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平成２８年度完成 優良工事等事務所長表彰式について（お知らせ）

優良工事の表彰は、北陸地方整備局千曲川河川事務所所管の工事等に関し，その施工及び成
果が特に優秀であって、他の模範となるものを選定し、表彰することにより、建設技術の向上
と建設事業の推進に役立てることを目的としています。

今年度は、平成２８年度に完成した工事２９件、委託業務３３件の中から事務所長表彰の優
良工事等を下記の通り選定し、表彰式を実施しますのでお知らせします。

検索 クリック千曲川河川事務所 ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ

●表彰日時 平成２９年 ７月２６日（水） １０時００分～

場所：千曲川河川事務所 大会議室（２階）

長野市鶴賀字峰村７４ TEL 026-227-7611

千曲川河川事務所 検索 クリック

http://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/

■事務所長表彰

１．優良工事

藤森建設工業株式会社 「戸狩掘削及び護岸その４工事」

２．優良建設技術者（工事）

飯島建設株式会社 宮崎 和親（みやざき かずちか）

３．優良建設技術者（委託業務）

サンコーコンサルタント株式会社 北陸支店 小松 勝彦（こまつ かつひこ）

パシフィックコンサルタンツ株式会社 長野事務所 北野 和徳（きたの かずのり）

４．優良工事における下請負者

飯山陸送株式会社 （とび・土工工事業）

「戸狩掘削及び護岸その４工事：藤森建設工業株式会社」

５．下請負者の技術者

飯山陸送株式会社 吉越 道弘（よしごえ みちひろ）

■局長表彰（披露）

１．優良委託業務

サンコーコンサルタント株式会社北陸支店

「平成２８年度屋島・大豆島地区堤防設計等業務」

２．優良建設技術者（工事）

藤森建設工業株式会社 佐藤 雄治（さとう ゆうじ）



日時：平成２９年７月２６日（水）

ＡＭ１０：００～

場所：長野県長野市鶴賀字峰村７４



平成２８年度完成 優良工事 【事務所長表彰】

受注者

藤森建設工業株式会社 事務所名 千曲川河川事務所

代表取締役 藤森 昭男 工期
平成２８年３月１日

～ 平成２９年１月１０日

長野県長野市三輪６丁目７番６号 請負金額 195,523千円

工事名
（とがりくっさくおよびごがん）

戸狩掘削及び護岸その４工事 工事場所 長野県飯山市瑞穂豊地先

工事概要

本工事は千曲川23.0km地点付近右岸において、流下能力を向上するための堤防法面護
岸及び河床掘削工事である。
・河川土工（台船掘削含む） 8,700m3
・排水構造物工 21m
・護岸基礎工 プレキャスト基礎150m
・矢板護岸工 笠コンクリート工136m
・法覆護岸工 大型ブロック張り1,538㎡ 水抜きパイプ52本
・護岸付属物工 天端コンクリート79m、平張コンクリート79㎡
・多自然型護岸工 カゴマット546㎡
・仮設工 １式

推薦理由

本工事箇所における河床掘削施工において、情報化施工技術（マシンガイダンスシステム
等）を活用し、豊富な現場経験を生かし良好な出来形で工事を完成させた。
また、独自に現場見学会を企画運営し、ｉ－constructionの一環である情報化施工技術
の広報にも寄与した他、高校生を対象に河川改修事業の説明から魅力ある建設業のＰＲな
ど積極的に情報発信して担い手確保にも努めた。

平成２８年度完成 優良建設技術者（工事） 【事務所長表彰】

技術者

（みやざき かずちか）
宮崎 和親
（現場代理人）
（監理技術者）

事 務 所 名 千曲川河川事務所

工事名
（ちくまがわとぐらかんないいじこうじ）

平成28年度千曲川戸倉管内
維持工事

工事場所
長野県長野市篠ノ井地
先～上田市大屋地先

飯島建設 株式会社
工期

平成28年3月31日
～ 平成29年3月31日

代表取締役 飯島 泰臣

長野県長野市若里6丁目3番22号 請負金額 136,944千円

推薦理由

本工事において、創意工夫により公衆災害防止と共に、工事の安全確保に努め、台風
による出水時には、巡視体制を速やかに整え状況確認を行うとともに、施設被災箇所へ
の応急対策も迅速に行った。
また、伐採木の無償配布も工夫するなど積極的に地域とのコミュニケーションを図りな
がら工事を進捗させ、地域へも貢献した。



平成２８年度完成 優良建設技術者（委託業務） 【事務所長表彰】

技術者

（こまつ かつひこ）
小松 勝彦
（管理技術者）

事務所名 千曲川河川事務所

業務名
（やしま・まめじまちくていぼうせっけいとうぎょうむ）

平成２８年度屋島・大豆島地区堤防設計等業務

サンコーコンサルタント株式会社 北陸支店
工期

平成平成２８年６月３日
～ 平成２９年３月２４日

支店長 小幡 季也

新潟県新潟市西区寺尾上4丁目4番15号 請負金額 50,220千円

推薦理由

本業務は、千曲川直轄管理区間内における屋島橋から落合橋までの左岸区間が対象の堤防等
の詳細設計である。
また、CIMの試行業務として3次元測量を実施したものをベースに3次元モデルを作成し、設計業務
におけるCIM導入の効果・課題等を検証する業務である。
設計に際して地域住民、地権者及び兼用道路や排水機場の管理者、交通管理者など多くの関係
者との協議・調整が必要であり、工期内に設計するためには綿密な工程管理が大切である。当社は、
スケジュール管理表を作成し、毎週のように進捗や新たな検討事項による遅延要素を加味してブ
ラッシュアップし発注者に連絡しているほか、事前に問題となると思われる事項を早めに提示し複数
の対応案を提示した上で最適案を決定・早期に対応することを心がけた。
そのほか、CIMにおいては、活用の幅を広げる新たな取り組みにも意欲的に取り組んだ。

平成２８年度完成 優良建設技術者（委託業務） 【事務所長表彰】

技術者

（きたの かずのり）
北野 和徳
（管理技術者）

事務所名 千曲川河川事務所

業務名
（やしま・ふくじまちくひもんせっけいとうぎょうむ）

平成２７年度屋島・福島地区樋門設計等業務

パシフィックコンサルタンツ株式会社 長野事務所
工期

平成２７年９月１８日
～ 平成２８年７月２９日

所長 梶原 亘

長野県長野市中御所町４－２ 請負金額 43，588.8千円

推薦理由

本業務は、千曲川直轄管理区間内における村山橋から屋島橋までの区間にある既設排水樋門に
ついて堤防嵩上げ及び拡幅による照査、予備及び詳細設計である。
また、CIMの試行業務として予備設計と詳細設計段階で3次元モデルを作成し各部材及び鉄筋の
干渉チェックを行ったほか、施工計画においては施工シミュレーションとして作成した３次元モデルや
動画で対外協議、地元説明などで活用し理解度向上をねらいながら協議の効率化を図った。
そのほか、樋門の健全度の調査にあたっては、独自に樋門点検機を開発し、3次元クラックモデル
を作成して属性情報を与え維持管理面での活用性の可能性を広げた。
これらの一連の建設生産システムの効率化を図るＣＩＭに対する取り組みに意欲的に取り組んだ。



平成２８年度完成 下請負者・技術者 【事務所長表彰】

事務所名 国土交通省 北陸地方整備局 千曲川河川事務所

優良工事名 戸狩掘削及び護岸その４工事

元請推薦業者名 藤森建設工業株式会社

下請負者名 飯山陸送株式会社 住所：長野県飯山市大字静間280-1

主任技術者名 吉越 道弘 （よしごえ みちひろ）

専門工事業 とび・土工 工事業

工事内容

堤防法面護岸・河床掘削
河川土工（台船掘削含む） 4,440m3
法面整形工 1,490㎡
残土処理工 8,560 m3
かご石積込 246 m3
仮設工 １式 、等

推薦理由
出水期間中の狭隘な現場内において、積極的に施工方法を工夫・提

案し、優れた技術を発揮して安全対策、工程調整に真摯に取り組み、
良好な品質・出来形を確保するとともに無事故・無災害で施工を完遂
した。

また本工事の協力会社の取りまとめ的役割を担い、円滑な工事推進
に努めた。


