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ふるさとの ぬくもり伝える 道づくり

長岡国道事務所
〒940-8512  長岡市中沢４－４３０－１
http://www.hrr.mlit.go.jp/chokoku/index.html

平成24年度完成 優良工事等の表彰式を行います

長岡国道事務所では、技術の向上と建設業界の発展を図る目的から、毎
年、請負に付した工事や業務の中から優良な工事や業務を選定して表彰を
実施しております。

この度、昨年度完成した工事等の中から厳選の結果、４社の受注者及び
２名の建設技術者が事務所長表彰の栄に浴することとなりました。

ついては下記により表彰式を開催致しますのでお知らせします。
また併せて北陸地方整備局長表彰を授与された方々にもご披露して頂き

ます。

○日時 平成２５年７月２５日（木）
１０時００分～

○場所 国土交通省 長岡国道事務所
４階大会議室

※取材については、当日の開催時間中に会場へお越し下さい。

昨年度の表彰式



表 彰 対 象 者 一 覧

◎長岡国道事務所長表彰

○工事の部門

●優良工事

受賞者名 工事名

株式会社植木組　柏崎支店 国道１１６号出雲崎町外舗装修繕工事

日瀝道路株式会社　新潟営業所 長岡維持出張所管内防災対策工事

町田建設株式会社 平成２４年度長岡国道事務所管内斜面雪処理作業

●優良建設技術者

受賞者名 工事名 所属会社名

根本　礼誌 長岡維持出張所管内防災対策工事 日瀝道路株式会社　新潟営業所

○業務の部門

●優良委託業務

受賞者名 業務名

株式会社ナルサワコンサルタント
長岡支店

平成２４年度長岡国道事務所用地補償総合技術業務その２

●優良建設技術者

受賞者名 業務名 所属会社名

古池　豊 平成２４年度長岡国道管内交通安全施設等設計業務 大日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ株式会社北陸支社

◎北陸地方整備局長表彰

○工事の部門

●優良工事

受賞者名 工事名

小杉土建工業株式会社 小出維持出張所管内防災対策工事

株式会社森下組 平成２４年度湯沢工区除雪作業

●優良建設技術者

受賞者名 工事名 所属会社名

峠　　義輝 平成２４年度湯沢工区除雪作業 株式会社森下組

○業務の部門

●優良委託業務

受賞者名 業務名

開発技建株式会社 平成２４年度国道１７号湯沢地区他整備方針検討業務

●優良建設技術者

受賞者名 業務名 所属会社名

神田　和久 平成２４年度国道１７号湯沢地区他整備方針検討業務 開発技建株式会社



事務所名

取締役専務執行役員支店長
近藤　文彰

工期

　本工事は国道116号出雲崎工区及び国道8号猪子場新田工区の舗装修繕工事
である。
  工期が10月4日から12月20日までの78日間と短く、また降雨等で舗装不可能日が
多かったが、準備期間の短縮や綿密な工程調整を行い、12月2日に最後の舗装を
終了させた。
  出雲崎工区は大型車の混入率が高く、地形的にも見通しが悪い状態であるた
め、通行車両の追突事故防止等に努めた。また、猪子場新田工区は交通量が20，
000台／日と多く、かつ交差点前後の施工であるため、渋滞緩和や交通事故防止
に努めた。

新潟県柏崎市新橋2番8号

株式会社　植木組　柏崎支店

受注者

４８，４７９千円

工事内容
【出雲崎工区】　　　　路面切削工10,770㎡、舗装版目地補修工105m、表層11,130㎡
【猪子場新田工区】　路面切削工1,850㎡、舗装版目地補修工86m、表層1,850㎡

工事名

選定理由

番号

新潟県三島郡出雲崎町外１箇所工事場所

1

国道116号出雲崎町外舗装修繕工事

平成24年10月4日
～　平成24年12月20日

平成24年度完成　優良工事〔事務所長表彰〕

請負金額

長岡国道事務所

出雲崎工区 猪子場新田工区



事務所名

代表取締役　川口　裕司 工期

工事内容

選定理由

　本工事は長岡維持管内の道路構造物および付属物の更新および新設工事であ
る。
  施工にあたっては、現場が広範囲で交通量が多く（５３，０００台/日）多車線の現
場での安全管理対策が課題であった。現道の規制では交通誘導員と保安施設の
配置計画を作成し、適切な安全管理体制に努め無事故で完成させた。
  また新技術のポールアンカー100型やタックコート用の乳剤（ファームゾール）を採
用し、ソーラー式の規制車などを創意工夫に積極的に取り組んだ。

一つ屋敷工区；Ｆ型標識工 ２基、ガードレール工９３ｍ
長岡大橋東詰踊場工区；ゴムチップ舗装１０７ｍ２
片田IC工区；雪崩対策工 １４６ｍ
中沢工区；中沢高架橋伸縮装置更新工 ８箇所
日越工区；日越高架橋落下物防止柵更新工 ４２ｍ　等

2平成24年度完成　優良工事〔事務所長表彰〕

受注者

請負金額

長岡国道事務所日瀝道路株式会社　新潟営業所

平成24年3月7日
～　平成25年3月29日

番号

工事名 工事場所長岡維持出張所管内防災対策工事

新潟県長岡市深沢町字上川原3717番地

長岡維持出張所管内

150,900千円

日越高架橋落下物防止柵更新工 一つ屋敷工区標識



事務所名

代表取締役　町田　誠 工期

新潟県南魚沼市島新田３７４番地

3平成24年度完成　優良工事〔事務所長表彰〕

町田建設　株式会社

平成24年4月1日
～　平成25年3月31日

工事名

長岡国道事務所

55,440千円

番号

工事場所

受注者

請負金額

平成２４年度長岡国道事務所管内斜面雪処理作業

　　　　　　　　　　　法面点検　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斜面の雪庇処理作業

　本作業は、全国でも有数の豪雪地帯を含む長岡国道事務所管内すべての雪崩
点検及び雪庇等の斜面雪の処理を実施する作業である。
　今冬は例年より早い積雪で、何度も大きな寒波もあった。また、寒暖の差もあり、
例年より雪がしまっていない状況で、斜面の変化が早く、崩落量も多い傾向にあっ
た。
　このような状況下で、雪庇処理、雪堤対策などを的確に実施したことにより、雪崩
等が道路上まで来ること無く制御でき、無事故で作業を実施した。

工事内容 長岡国道事務所管内の国道８号、１７号の雪崩点検及び斜面雪処理を行う作業

選定理由

長岡国道事務所管内



番号

事務所名

工事場所

日瀝道路株式会社　新潟営業所

代表取締役　川口　裕司

新潟県長岡市深沢町字上川原3717番地

選定理由

一つ屋敷工区；Ｆ型標識工２基　長岡大橋東詰踊場工区；ゴムチップ舗装１０７ｍ２　　片田IC工区；
雪崩対策工１４６ｍ　　中沢工区；中沢高架橋伸縮装置更新工８箇所　　日越工区；日越高架橋落下
物防止柵更新工４２ｍ　等

平成24年3月7日
～平成25年3月29日

技術者

　本工事は長岡維持管内の道路構造物および付属物の更新および新設工事である。
　施工にあたっては、現場が広範囲で交通量（５３，０００台/日）が多く、多車線の現場で
の安全管理体制が課題であった。現道の規制では交通誘導員と保安施設の配置計画
を作成し、適切な安全管理体制を確立させた。
　また、新技術のポールアンカー100型やタックコート用の乳剤（ファームゾール）を採用
し、ソーラー式の規制車などを創意工夫に積極的に取り組んだ。
　工事に際し現場代理人として進捗状況、品質向上、出来映え、安全施工に常に注意を
払い、無事故で工事を完成させた。

長岡維持出張所管内

150,900千円

工事内容

工事名

請負金額

工期

平成24年度完成　優良建設技術者（工事）〔事務所長表彰〕

根本　礼誌
(現場代理人）
（監理技術者）

長岡国道事務所

長岡維持出張所管内防災対策工事

4

一つ屋敷Ｆ型標識設置 日越高架橋飛雪防止柵更新



番号

事務所名

　 支店長　赤堀　悦朗

工期

5平成24年度完成　優良委託業務〔事務所長表彰〕

株式会社ナルサワコンサルタント長岡支店 長岡国道事務所

選定理由

平成2４年４月1日
～　平成24年12月27日

平成２４年度長岡国道事務所
用地補償総合技術その２

長岡市川崎町2228番25

・ 本業務は、一般国道252号二本木橋災害復旧事業に必要な土地等の取得等及びこ
れに伴う損失の補償等に関する業務のうち、公共用地補償等及びこれに関連する業
務を総合的に行い、当該業務の用地取得の円滑な推進を図ることを目的とした業務
である。
・ 当該受注者は、業務の目的と重要性を十分理解し、現地条件を的確に把握するとと
もに、高い専門的知識と応用能力及び豊富な実務経験を発揮し、当該事業の用地取
得の早期進捗について、発注者の意図する良質な成果を取りまとめた。

受注者

請負金額 3,727.5千円

業務名



番号

事務所名

大日本コンサルタント株式会社
　北陸支社

執行役員支社長　梅基　英明

富山県富山市願海寺633

古池　豊
（管理技術者） 業務名

12,915千円

　本業務は、国道8号及び17号のうち、魚沼市佐梨地先をはじめとする長岡国道管
内11カ所について、平面交差点の詳細設計や歩道の詳細設計など、交通事故削減
に資する交通安全施設等の設計を行うものである。
　上記技術者は、本業務の目的と重要性を充分理解し、現地条件を的確に把握す
るとともに、高い専門知識と応用能力及び豊富な実務経験を発揮し、厳格な進捗管
理のもと発注者の意図する良好な成果を取りまとめた。

平成24年度完成　優良建設技術者（委託業務）〔事務所長表彰〕

長岡国道事務所

6

平成２４年度長岡国道管内
交通安全施設等設計業務

選定理由

工期
平成24年8月8日

～　平成25年3月29日

技術者

請負金額


