
整備企画課 
Press Release 

令和３年３⽉３⽇ 

「令和２年度みちのく i-Construction 奨励賞」の表彰式を⾏います。（当⽇取材依頼） 

１ 「みちのくi-Construction奨励賞」の概要 

 東北地⽅における建設現場の⽣産性向上を図る「i-Construction」で優れた取組を表彰し、ベストプラクティスとし

て広く紹介し、横展開することにより、i-Constructionに係る取組を推進することを⽬的に令和元年度に創設された

ものです。 

２ 令和２年度表彰式について 

 本来は東北地⽅整備局にてまとめて表彰を⾏う予定でしたが、新型コロナウイルス感染対策の観点から各県ごとの

分散開催となりました。 

３ 表彰式⽇程等（⻘森県） 

（１）⽇時 令和３年３⽉１９⽇（⾦）13:30〜14:30

（２）場所 県⼟整備部⻑室（⻘森県庁 北棟３階）

4  受賞者について（⻘森県） 

○⼯事・業務部⾨
受注者名 ⼯事/業務名 
⽥中建設⼯業㈱ 国道 279 号道路改良（南ＢＰ）⼯事 
東信技術㈱ 鰺ヶ沢蟹⽥線道路改良測量業務委託 
丸井重機建設㈱ 野辺地港⾼潮対策（離岸堤嵩上げ）⼯事 

○地⽅公共団体取組部⾨
取組団体名 取組名 
⻘森県 i-Construction 普及促進に向けたＩＣＴ施⼯活⽤⽀援の取組

※詳細については別紙の東北地⽅整備局記者発表資料を参照してください。
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令 和 ３ 年  ３ 月  １ 日 

東 北 地 方 整 備 局 

『みちのく i-Construction 奨励賞』３１団体が受賞 

～更なる推進を目指し表彰部門に新部門を創設～ 

東北復興 i-Construction 連絡調整会議では i-Construction の優れた事

例を広く表彰し横展開を図るべく、みちのく i-Construction 奨励賞表彰部

門に「地方公共団体取組部門」「民間企業部門」を新たに創設し、受賞者

となる３１団体を決定しました。なお、表彰式については新型コロナウイ

ルス感染対策の観点から各県ごとの分散開催を予定しています。

※表彰式の日程については、別途お知らせします。

【受賞者】 

別紙－１「R2 みちのく i-Construction 奨励賞受賞者」のとおり 

※「みちのく i-Construction 奨励賞」とは

 東北地方における建設現場の生産性向上を図る「i-Construction」で優れ

た取組を表彰し、ベストプラクティスとして広く紹介し、横展開することに

より、i-Construction に係る取組を推進することを目的に令和元年度に創設

したものです。 

＜発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会＞ 

＜問い合わせ先＞ 

国土交通省 東北地方整備局 企画部 

TEL 022-225-2171（代表） 

施工企画課長 布宮
ぬのみや

 明道
あけみち

  （内線 3451） 

技術管理課長 赤平
あかひら

 勝也
か つ や

  （内線 3311） 

記者発表資料 



別紙-1
R2 みちのくi-Construction奨励賞受賞者

○工事・業務部門（東北地方整備局発注）

No. 受注者名 工事／業務名
発注

事務所等

1 工藤建設
クドウケンセツ

株式
カブシキ

会社
ガイシャ

水沢真城地区道路改良工事
ミズサワシンジョウチクドウロカイリョウコウジ

岩手河国

2 株式
カブシキ

会社
ガイシャ

鴻池組
コウノイケグミ

　東北支店
トウホクシテン

一関遊水地舞川水門新設工事
イチノセキユウスイチマイカワスイモンシンセツコウジ

岩手河国

3 日建工業
ニッケンコウギョウ

株式
カブシキ

会社
ガイシャ

名取川閖上地区河川防災ステーション工事
ナトリガワユリアゲチクカセンボウサイステーションコウジ

仙台河国

4 株式会社
カブシキガイシャ

アサノ大成基礎エンジニアリング
アサノタイセイキソエンジニアリング

 　東北支社
トウホクシシャ　

鳴瀬川総合開発付替国道下流部地質調査業務
ナルセガワソウゴウカイハツ ツケカエコクドウカリュウブ チシツチョウサギョウム

鳴瀬総開

5 株式
カブシキ

会社
ガイシャ

沢木組
サワキグミ

下浜地区道路改良工事
シモハマチクドウロカイリョウコウジ

秋田河国

6 大森建設
オオモリケンセツ

株式
カブシキ

会社
ガイシャ

米代川吹越地区高水敷整備工事
ヨネシロガワフッコシチクコウスイシキセイビコウジ

能代河国

7 株式
カブシキ

会社
ガイシャ

丸高
マルタカ

丸子地区道路改良工事
マルゴチクドウロカイリョウコウジ

酒田河国

8 五十嵐建設
イガラシケンセツ

株式
カブシキ

会社
ガイシャ

阿武隈川上流郡山地区河道整正工事
アブクマガワジョウリュウコオリヤマチクカドウセイセイコウジ

福島河国

9 佐藤建材工業
サトウケンザイコウギョウ

株式
カブシキ

会社
ガイシャ

阿武隈川上流岡部下流地区堤防整備工事
アブクマガワジョウリュウ オカベ カリュウチク テイボウセイビコウジ

福島河国

10 多田建設
タダケンセツ

株式
カブシキ

会社
ガイシャ

阿武隈川上流岡部上流地区堤防整備工事
アブクマガワジョウリュウ オカベ ジョウリュウチク テイボウセイビコウジ

福島河国

11 東洋建設
トウヨウケンセツ

株式
カブシキ

会社
ガイシャ

　東北支店
トウホクシテン

平成
ヘイセイ

31
31

年度
ネンド

仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤（南）築造工事
センダイシオガマコウイシノマキコウクヒバリノチクボウハテイ（ミナミ）チクゾウコウジ 塩釜港湾・

空港

12 あおみ建設
ケンセツ

株式
カブシキ

会社
ガイシャ

　東北支店
トウホクシテン

平成31年度相馬港本港地区防波堤（沖）消波築造工事
ヘイセイ31ネンド ソウマコウ ホンコウチク ボウハテイ オキ ショウハチクゾウコウジ

小名浜港湾

○工事・業務部門（地方公共団体発注）

No. 受注者名 工事／業務名 発注県等

1 田中建設工業株式会社
タナカケンセツコウギョウカブシキガイシャ

国道
コクドウ

２７９
279

号道路改良（南BP）工事
ゴウドウロカイリョウ（ミナミＢＰ）コウジ

青森県

2 東信技術株式会社
トウシンギジュツカブシキガイシャ

鰺ヶ沢蟹田線道路改良測量業務委託
アジガサワカニタセンドウロカイリョウソクリョウギョウムイタク

青森県

3 丸井重機建設株式会社
マルイジュウキケンセツカブシキガイシャ

第60-1-1号　野辺地港高潮対策(離岸堤嵩上げ)工事
ダイ６０ー１ー１ゴウ　ノヘジコウタカシオタイサク（リガンテイカサアゲ）コウジ

青森県

4 株式
カブシキ

会社
ガイシャ

オリエンタルコンサルタンツ
オリエンタルコンサルタンツ

宮古管内海岸保全施設長寿命化計画作成業務委託
ミヤコカンナイカイガンホゼンシセツチョウジュミョウカケイカクサクセイギョウムイタク

岩手県

5 株式会社舞石組
カブシキガイシャモウイシグミ

一般国道３４２号白崖地区道路改良工事
イッパンコクドウ342ゴウシラカケチクドウロカイリョウコウジ

岩手県

6 株式会社伊藤土建
カブシキガイシャイトウドケン

萩沢道路改良（築堤）工事
ハギサワドウロカイリョウ（チクテイ）コウジ

宮城県

7 朝日建設株式会社
アサヒケンセツカブシキガイシャ

地方道路交付金工事（改築）　３０－ＨＦ２７－５０
チホウドウロコウフキンコウジ（カイチク）　３０－ＨＦ２７－５０

秋田県

8 株式会社英明工務店
カブシキガイシャエイメイコウムテン

災害対策等緊急工事　３０－ＫＡ７５－２０
サイガイタイサクトウキンキュウコウジ　３０－ＫＡ７５－２０

秋田県

9 株式会社加藤建設
カブシキガイシャカトウケンセツ

床上浸水対策特別緊急工事　３０－ＫＹ３６－３０
ユカウエシンスイタイサクトクベツキンキュウコウジ　３０－ＫＹ３６－３０

秋田県

10 株式会社鳥海リース
カブシキガイシャチョウカイリース

河川改修工事　０１－ＫＡ２３－１０
カセンカイシュウコウジ　０１－ＫＡ２３－１０

秋田県

11 株式会社津谷組
カブシキガイシャツヤグミ

地方道路改築補助工事　０１－ＨＦ２７－４０
チホウドウロカイチクホジョコウジ　０１－ＨＦ２７－４０

秋田県

12 日高建設
ヒダカケンセツ

株
カブ

式
シキ

会社
ガイシャ

河川災害復旧等関連緊急工事　３０－ＫＥ１０－４０
カセンサイガイフッキュウトウカンレンキンキュウコウジ　３０－ＫＥ１０－４０

秋田県

13 株式会社横山測量設計事務所
カブシキカイシャ　ヨコヤマソクリョウセッケイジムショ

遅谷川地形測量業務委託
オソタニガワチケイソクリョウギョウムイタク

山形県

14 藤田・寿特定建設工事共同企業体
フジタ・コトブキトクテイケンセツコウジキョウドウキギョウタイ

道路橋りょう整備（交付）工事（ＴＮ改修）
ドウロキョウリョウセイビ（コウフ）コウジ（トンネルカイシュウ）

福島県

15 日建工業
ニッケンコウギョウ

株式
カブシキ

会社
ガイシャ 仙台市

センダイシ

東部
トウブ

復興
フッコウ

道路
ドウロ

整備
セイビ

事業
ジギョウ

 (主)塩釜亘理線(かさ上げ道路)舗装新
（シュ）シオガマワタリセン（カサアゲドウロ）ホソウシンセツコウジ（ゴコ

設工事(5工区)
ウク）

仙台市

○地方公共団体取組部門

No. 取組団体名 取組名

1 青森県 i-Construction普及促進に向けたＩＣＴ施工活用支援の取組
ｉーＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎフキュウソクシンニムケタＩＣＴセコウカツヨウシエンノトリクミ

2 仙台市 ICTを活用した仙台市道路台帳システムの構築と運用
ＩＣＴヲカツヨウシタセンダイシドウロダイチョウシステムノコウチクトウンヨウ

○民間企業部門

No. 企業名 取組名

1 株式
カブシキ

会社
ガイシャ

佐藤工務店
サトウコウムテン

【E三・S】を活用したICT法面整形工
【イーサン・エス】ヲカツヨウシタICTノリメンセイケイコウ

2 株式会社ダイワ技術サービス
カブシキガイシャダイワギジュツサービス

「i-Con計測サービス」による担い手育成・技術者育成・導入支援活動
i-Conケイソクサービスニヨルニナイテイクセイ・ギジュツシャイクセイ・ドウニュウシエンカツドウ



R2 みちのくi-Construction奨励賞
【工事・業務部門（地方公共団体発注）】

※青森県分抜粋



【地方公共団体発注】東信技術株式会社
鰺ヶ沢蟹田線道路改良測量業務委託

推 薦 者 青森県

発 注 者
青森県西北地域県民局
地域整備部

工 期 R1.7.2～R2.3.25

キーワード 3次元測量

【取組概要】

主要地方道鰺ヶ沢蟹田線牛潟バイパス整備のための2.8kmの路線測量を実施した。当該箇所は水田部であり、作業期間が
耕作後の10月中旬から降雪前までと限られていたが、受注者の発議によりUAV写真測量を実施することとし、評定点と検証
点を密に設置することで測量精度向上に取り組んだ。オルソ画像から数値地形図、3次元点群データに中心線データを展開
することで、縦断・横断図を作成した。綿密な作業工程の計画により、現地での作業日数を大幅に短縮することができ、降雪
前に現地作業を終えるとともに、現地作業の短縮に伴い安全性と経済性を大幅に向上させた。

【地方公共団体発注】丸井重機建設株式会社
第60-1-1号 野辺地港高潮対策(離岸堤嵩上げ)工事

推 薦 者 青森県

発 注 者

青森県上北地域県民局
地域整備部むつ小川原港
管理所

工 期 R1.8.31～R2.3.25

キーワード 3次元測量/遠隔臨場

【取組概要】

既設離岸堤の地盤線測量にあたり、マルチビーム水中測量を行った。立会い検査時に、ウェアラブルカメラを使用して、ライ
ブで監督員のタブレットにカメラ映像を配信した。

マルチビーム計測状況

ウェアラブルカメラ装着

タブレット映像

【地方公共団体発注】田中建設工業株式会社
国道２７９号道路改良（南BP）工事

推 薦 者 青森県

発 注 者
青森県 上北地域県民局地

域整備部

工 期 H30.10.2～R1.7.31

キーワード ICT施工/データのフル活用

【取組概要】

本工事は地域間連携強化、下北地方の産業等の発展を支援する下北半島縦貫道路の横浜南バイパス工区において、路
体盛土の施工を主とした道路改良工事である。受注者は積極的にICT技術の活用に取組み、UAVによる起工測量～施工管
理業務への活用、3次元設計データの作成及びICT建機(MC型バックホウ)による法面整形作業に加え、排水構造物の作業
土工(床掘り)までをICT施工とした。またこれらICT施工に留まらず、当該データのフル活用を行うことで現場の見える化・業
務の効率化・生産性の向上が図られ、その有効性に優れた工事であり、青森県発注工事におけるICT関連技術の普及促進
の指標を見出す活用内容となっており、今後のICT施工への取組における波及性も確認できた。

排水構造物床掘り 3Dモデル化(仮設計画・施工イメージ等の見える化)
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【地方公共団体取組部門】

※青森県分抜粋



【地方公共団体取組部門】青森県
i-Construction普及促進に向けたＩＣＴ施工活用支援の取組

【取組概要】

人口減少、高齢化、労働力不足など青森県が抱える課題の解決に的確に対応するため、積極的にICTを活用する必要があ
る。特に、公共インフラを支える建設業は、県民の豊かな暮らしと県土の発展・振興のためになくてはならない存在であり、
公共事業発注者として建設業の「生産性向上」「担い手確保」を支援する必要がある。
建設現場の抜本的な生産性向上を目指すi-Constructionへの取り組みとして、青森県内建設企業の技術レベルの底上げ
を図るため、「ICT施工活用支援」を実施。具体的な取り組み内容は基礎技術・実践技術・技術体験の区分別に
①i-Construction（ICT活用工事）セミナー ②あおもり建設女子ICT活用研修会 ③ICT施工技術講習会（2回） ④ICT施工
技術見学会 ⑤建設ICT体験相談会を企画、開催。延べ224名が参加した。

あおもり建設女子ＩＣＴ活用研修会 建設ＩＣＴ体験相談会ＩＣＴ施工技術見学会




