社

人々のためにより良い環境を創造する

信 頼 と 実 績

代表取締役  沢木　則明
本　　社／秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り2号6番地2
　　　　　TEL.0185（23）3434
秋田支店／秋田県秋田市寺内字イサノ35
　　　　　TEL.018（865）2311
　　　　　http://www.sawakigumi.co.jp/

株式会社 沢木組

常務執行役員支店長  清水 康次郎

東北支店／仙台市青葉区木町通１丁目4-7
　　　　　TEL.022（267）9111  FAX.022（225）0476
　　　　　HP https://www.shimz.co.jp/

東北支店

東北支店

支店長  代田 雅和

〒980-0801 仙台市青葉区木町通一丁目4-3
TEL.022（265）1151　FAX.022（267）6593

代表取締役社長  秋田 正孝

本社／〒030-0962 青森市佃二丁目19番7号
　　　TEL.017（765）1122  FAX.017（743）7577
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〒980-0021 仙台市青葉区中央三丁目10番19号
TEL.022（222）8641  FAX.022（265）0444

執行役員支店長  野村 修也

本社／〒034-0012 青森県十和田市東一番町2-50
　　　TEL.0176（23）3521㈹  FAX.0176（24）0800

代表取締役社長  田中 大文

信　用　と　技　術

田中建設株式会社

東北支店

〒980-0811 仙台市青葉区一番町二丁目3番22号
TEL.022（222）1273　FAX.022（222）1250

代表取締役社長  鹿内 雄二
〒030-0122 青森市大字野尻字今田97-1

TEL.017（738）2301㈹
http://www.shikanai.jp/

株式会社  鹿 内 組
住 み よ い 郷 土 を 創 る

代表取締役  佐々木 一徳
本社／〒021-8633 岩手県一関市山目字中野140-5 ササキビル中野 
　　　TEL.0191（25）2211㈹  FAX.0191（25）2216
　　　　 盛岡支店　仙台営業所　三陸営業所

ISO 9001・14001　認証取得

本　社／宮城県石巻市大街道南二丁目9-13
　　　　TEL.0225（95）8333㈹
　　　　HP http://www.endo-k.co.jp/

代表取締役  遠藤 正樹

心ゆたかな地域環境づくり

株式会社

本　　社／〒012-1126 秋田県雄勝郡羽後町杉宮字東腰廻63
　　　　　TEL.0183（62）2124   FAX.0183（62）3317
湯沢営業所／〒012-0051 秋田県湯沢市深堀字鎌切17-3
　　　　　TEL.0183（73）2020   FAX.0183（73）2021

代表取締役社長  柴田　 晋

本社／西村山郡河北町谷地庚28　
　　　TEL.0237（72）7211  FAX.0237（72）7766
　　　http://www.kurodagumi.co.jp

代表取締役  黒田 元喜

「自然と調和・環境をつくる」

本社／山形県新庄市十日町2760-9
　　　TEL.0233（32）0770  FAX.0233（23）0458

空と水と大地
この美しい自然を未来に引き継ぐために

代表取締役  吉田 秀夫

支　部　長  高橋 　弘
情報化施工技術委員長  鈴木 勇治

本 社　仙台市青葉区二日町16番9号
TEL.022（221）4576　FAX.022（265）8432

代表取締役社長　大泉　 敏

　　　　　自然に優しい環境創造

〒963-8014 福島県郡山市虎丸町14番9号
TEL.024（922）6390㈹  FAX.024（934）4657

代表取締役社長  滝田 幸生

昭和建設工業株式会社

CM009

〒980-0014 仙台市青葉区本町三丁目6-17
TEL.022（263）0922  FAX.022（263）1744

 会 長　佐藤 和昭 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

東北支部
日本建設機械施工協会一　　般

社団法人

〒980-0014 仙台市青葉区本町三丁目4番18号
（太陽生命仙台本町ビル5階）

TEL.022（222）3915  FAX.022（222）3583
北日本支社／仙台市青葉区大町2丁目8-33
　　　　　　TEL.022（261）8161㈹

執行役員支社長  濵﨑 伸介

北日本支社


