
 

 

 

平成 27 年度に完成した優良工事及び優良委託業務等

の表彰者が決まりました 

～良質な社会資本整備と土木建設技術者の育成を目指して～ 

 

北陸地方整備局では良質な社会資本整備、建設技術の向上及び円滑に事業を

推進するために、北陸地方整備局が発注した工事及び委託業務等について、そ

の施工又は成果が優秀で他の模範となる者を表彰しています。 

 

○概 要 

平成 27 年度に完成した工事及び委託業務等の中から、事業や業務の内容等を

考慮し、特に優秀な者を局長表彰（63 件）、優秀な者を事務所長表彰（115 件）

としました。なお、優良工事では社会基盤のメンテナンスをおこなう上で重要

である「維持修繕」工事を対象とし、局長表彰（4 件）、事務所長表彰（3 件）

を選定しています。（※維持修繕の表彰件数は、全体表彰件数の内数） 

また、優良工事に選定された工事の下請負者の中から、工事の品質確保や向

上に貢献した企業を表彰しています。 

 

○受賞数 

別添１「優良工事等の表彰」について参照下さい。 

 

○表彰式 

本日（平成 28 年 7 月 20 日）、平成 28 年度国土交通事業関係功労者等表彰式

において、局長表彰者を北陸地方整備局長から表彰します。事務所長表彰なら

びに下請負者表彰は、各事務所等において表彰を行います。 

 

・優良工事等表彰の受賞者一覧及び局長表彰の選定理由については、北陸地方整備局のホ

ームページに本資料とあわせて掲載していますので、そちらをご覧下さい。 

ホームページアドレス  http://www.hrr.mlit.go.jp/press/2016/press.html 
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港湾空港部 
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別添１ 

 

優良工事等の表彰 

 

 

 

１ 目 的 

 

 優良工事等の表彰は、北陸地方整備局所管の工事等に関し、その施工及び成果

が優秀であって、他の模範となるものを選定し表彰することにより、良質な社会

資本整備を目指すとともに、建設技術の向上と事業の推進に資することを目的と

しています。 

この中で、事業や業務の内容等を考慮し、特に優秀なものを局長表彰、優

秀な者を事務所長表彰としています。 

また、優良工事に選定された工事の下請負者の中から、工事の品質確保や

向上に貢献した企業を表彰しています。 

 

２ 選定要件 

 

  工 事 等： 安全管理、工程管理並びに、出来形及び品質、出来ばえ等の施

工管理が優秀であり、さらに、創意工夫、コスト縮減、リサイク

ル等に積極的に取り組むなど、他の模範となるもの。 

 

  委託業務等： 業務目的を十分理解のうえ、調査・解析等の専門技術力、工程

・品質等の管理技術力に優れ、的確な成果の取りまとめを行うと

ともに、課題解決に向けた積極的な取り組みがみられるなど、他

の模範となるもの。 

 

下請負者等： 専門的な技術を取得した技能労働者を抱えた下請負者であり、

専門技術の維持、向上に貢献しているもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 平成２８年度の選定数 

 

  平成２７年度に完成した工事等の中から、下記のとおり選定しました。 

 

区   分 選 定 数 備   考 

優良工事 
局長表彰    １６件 

事務所長表彰  ３１件 
  完成工事全数 ６６５件 

（うち維持修繕工事数１４１件） 

優良維持修繕工事 
局長表彰    ４件 

事務所長表彰  ３件 

 優良委託業務 
局長表彰    ２０件 

事務所長表彰  ３０件 
  完成業務全数 ９９７件 

 優良建設技術者（工事） 
局長表彰    １３名 

事務所長表彰  ２１名 
  監理技術者等 

 優良建設技術者（委託業務） 
局長表彰    １０名 

事務所長表彰  ３０名 
  管理技術者等 

 優良工事における下請負者 事務所長表彰   ３７件 

優良工事に選定された工事の中か

ら、元請負業者の推薦により選定 
 優良工事における下請負者の 

 専任技術者 
事務所長表彰   ２９名 

※参考 

平成26年度 完成工事件数919件（うち維持修繕工事数167件） 

平成26年度 完成業務件数1,076件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ その他 

優良工事及び優良委託業務における技術者の年齢内訳は以下のとおり。 

 

・技術者年齢内訳 

区分 
工事 業務 

技術者(全体) 受賞者 技術者(全体) 受賞者 

平均年齢 ４５才 ４３才 ５０才 ４９才 

 

 ・優良建設技術者の受賞者年齢割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・技術者（全体）の年齢割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 表彰結果の活用 

 

表彰結果は、入札契約等における総合評価落札方式の企業評価資料として活用

します。 



別添２ 

 

 

 

 

平成 27 年度完成 

優 良 工 事 等 一 覧 表 
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選定結果

優良工事（局長表彰）　　全16件

受注者名 工事名 事務所名

1 朝野工業株式会社 Ｈ２７雄峰大橋１（上り）外耐震補強等工事 富山河川国道事務所

2 井口建設工業株式会社 国道１７号小栗山道路その１０工事 長岡国道事務所

3 株式会社植木組　長岡支店 国道１７号小栗山地区舗装工事 長岡国道事務所

4 株式会社江口組 Ｈ２７梯川天神輪中堤他工事 金沢河川国道事務所

5 小倉建設株式会社 Ｈ２６能越道　三井ＩＣ橋下部その２工事 金沢河川国道事務所

6 株式会社小林組 栗ノ木道路　地表道路改良その２工事 新潟国道事務所

7 五洋・みらい特定建設工事共同企業体
新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設護岸築
造工事（その２）

新潟港湾・空港整備事務所

8 株式会社相模組 北股下流砂防堰堤改築その２工事 松本砂防事務所

9 田中産業株式会社 妙高大橋架替下部工事 高田河川国道事務所

10 東洋・あおみ特定建設工事共同企業体
新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設護岸築
造工事（その１）

新潟港湾・空港整備事務所

11 株式会社廣瀨 関南町・上所やすらぎ堤耐震対策工事 信濃川下流河川事務所

12 株式会社フクザワコーポレーション 中津川上流第１号砂防堰堤その４工事 湯沢砂防事務所

13 株式会社婦中興業 井田川・合場川石田橋付替附帯工事 富山河川国道事務所

14 株式会社干場建設
Ｈ２７　多枝原谷下流砂防堰堤工事用道路そ
の他工事

立山砂防事務所

15 株式会社横井組 平成２６年度日東道防雪柵設置工事 羽越河川国道事務所

16 株式会社吉光組 Ｈ２６梯川梯川橋右岸低水護岸工事 金沢河川国道事務所

※50音順
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選定結果

優良工事（事務所長表彰）　　全31件

受注者名 工事名 事務所名

1 会津土建株式会社 大石西山集水井（ＯＷ－８）その他工事 阿賀野川河川事務所

2 射水建設興業株式会社 小矢部川・合又川合流点処理工事 富山河川国道事務所

3 株式会社内山組 荒川縁新田低水護岸災害復旧工事 羽越河川国道事務所

4 株式会社岡部
富山県警察機動隊（１５）車輌給油施設新設
工事

金沢営繕事務所

5 株式会社表組 Ｈ２６能登管内自歩道設置工事 金沢河川国道事務所

6 株式会社鹿熊組 栗林築堤護岸工事 千曲川河川事務所

7 株式会社笠原建設 寺島低水護岸その３工事 高田河川国道事務所

8 鹿島道路株式会社　北陸支店 Ｈ２７黒部管内舗装修繕工事 富山河川国道事務所

9 蒲田建設株式会社 白谷第３号砂防堰堤工事 神通川水系砂防事務所

10 株式会社喜多組 輪島港（輪島崎地区）防波堤（第６）基礎工事 金沢港湾・空港整備事務所

11 共和土木株式会社 浦山縦工工事 黒部河川事務所

12 新発田建設株式会社 杉ノ沢第２号砂防堰堤外工事 飯豊山系砂防事務所

13 大成建設株式会社　北信越支店
国道２５３号　八箇峠トンネル（十日町工区）そ
の２工事

長岡国道事務所

14 ダイチ株式会社 Ｈ２７　大谷他斜面対策工事 立山砂防事務所

15 竹腰永井建設株式会社 Ｈ２６赤岩砂防堰堤群改築その２工事 金沢河川国道事務所

16 株式会社多田組 大久保地蔵地すべり対策その３工事 湯沢砂防事務所

17 株式会社谷村建設 洞川橋耐震補強その２工事 高田河川国道事務所

18 中越興業株式会社 小矢部地区交通安全対策工事 富山河川国道事務所

19 株式会社中越興業
Ｈ２６あそびの里造成及び幹線園路整備その
２工事

国営越後丘陵公園事務所

20 砺波工業株式会社 庄川・中野放水路発電所樋管受託工事 富山河川国道事務所
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選定結果

優良工事（事務所長表彰）　　全31件

受注者名 工事名 事務所名

21 株式会社新潟藤田組 関屋分水路河道掘削その１０工事 信濃川下流河川事務所

22 日本海建設株式会社 Ｈ２６小松人工リーフ（その１）工事 金沢河川国道事務所

23 株式会社半澤組
敦賀港（鞠山北地区）防波堤築造工事（その
２）

敦賀港湾事務所

24 株式会社福田組 柿川放水路排水樋門新設工事 信濃川河川事務所

25 福田道路株式会社　新潟本店 新発田拡幅　中曽根地区舗装工事 新潟国道事務所

26 株式会社藤井組 口山地区斜面対策その２工事 利賀ダム工事事務所

27 株式会社北都組
金沢港（大野地区）防波堤（西）（改良）築造工
事

金沢港湾・空港整備事務所

28 北陽建設株式会社 葛葉下流山腹工その７工事 松本砂防事務所

29 株式会社本間組
伏木富山港（伏木地区）岸壁（－１４ｍ）（改
良）耐震工事

伏木富山港湾事務所

30 町田建設株式会社 平成２６年度湯沢管内防雪施設工事 長岡国道事務所

31 松本建設株式会社 国道８号　坂東道路工事 富山河川国道事務所

※50音順
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番号

事務所名

代表取締役社長　朝野　智之 工期

受注金額

工事場所

番号

事務所名

代表取締役　井口　和成 工期

受注金額

工事場所

工事名
H27雄峰大橋1(上り)外耐震補強等工
事

富山県富山市水橋二杉地先外

工事概要

　本工事は一般国道8号のうち、県東部の3橋梁（金剛川橋、黒部大橋、雄峰大橋1上り）に
おいて耐震補強等を行うものである。

・水平力分担構造工(RC壁)　50基　　・橋脚コンクリート巻立て工　5橋脚
・ひび割れ補修工　752ｍ　　　　　 　　・断面修復工　1.47ｍ3
・工場製作工　18.66ｔ　          　　　 　・鋼橋支承工　10基
・現場塗装工　178ｍ2　 　  　　         ・伸縮継手工　12.3ｍ

選定理由

　本工事は黒部国道維持出張所管内の耐震補強等を行う工事である。本工事は、朝日町
境地先～富山市水橋二杉地先までの約46㎞の広範囲に点在する３橋梁（金剛川橋、黒部
大橋、雄峰大橋）において、交通を確保しながら施工を行うものであり、作業足場上等での
制約された範囲での作業のうえ、橋脚巻立てなどの耐震対策の他、断面修復などの橋梁補
修やトラス橋梁の部材補強など、多種多様の工事内容であった。更に、箇所によっては冬
期間に跨がる作業や通行規制を伴う作業もあったが、施工方法などにおいて、新技術や創
意工夫などの積極的な活用、提案により工期内に無事故で工事を完成させた。

平成27年度完成　優良工事〔局長表彰〕 1

受注者

朝野工業株式会社 富山河川国道事務所

平成27年4月1日
～　平成28年3月31日

富山県魚津市本新町27番5号 149,472 千円

工事名 国道１７号小栗山道路その１０工事 新潟県南魚沼市小栗山地先

工事概要

掘削　14,800㎥
路体盛土　10,090㎥
路床盛土　3,010㎥
排水工　3,007ｍ
コンクリート擁壁工　542ｍ
調整池　２箇所
舗装工　531㎡

選定理由

　国道１７号六日町バイパスにおいて、平成27年度冬前の部分供用を行った区間（六日町
地先から小栗山地先）の道路改良工事であり、南魚沼市民病院開院前の開通に向け厳し
い工期での工事であった。着工後に地元要望から、設計変更を余儀なくされ、工程への影
響が懸念されたが、効率的かつ迅速に工事を進め、舗装工事との調整を図りつつ引き渡し
を行ったことで予定どおり部分供用が実施できた。
　施工管理では、交差点部を中心に構造物の取り合いや、路面勾配などについて簡易な３
Ｄ画像を作成することで、発注者や交通管理者、地域住民の理解を高めつつ工事を進め
た。

平成27年度完成　優良工事〔局長表彰〕 2

受注者

井口建設工業株式会社 長岡国道事務所

平成２７年 ３月１９日
～　平成２８年１２月２５日

新潟県南魚沼市浦佐947番地5 255,420 千円
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番号

事務所名

執行役員支店長　春日　孝郎 工期

受注金額

工事場所

番号

事務所名

代表取締役社長　江口　充 工期

受注金額

工事場所

工事名 国道１７号小栗山地区舗装工事
新潟県南魚沼市六日町地先から
同市小栗山地先

工事概要

アスファルト車道舗装工　15,620㎡
アスファルト歩道舗装　4,510㎡
排水工　737ｍ
情報ボックス工　427ｍ
防護柵工　115ｍ
道路付属施設　１式

選定理由

　国道１７号六日町バイパスにおいて、平成２７年冬前の部分供用を行った区間（六日町地
先から小栗山地先）までの舗装工事であり、南魚沼市民病院開院前の開通に向け厳しい工
期での工事であった。特に、既発注の改良工事との工程調整が重要であったが、週間工程
会議はもちろん、日常的に工事調整を実施して工事を遅滞なく進捗させた。
　施工方法では、マシンコントロール技術によるモーターグレーダーでの路盤施工に加え
て、アスファルト舗装においても、マシンコントロール技術を創意工夫として実施し、高い品
質で開通式までに工事を概成させた。

平成27年度完成　優良工事〔局長表彰〕 3

受注者

株式会社植木組　長岡支店 長岡国道事務所

平成27年6月26日
～　平成28年3月7日

新潟県長岡市呉服町1丁目2番地6 181,332 千円

工事名 H２７梯川天神輪中堤他工事 石川県小松市天神町地先

工事概要

　本工事は梯川3.0km地点右岸において、流下能力を向上するための輪中堤防護岸及び
堤防法面護岸工事である。
　河川土工（輪中堤、外周堤）　１式
　擁壁護岸工　輪中堤堤内地側３５０㎡　輪中堤堤外地側５４６㎡
　法覆護岸工　覆土ブロック工１，００９㎡　コンクリートブロック工５５１㎡
　護岸附属物工　平張コンクリート７４３㎡　階段工２箇所
　側溝工　自由勾配側溝７７ｍ　暗渠排水工８３ｍ　集水枡５箇所
　構造物撤去工（コンクリート構造物、鋼矢板）　１式

選定理由

　狭隘な現場内において擁壁護岸工及び法覆護岸工を隣接工事と調整を図りながら、大型
二次製品ブロックによる施工で出来ばえ良く施工した。また、小松天満宮行事、小松天満宮
周辺工事（小松天満宮発注工事、隣接工事）のとりまとめなど多数の関係者と適宜調整し
ながら苦情無く完了させた。本工事箇所は近接する住宅や国指定文化財の小松天満宮に
配慮し、騒音・振動や天満宮内施設からの排水施設対策及び天満宮敷地内にある樹木保
全対策の施工などが不可避であり、細心の注意を払って施工に努めた。
　地域貢献として、普段から周辺の清掃を行い、地域での清掃活動やイベントに積極的に
参加したほか、冬期間においては、文化財保護としての防火対策訓練への参加や、降雪時
での天満宮参拝者を配慮した除雪作業を積極的に行ったほか、現場見学会提案・実施モ
デル工事として、工業高校２年生を対象に梯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、女性技術者も協力しながら担い手確保に努めた。

平成27年度完成　優良工事〔局長表彰〕 4

受注者

株式会社江口組 金沢河川国道事務所

平成27年8月19日
～　平成28年3月25日

石川県小松市殿町2丁目66番地
198,396 千円
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番号

事務所名

代表取締役社長　小倉　一夫 工期

受注金額

工事場所

番号

事務所名

代表取締役　小林　孝 工期

受注金額

工事場所

工事名
Ｈ２６能越道　三井ＩＣ橋下部その２工
事

石川県輪島市三井町本江～中地先

工事概要

　本工事は一般国道４７０号　能越自動車道　輪島道路事業の一環として、石川県輪島市
三井町本江地先（仮称三井IC）Cランプ橋台２基、護岸工を行う工事である。

橋台工一式、護岸工一式、道路土工一式

選定理由

　本工事は橋台２基の施工で、Ａ１橋台が夏期施工、Ａ２橋台が河川管理者との協議により
１１月以降の冬期施工となり、それぞれ施工・品質管理が異なる工事で、かつ複数工事が
錯綜する工事であった。そういった中で、この工区全体の工程調整等を担いながら無事故
で工事を完成させたものである。
　建設業界で大きな問題となっている担い手確保に対する活動および地元コミニュケーショ
ン活動として、地元小学生を対象とした現場見学会を実施、また高校生のインターンシップ
積極的な受け入れをし、担い手確保の活動の一端を担ったものである。

平成27年度完成　優良工事〔局長表彰〕 5

受注者

小倉建設株式会社 金沢河川国道事務所

平成２７年３月２３日
～　平成２８年３月２０日

石川県羽咋市柳橋町五俵刈5番地 79,596 千円

工事名
栗ノ木道路　地表道路改良その２工
事

新潟県新潟市中央区紫竹山地先～中
央区西馬越地先

工事概要

　本工事は、一般国道７号通称栗ノ木バイパスにおけるアクセス性の向上及び渋滞対策と
して計画された「栗ノ木道路」事業における、高架橋建設に向けた地表道路部の改良工事
である。
　主な施工内容は以下のとおりである。
　　①道路土工　　　掘削　6,300m3　　　路床盛土　3,200m3
　　②舗装　車道・路肩　5,520m2　歩道 1,189m2
　　③排水構造物　１式　仮設防護柵　797m
　　④中央分離帯撤去　444m

選定理由

　本工事の施工箇所は、事業所や一般住宅、集合住宅などが面しており、沿道関係者の協
力を得ながらの施工が必要であった。
　また、施工箇所に存在する占用物件の支障移転は、地上物件・地下物件とも本工事の施
工と同時進行することから工程の調整が重要であった。
　このような中で、受注者独自のイベントを開催し地域との交流を深めて、工期の延滞も無く
無事故で工事を完成させた。

平成27年度完成　優良工事〔局長表彰〕 6

受注者

株式会社小林組 新潟国道事務所

平成27年 3月18日
～　平成28年 3月31日

新潟県阿賀野市曽郷302番地 220,428 千円
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番号

事務所名

代表者　五洋建設株式会社
北陸支店　支店長　細貝　隆司

工期

受注金額

工事場所

番号

事務所名

代表取締役　相模　一男 工期

受注金額

工事場所

工事名
新潟港（西港地区）航路泊地付帯施
設護岸築造工事（その２）

新潟市東区船江町地先

工事概要

　本工事は、新潟港（西港地区）において、浚渫土砂を受け入れるための護岸を築造するも
のである。
　堤体工　ケーソン据付　８函（１，３９７ｔ／函）
　根固工　根固方塊据付　８０個（５８．２ｔ／個）
　被覆工　被覆ブロック乱積（４ｔ型）　１，２０６個
　上部工　２００ｍ（コンクリート　２，４４０m3）
　消波工　消波ブロック乱積（４０ｔ型）　８２０個
　裏込工　１８９．５ｍ（裏込石　９，４８０m3）
　付工　　　１式

選定理由

　本工事は、①狭隘な海域での他工事との同時海上作業、②新潟空港の制限表面（高さ制
限）が適用される作業、③作業船の入出港の規制を受ける作業という現場条件の中で適切
に対応し、最新技術の採用により、作業の安全性・効率性を確保して施工した。
　特に施工管理では、船舶接近警報機能を付加した航行安全監視システムを用いて、安
全・確実にケーソンを曳航するとともに、据付では水中部可視化機能を付加したケーソン無
人化据付システムを採用し、安全・効率的でかつケーソン据付の精度向上を図った。
　また、消波ブロックの施工では、水中部および気中部のブロック位置と姿勢がリアルタイム
で確認可能な据付管理システムを採用すると共に、潜水士の位置が監視可能な水中作業
連携システムを使用し、安全かつ効率的に消波工を施工した。

平成27年度完成　優良工事〔局長表彰〕 7

受注者

五洋・みらい特定建設工事共同企業
体

新潟港湾・空港整備事務所

平成２７年４月２２日
～　平成２７年１２月２５日

新潟県新潟市中央区東大通一丁目
２番２５号

741,420 千円

工事名 北股下流砂防堰堤改築その２工事 長野県北安曇郡白馬村北城地先

工事概要

・砂防土工　　　　　　　 　１式
・コンクリート堰堤工　　　１式
　　　本体工(コンクリート　730m3、天端保護工【ﾗﾊﾞｰｽﾁｰﾙ】　103m2、鉄筋挿入工　266本)
　　　副堰堤工(コンクリート　48m3)
　　　第２副堤工(コンクリート　14m3、天端保護工【ﾗﾊﾞｰｽﾁｰﾙ】　28m2)
・法面工　　　　　　　　　１式
　　　植生基材吹付　　200m2
・構造物撤去工　　　　　１式

選定理由

　本工事は既設堰堤の改築工事で、①堤体補強としての腹付コンクリート工、②水通し天端
の磨耗対策としての天端保護工（ラバースチール）が主体工種である。本施工箇所は中部
山岳国立公園内に位置し、山間部の狭隘な場所において出水期に半川締切りの施工であ
り施工条件の厳しい現場であった。受注者は、前年度の経験を基に現場状況に即した仮締
切の補強対策、湧水・漏水対策を行うとともに、新技術の活用や施工管理を工夫し出来形・
品質・出来栄えの向上を図った。また、安全管理に積極的に取組むとともに、関係機関と適
切に調整を行いトラブル無く、無事故で工事を完成させた。

平成27年度完成　優良工事〔局長表彰〕 8

受注者

株式会社相模組 松本砂防事務所

平成27年5月30日
～　平成27年12月25日

長野県大町市大町3052番地 93,636 千円
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番号

事務所名

代表取締役　田中　利之 工期

受注金額

工事場所

番号

事務所名

代表者　東洋建設株式会社
北陸支店　支店長　伊藤　史朗

工期

受注金額

工事場所

工事名 妙高大橋架替下部工事 新潟県妙高市大字熊堂地先

工事概要

　本工事は、国道１８号妙高大橋架替事業のうち、新設される橋梁の安全・安心な道路交通
確保を目的とした橋梁下部工事である。
　主な工種は以下のとおり。
　　橋台躯体工（A2橋台）　　　　  　１式
　　場所打杭工（φ 2.0m、L=20m）   N=９本
　　土工　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

選定理由

　現地は急峻な法面下で崩落しやすい地盤であり、安全かつ効率的な作業が求められる
中、現地の地盤条件等を考慮した基礎杭の施工を実施したほか、躯体施工においてもク
ラック対策を図る等の良好な施工により出来映え良く完成させた。
　１年を超える工期の中で、的確な安全管理や月２回以上の店社パトロールの実施等、組
織的な安全対策が行われ、無事故無災害で工事を完成させた。
　現地測量の精度向上をはじめ、鉄筋の組立て・加工や型枠材の固定等における工夫に取
組み、重要構造物の出来形の精度向上を図った。

平成27年度完成　優良工事〔局長表彰〕 9

受注者

田中産業株式会社 高田河川国道事務所

平成26年10月23日
　　　～平成28年1月8日

新潟県上越市土橋1928番地 180,144 千円

工事名
新潟港（西港地区）航路泊地付帯施
設護岸築造工事（その１）

新潟市東区船江町地先

工事概要

本工事は、新潟港（西港地区）において、浚渫土砂を受け入れるための護岸を築造するも
のである。
　堤体工　ケーソン据付　８函（１，３９７ｔ／函）
　根固工　根固方塊据付　８８個（５８．２ｔ／個）
　被覆工　被覆ブロック乱積（４ｔ型）　１，２０６個
　上部工　２００ｍ（コンクリート　２，４３７m3）
　消波工　消波ブロック乱積（４０ｔ型）　９４７個
　裏込工　１８９．５ｍ（裏込石　９，２９３m3）
　付工　　　１式

選定理由

　本工事は、①狭隘な海域での他工事との同時海上作業、②新潟空港の制限表面（高さ制
限）が適用される作業、③作業船の入出港の規制を受ける作業という現場条件の中で適切
に対応し、最新技術の採用により、作業の安全性・効率性を確保して施工した。
　特に施工管理では、曳航ナビゲーションシステムを採用しケーソン曳航を安全・確実に行
うとともに、据付では自動注水制御機能付きケーソン遠隔自動据付システムにより、ケーソ
ンの据付精度の向上を図った。
　また、消波ブロックの施工管理にナローマルチビームを用い、画像処理機能併用の水中カ
メラや音響カメラでかみ合わせ状態の確認を行い消波工を施工した。

平成27年度完成　優良工事〔局長表彰〕 10

受注者

東洋・あおみ特定建設工事共同企業
体

新潟港湾・空港整備事務所

平成２７年４月１６日
～　平成２７年１２月２５日

石川県金沢市畝田東３丁目８７番地 719,388 千円
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番号

事務所名

代表取締役　廣瀬　徳男 工期

受注金額

工事場所

番号

事務所名

代表取締役　福澤　直樹 工期

受注金額

工事場所

工事名
関南町・上所やすらぎ堤耐震対策工
事

新潟県新潟市中央区関南町・上所地先

工事概要

河川土工　掘削　８５０ｍ３
　　　　　　　盛土　９５０ｍ３
深層混合処理　２０１本
(低変位スラリー系機械攪拌方式)
深層混合処理　４７本
(噴射式攪方式)
薬液注入　７０本
アスファルト舗装工　５００ｍ２
構造物撤去　５００ｍ２

選定理由

　本工事は、やすらぎ堤の耐震対策を実施する工事である。施工箇所は住宅密集地である
ため、スラリープラントを防音シートで囲い、騒音に伴う苦情を最小限に食い止めるととも
に、FTJ工法の提案により、施工、工程、安全対策に積極的に努めた。
　また、地域貢献として東関屋船着き場の整理・清掃を実施した。

平成27年度完成　優良工事〔局長表彰〕 11

受注者

株式会社廣瀨 信濃川下流河川事務所

平成27年1月27日
～　平成27年11月20日

新潟県新潟市西区善久823番地 334,584 千円

工事名
中津川上流第１号砂防堰堤その４工
事

長野県下水内郡栄村大字上野原地先

工事概要

砂防堰堤
　砂防土工　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
　コンクリート堰堤工　　　　　　　　　　　 一式
　　コンクリート堰堤本体工　　　　　1,945m3
　　間詰工　　　　　　　　　　　　　 　　　180m3
斜面対策
　集排水ボーリング工　　　　 　　　　　　一式
　　集水ボーリング　　　　　　　　　　　　300m

選定理由

　本工事は、信濃川水系中津川本川における砂防堰堤工事である。当該現場は、標高
800mを超える豪雪地帯で降雪が早く、施工期間が制約されるとともに、計画対象流量
1,700m3/sと非常に大きい急流河川であり、出水時には危険性の高い現場でもある。
　このような厳しい現場条件の中で、上記受注者は、高品質な構造物施工のための取り組
み、工期短縮の取り組みを行うとともに、徹底した現場内での「見える化」を実践して万全な
安全対策に取り組み、結果として、厳冬期前の11月中に、無事故無災害で高精度な構造物
を施工した。

平成27年度完成　優良工事〔局長表彰〕 12

受注者

株式会社フクザワコーポレーション 湯沢砂防事務所

平成27年5月7日
～　平成28年1月16日

長野県飯山市大字常盤1234番地 125,582 千円
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番号

事務所名

代表取締役社長　竹内　　茂 工期

受注金額

工事場所

番号

事務所名

代表取締役　干場正博 工期

受注金額

工事場所

工事名 井田川・合場川石田橋付替附帯工事 富山県富山市婦中町下井沢地先

工事概要

　本工事は、神通川とその支川の間に位置し、井田川に合流する合場川の背水機能を充実
するため行っている堤防嵩上げ・拡幅に伴い、支障となる旧石田橋及び用水樋管の付け替
えを行う工事である。
ＰＣ橋上部工：Ｔ桁橋（橋長32.9m）一式、橋梁下部工：橋台（逆Ｔ式）2基、河川土工：路体（築
堤）盛土5,200m3、樋門・樋管工：樋管（内幅1.2m、延長19m）1基、As舗装工：As舗装
5,898m2

選定理由

　施工箇所は、地区住民・農業関係者等から、工事による既設農業排水路への土砂流入、
近接住宅街への騒音・振動防止の徹底等難しい現場であったが、下部工のコンクリート打
設等の施工管理の徹底、施工者が率先して、隣接地権者との対応、地区民家からの灯油
流出時に臨機に現場常備品であるオイルフェンスを設置し被害拡大防止に協力する等、地
区住民等と綿密なコミュニケーションを図りながら、トラブル無く円滑に工事を完成させた。
　また、適切な工程管理及び施工管理の他、創意工夫にも積極的に取り組み、工期内に無
事故で工事を完成させ、出来形、品質管理及び出来映えも優秀であった。

平成27年度完成　優良工事〔局長表彰〕 13

受注者

株式会社婦中興業 富山河川国道事務所

平成26年9月25日
～　平成28年2月10日

富山市婦中町速星478番地 277,506 千円

工事名
H27多枝原谷下流砂防堰堤工事用道
路その他工事

富山県富山市有峰地先

工事概要

　本工事は、常願寺川の立山カルデラ内で実施される多枝原谷下流砂防堰堤施工のため
の工事用道路の設置及び有峰地区の落石危険箇所での落石防護補強土壁を設置する工
事である。
【多枝原工区】
・道路土工１式、法面工１式、排水構造物工１式、構造物撤去工１式
【有峰工区】
・法面工１式、排水構造物工１式、擁壁工１式、光ケーブル配管工１式、構造物撤去工１式

選定理由

　本工事の施工箇所は、脆弱な崩壊堆積物が多量に堆積し、少量の降雨でも土石流や土
砂崩壊等の発生が危惧され、かつ落石の危険性が伴うなど、非常に厳しい現場条件であ
る。作業期間は、5月中旬から11月上旬までの約6ヶ月と限定され、閉鎖された山間僻地で
合宿生活しながらの工事であった。
　このような厳しい条件のもとで、ＩＣＴ技術を活用した大規模土工の施工及び管理を行い、
精度の高い出来形を確保したほか、狭隘な現場条件のなかで独自の工夫を図り、作業の
効率化、安全施工に取り組み、余裕を持って事故なく無事に工事を完成させた。
　さらに、地元中学校を対象とした「14歳の挑戦」に協力するなど、学校教育支援や土木業
界のイメージアップに積極的に取り組み、地域とのコミュニケーションを図りながら施工し
た。

平成27年度完成　優良工事〔局長表彰〕 14

受注者

株式会社干場建設 立山砂防事務所

平成２７年３月３１日
～　平成２７年１１月１０日

富山県氷見市稲積299番地1 184,248 千円
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番号

事務所名

代表取締役社長　横井　仁 工期

受注金額

工事場所

番号

事務所名

代表取締役社長 吉光 岳文 工期

受注金額

工事場所

工事名 平成２６年度日東道防雪柵設置工事 新潟県村上市下新保地先

工事概要

　本工事は、日本海東北自動車道（以下、日東道）の村上市下新保地先において地吹雪対
策として防雪柵設置及び法面対策を施工をした。

　・地吹雪防止柵　　　３１５ｍ
　・法面対策工　　　　　一式
　・舗装工　　　　　　　　一式
　・防草工　　　　　　　　一式

選定理由

　本工事は、日東道の法肩部に防雪柵を設置する工事である。供用中の日東道に影響を
及ぼさないよう、通行車両の安全を確保し施工を行うことが重要である。工事施工箇所は電
力の送電線や鉄塔が近接しているため接触事故等についても注意が必要であった。また、
工区全体として水田に面していることから、施工時は耕作者との調整も重要であった。
　これらの課題に対し、施工方法の工夫や提案を積極的に行い、地元調整も十分に行いト
ラブルもなく、工程も大幅に短縮し、無事故で工事を完了させた。

平成27年度完成　優良工事〔局長表彰〕 15

受注者

株式会社横井組 羽越河川国道事務所

平成27年3月24日
～　平成27年12月10日

新潟県村上市古渡路600番地 92,340 千円

工事名 Ｈ２６梯川梯川橋右岸低水護岸工事 石川県小松市長崎町地先

工事概要

本工事は、小松市街地を貫流する都市型河川である一級河川梯川の治水安全度の向上を
目的として、特に流下能力が不足している河口から1.0km～7.6km（前川合流点～鍋谷川合
流点間）の間の最下流端部おいて、本地区の河積を確保するとともに低水護岸の整備を推
進する工事である。
　主な工事内容は、以下のとおりである。
　　①河川土工（掘削工、河床等掘削）　　　13,700m3
　　②土砂等運搬（60㎞以下DID地区　他） 42,970m3
　　③土質改良工（石灰系、セメント系）　　　14,400m3
　　④矢板護岸工（10H型、L=7.0ｍ)　　　　 112枚（L=270m）

選定理由

　本工事は、高速道路橋梁下で高さ制限がある鋼矢板護岸施工であったことや他工事との
工程制約がある中、施工方法の工夫による作業効率化や関係者との綿密な調整や安全対
策を主体的に実施したほか、河床掘削により発生する大量の高含水状態の掘削土砂を如
何に狭隘な作業ヤードを効率的に活用し、迅速に場外搬出するかが大きな課題であった
が、穴あき加工されたバケットの導入を使用し、並びに高水敷に整備した曝気が促進される
簡易プールの提案により問題無く完了した。
　また、新たな技術提案として、河川改修事業で大量に発生する掘削土砂を築堤材などへ
有効活用するために必要となる良質な改良土を製作する技術提案を行い、提案とおりの成
果をあげた。
　そのほかに、工事施工現場並びに現場事務所の近隣における定期的な清掃活動だけで
なく、積極的に地域で開催されるイベントでの清掃活動に参加・実施し、また、水面利用者と
の連絡調整等を密に行い良好な関係を構築し、地元地方公共団体等とも連携して取り組ん
でいる不法係留船対策の推進に貢献した。

平成27年度完成　優良工事〔局長表彰〕 16

受注者

株式会社吉光組 金沢河川国道事務所

平成26年8月7日
～　平成27年6月30日

石川県小松市長崎町甲118 285,012 千円
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選定結果

優良維持修繕工事（局長表彰）　　全4件
受注者名 工事名 事務所名

1 大河津建設株式会社
平成２６・２７年度大河津管内河川管理施設維
持管理工事

信濃川河川事務所

2 川中島建設株式会社 平成２７年度千曲川長野管内維持工事 千曲川河川事務所

3 株式会社東城 Ｈ２７富山管内橋梁補修工事 富山河川国道事務所

4 西田建設株式会社 平成２７年度　大潟工区除雪作業 高田河川国道事務所

※50音順

優良維持修繕工事（事務所長表彰）　　全3件
受注者名 工事名 事務所名

1 株式会社加賀田組　新潟支店 黒埼管内舗装修繕工事 新潟国道事務所

2 株式会社丸庄工務所 平成２７年度塩川出張所維持管理工事 阿賀川河川事務所

3 株式会社丸西組 Ｈ２７梯川堤防維持管理外作業 金沢河川国道事務所

※50音順
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番号

事務所名

代表取締役　伊藤　昭芳 工期

受注金額

工事場所

番号

事務所名

代表取締役社長　小川 亮夫 工期

受注金額

工事場所

選定理由

　大河津出張所管内において、堤防除草及び河川管理施設の維持管理等を行う工事であ
る。堤防除草においては、現場が点在し法面も均一では無いことから、安全管理として法面
からの滑落・転倒防止対策を講じた。また、維持管理工事では、洗堰完成後初めてとなる閘
門の堆積土砂浚渫において、閘室内作業という難しい条件下、沈殿池設置による濁水対
策、濁水凝集剤による対策について、コストや環境面から比較検討し、現場条件に適応した
濁水凝集剤による対策により効果を上げた。また、通常の土木工事とは違う作業内容（魚
道の窓清掃や洗堰等の塵芥処理）を地元の方々だけで無く広く一般へ知って貰い大河津分
水路へ興味を持って貰えるように、工事専用のHPを作成し、作業状況を配信するとともに、
突発的な油流失事故対応、災害派遣対応など地域貢献が顕著であった。

平成27年度完成　優良維持修繕工事〔局長表彰〕 1

受注者

大河津建設株式会社 信濃川河川事務所

平成27年3月24日
～　平成28年3月31日

新潟県燕市新興野4番76号
88,236 千円

工事名
平成２６・２７年度大河津出張所管内
河川管理施設維持管理工事

大河津出張所管内

工事概要

本工事は、大河津出張所管内における河川管理施設等の維持管理工事である。
内水排除等作業　1式
除草工　1式
堤防養生工　1式
路面補修工　1式
応急処理工　1式
撤去物処理工　1式

選定理由

　本工事は、市街地での堤防除草や維持管理作業であり、交通量の多い堤防道路の通行
車両や、河川敷の利用者に対する安全、近接する住宅など、周辺環境への配慮に努め、苦
情やトラブルもなく無事故で完成させた。また、整備局の一大イベントである千曲川犀川総
合水防演習の会場整備や、資材調達運搬を実施、流速体験コ－ナ－も製作段階から担当
した。さらに、27年9月関東・東北豪雨災害においては、緊急災害派遣隊（TEC-FORCE)とし
て被災地の排水作業も行った。このように通常の維持管理工事に加え、総合水防演習対応
を通じ水防体制強化や、災害派遣を通じ被災地支援に貢献したことは特筆すべきことであ
り、他の模範となるものである。

平成27年度完成　優良維持修繕工事〔局長表彰〕 2

受注者

川中島建設株式会社 千曲川河川事務所

平成27年3月31日
～　平成28年3月31日

長野県長野市篠ノ井布施高田955番
地3

152,280 千円

工事名
平成２７年度千曲川長野管内維持工
事

長野県長野市村山地先～長野市篠ノ井
地先

工事概要

　千曲川長野出張所管内における堤防除草及び維持管理作業を実施。さらに、27年度千
曲川犀川総合水防演習の会場整備と資材調達運搬作業、及び27年9月関東・東北豪雨災
害では、被災地での災害対策車による排水作業も行った。
　堤防除草、堤防養生、路面補修、清掃工、応急処理工、
　出水時・地震時河川巡視業務、災害対策出動業務、水防演習造成工
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番号

事務所名

代表取締役　吉田　讓 工期

受注金額

工事場所

番号

事務所名

代表取締役　西田　行宏 工期

受注金額

工事場所

選定理由

　富山国道維持出張所で管理する国道４１号のほぼ全線に点在する橋梁の多種・多様な施
工工種に適切に対応し施工した。
　概数発注で詳細が不明な箇所も多いため、施工前調査を早期に行うと伴に、調査結果を
基にわかりやすい説明資料を作成することにより、協議時間の短縮を図り承諾を取り施工
した。
　また、橋脚補強箇所において施工中に発見された鉄筋の減肉に対しても、速やかに対応
して必要最小限の工期延期で施工を完了した。

平成27年度完成　優良維持修繕工事〔局長表彰〕 3

受注者

株式会社東城 富山河川国道事務所

平成27年4月1日
～　平成28年2月29日

富山県魚津市六郎丸2935番地
116,100 千円

工事名 Ｈ２７富山管内橋梁補修工事 富山国道維持出張所管内

工事概要

　本工事は、富山国道維持出張所管内の国道４１号に点在する１１橋の補修を行う工事で
ある。
【補修橋梁】
・新下条川橋（上・下）、新下条川橋側道橋（上）、猪谷１号桟道橋、長良谷橋、楡原１号橋、
楡原橋、楡原橋歩道橋、熊野橋（上）、田中小橋、圓山橋（計１１橋）
【補修内容】
・びびわれ補修、断面修復、伸縮装置取替、検査路取替、橋脚炭素繊維補修、橋面舗装補
修、支承防食、塗装部分塗替、橋梁用防護柵取替、排水桝・管補修、水切り設置

選定理由

　平坦地と坂道が混在する事務所管内では２番目に長い区間（L=27.4km)の除雪路線であ
る。海岸砂丘地で縦断勾配があるため登坂不能車の発生予防に努め、通行止めも、除雪
車による事故もなく作業を行った。
　また、１月下旬に発生した中越豪雪時、長岡国道事務所管内への除雪支援において、不
慣れな他地区の除雪作業にもかかわらず速やかな対応を行い、中越の道路交通確保に尽
力した。

平成27年度完成　優良維持修繕工事〔局長表彰〕 4

受注者

西田建設株式会社 高田河川国道事務所

平成27年 10月20日
～　平成28年 3月31日

新潟県上越市大潟区土底浜1690-1 43,654 千円

工事名 平成27年度　大潟工区除雪作業
新潟県上越市柿崎区竹鼻地先～新潟

県上越市大字虫生岩戸地先

工事概要

国道8号　道路除雪作業　　区間延長：27.4ｋｍ
　一般除雪工　　　　　　　　　　一式　　　　　拡幅除雪工　　　　一式
　運搬除雪工　　　　　　　　　　一式　　　　　凍結防止工　　　　一式
　雪道巡回工　　　　　　　　　　一式　　　　　待機費　　　　　 　 一式
　人力処理工　　　　　　　　　　一式　　　　　管理業務　　　　　 一式
　雪庇・雪堤・雪崩処理工     一式　　　　　交差点処理工　　 一式
　スノーポール設置撤去工　　一式　　　　　歩道除雪工　　　　一式
　情報連絡・作業管理          一式
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選定結果

優良業務（局長表彰）　　全20件

受注者名 業務名 事務所名

1 朝日航洋株式会社　北陸空情支社 新潟海岸汀線・詳細地形測量業務 信濃川下流河川事務所

2 アジア航測株式会社　新潟営業所
磐梯山火山噴火緊急減災対策砂防計画検討
業務

阿賀川河川事務所

3 いであ株式会社　北陸支店
平成２７年度堤防質的整備対策工及び耐震対
策工検討業務

富山河川国道事務所

4 株式会社エコー　北陸事務所 敦賀港施設整備計画検討業務 敦賀港湾事務所

5 エヌシーイー株式会社 鷹ノ巣道路トンネル近接影響検討設計業務 羽越河川国道事務所

6 応用地質株式会社　新潟支店 秋山地区他地質調査等業務 湯沢砂防事務所

7 開発技建株式会社 朝日温海道路予備設計その５業務 新潟国道事務所

8 株式会社キタック 大河津分水路河口部地質調査業務 信濃川河川事務所

9 株式会社クリエイトセンター 平成２６年度馬取沢砂防堰堤修正設計業務 阿賀野川河川事務所

10 株式会社建設環境研究所　新潟支店 宇奈月ダムフォローアップ調査検討業務 黒部河川事務所

11 ダイチ株式会社 平成２７年度高原川流域地質調査業務 神通川水系砂防事務所

12 大日本コンサルタント株式会社　北陸支社
平成２７年度長岡国道管内橋梁補修詳細設計
業務

長岡国道事務所

13 株式会社東京建設コンサルタント　北陸支社
平成２６年度千曲川河川事務所ＣＩＭ活用検討
業務

千曲川河川事務所

14 株式会社ナカノアイシステム 新潟県北地域国有林野用地調査等業務 新潟国道事務所

15 株式会社日本海コンサルタント　富山支店
平成２７年度富山管内大型ボックスカルバート
等定期点検業務

富山河川国道事務所

16 日本工営株式会社　北陸事務所
平成２６年度常願寺川中流域補強対策検討業
務

立山砂防事務所

17 日本工営株式会社　北陸事務所 金沢港国有港湾施設維持保全対策検討業務 金沢港湾・空港整備事務所

18 株式会社ニュージェック　富山事務所 平成２７年度手取川ダム総合点検検討業務 金沢河川国道事務所

19 一般社団法人北陸地域づくり協会
平成２７年度高田河川国道事務所道路情報管
理業務

高田河川国道事務所

20 八千代エンジニヤリング株式会社　北陸支店
平成２７年度北陸新幹線開業及び道路供用に
伴う影響調査業務

金沢河川国道事務所

※50音順
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選定結果

優良業務（事務所長表彰）　　全30件

受注者名 業務名 事務所名

1 朝日航洋株式会社　北陸空情支社
阿賀川河川事務所管内河川航空レーザー
測量業務

阿賀川河川事務所

2 アジア航測株式会社　長野営業所 梓川流域土砂処理方針検討業務 松本砂防事務所

3 株式会社ＳＫプランニング
平成２７年度長岡国道管内交通安全等測量
業務

長岡国道事務所

4 一般財団法人沿岸技術研究センター
港湾施設の維持管理技術に係る技術情報
提供業務

港湾空港部

5 応用地質株式会社　北陸支店
平成２７年度輪島道路（２期）トンネル地質
調査業務

金沢河川国道事務所

6 大原技術株式会社
平成２７年度図面作成等その１業務単価契
約

信濃川河川事務所

7 株式会社オリエンタルコンサルタンツ　北陸支店
平成２７年度能越道輪島道路鷹ノ巣山トン
ネル詳細設計業務

金沢河川国道事務所

8 株式会社オリス
平成２７年度羽越管内用地調査等業務単価
契約（土地）

羽越河川国道事務所

9 開発技建株式会社 平成２７年度冬期道路マネジメント業務 北陸技術事務所

10 川崎地質株式会社　北陸支店
小黒部谷資材運搬道路（トンネル）地質調査
業務

黒部河川事務所

11 株式会社キタック 朝日温海道路地質調査その６業務 新潟国道事務所

12 株式会社建設技術センター 虫野地区トンネル詳細設計業務 長岡国道事務所

13 株式会社興和　上越支店 平成２７年度管内地質調査業務 高田河川国道事務所

14 国際航業株式会社　長野営業所
浦川流域の大規模土砂災害時を含む土砂
処理方針検討業務

松本砂防事務所

15 国際航業株式会社　新潟支店 新潟港深浅測量 新潟港湾・空港整備事務所

16 株式会社小林設計事務所
平成２７年度用地調査等業務単価契約（土
地・物件等）

信濃川下流河川事務所

17 サンコーコンサルタント株式会社 北陸支店 平成２７年度高田管内トンネル点検業務 高田河川国道事務所

18 三和ボーリング株式会社
平成２７年度大沢野富山南道路地質調査業
務

富山河川国道事務所

19 大日本コンサルタント株式会社　北陸支社 Ｈ２７小川橋側道橋詳細設計業務 富山河川国道事務所

20 大日本コンサルタント株式会社　北陸支社 平成２７年度金沢管内道路概略設計業務 金沢河川国道事務所
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選定結果

優良業務（事務所長表彰）　　全30件

受注者名 業務名 事務所名

21 株式会社ダイヤコンサルタント　北陸支店 平成２７年度管内トンネル定期点検等業務 新潟国道事務所

22 株式会社東京建設コンサルタント　北陸支社
想定最大規模の降雨による信濃川浸水想
定区域図等検討業務

信濃川河川事務所

23 株式会社東京建設コンサルタント　北陸支社
平成２７年度河川構造物長寿命化検討外業
務

富山河川国道事務所

24 東京コンサルタンツ株式会社　富山支店
平成２７年度立山砂防工事専用軌道トンネ
ル点検及び補修設計業務

立山砂防事務所

25 株式会社ナルサワコンサルタント　長岡支店
平成２７年度湯沢砂防事務所管内権利調査
その３業務

湯沢砂防事務所

26 株式会社日本海コンサルタント
平成２７年度金沢管内プローブデータ活用
検討業務

金沢河川国道事務所

27 パシフィックコンサルタンツ株式会社
平成２７年度阿賀野川堤防強化対策検討業
務

阿賀野川河川事務所

28 パシフィックコンサルタンツ株式会社　長野事務所 根知川上流砂防施設設計業務 松本砂防事務所

29
三井共同建設コンサルタント株式会社　北陸事務
所

小木港整備計画検討業務 新潟港湾・空港整備事務所

30 八千代エンジニヤリング株式会社　北陸支店 国道１１３号鷹巣道路橋梁詳細設計業務 北陸技術事務所

※50音順
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番号

事務所名

支社長　野田　昭彦 業務名

工期

受注金額 23,274 千円

番号

事務所名

所長　小高　英之 業務名

工期

受注金額 48,448 千円

平成27年度完成　優良委託業務〔局長表彰〕 1

受注者

朝日航洋株式会社　北陸空情支社 信濃川下流河川事務所

新潟海岸汀線・詳細地形測量業務

新潟県新潟市中央区万代2丁目3番6
号

平成27年 8月 7日
～　平成27年12月18日

選定理由

　本業務は、新潟海岸において海岸及び海岸特性を多角的に把握し、侵食に対する合理
的な対策、施設計画・効果・調査及び施設管理、出水による関屋分水路から流出する土砂
の影響等の基礎資料を得ることを目的として、海域陸域を一体とした詳細地形測量を実施
したものである。
　海域の測量範囲は、ヘッドランド、人工リーフ及び離岸堤が存在し、また水深も異なり特
に浅瀬部では波高が高くなる現場条件である。こうしたなかで、測量範囲によって計測手
法が異なる（陸域の計測手法も含む）ため、計測手法毎に仕様・作業規定に定めた点検・
検証のほか、データを結合する際には、結合部での較差を検証し品質の確保を図ったもの
である。

平成27年度完成　優良委託業務〔局長表彰〕 2

受注者

アジア航測株式会社　新潟営業所 阿賀川河川事務所

磐梯山火山噴火緊急減災対策砂
防計画検討業務

新潟県新潟市中央区東大通2丁目3番
28号

平成27年7月11日
～　平成28年 3月18日

選定理由

　本業務は、活火山磐梯山の噴火に伴う土砂移動現象等から地域住民の生命・財産への
被害を回避・軽減するための「磐梯山火山噴火緊急減災対策砂防計画」（以下、「砂防計
画」）を策定することを目的とし、磐梯山の噴火に伴う土砂移動現象等の影響と被害の把
握、及び対策方針の設定等の調査検討を行うものである。
　業務実施にあたっては、隣接する吾妻山、安達太良山との関係性をふまえ、緊急対策及
び平常時からの準備事項にかかる各実施項目のなかで、資機材の調達状況を踏まえた工
法検討や、情報共有手法等、連携を意識し、砂防計画検討に反映させた。
　砂防計画の策定にあたり、委員会に諮り作成を進め、関係者、関係機関が多岐にわたる
中、工程管理等、高い調整能力を発揮し、砂防計画策定の一翼を担うなど、優秀な成果を
収めた。
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番号

事務所名

支社長　佐藤　正勝 業務名

工期

受注金額 56,073.6 千円

番号

事務所名

所長　　杉浦　淳 業務名

工期

受注金額 22,248 千円

平成27年度完成　優良委託業務〔局長表彰〕 3

受注者

いであ株式会社 北陸支店 富山河川国道事務所

平成27年堤防質的整備対策工及び耐
震対策工検討業務

新潟県新潟市中央区東大通二丁目５
番１号

平成27年4月29日
～　平成29年3月25日

選定理由

　本業務は、小矢部川・神通川において、既設河川堤防の質的整備における現状の安全
性評価を行うとともに必要な対策工法の検討を取りまとめる業務である。
　検討を要する堤防浸透解析では、堤防断面形状や土質構成の適切な設定が必要なた
め、現況堤防の一連区間の再設定や代表断面形状の設定を適切に実施し、現実的な事
業優先度を把握するため、河川特有の閾値を踏まえた土質試験値を抽出し、必要な追加
調査では実施する他業務と連携を図りながら、必要調査地点の選定や最適な試験方法選
定など、効率的な調査計画の立案も行いながら、適切に解析モデルを構築して安定計算
の検討を実施した。
　必要となる対策工法の検討については、現地の状況やコスト面、新工法の活用等を考慮
し、適切な対策工法を抽出し施工順序を整理するなど、高度な技術力で適確に業務を遂行
し、成果をとりまとめた。

平成27年度完成　優良委託業務〔局長表彰〕 4

受注者

株式会社エコー　北陸事務所 敦賀港湾事務所

敦賀港施設整備計画検討業務

新潟県新潟市中央区万代島５－１

平成２７年１０月１５日
～　平成２８年３月１８日

選定理由

　本業務は、敦賀港港内で発生している荷役障害について、原因究明と対策の検討を行っ
たものである。実施にあたっては、荷役障害の要素を抽出し、各々の影響度を分析するこ
とで、港外から侵入するうねり性波浪が主要因であることを解明し、静穏度計算に考慮す
べき対象を明らかにした。
　静穏度計算では、数値波動水路等による既設構造物の反射率見直しや、港内波浪観測
記録の分析等により、港内静穏度計算の入力条件を設定し、再現精度の向上を図った。
　さらに、荷役稼働率の既往計算結果と、船社の荷役障害実績に差が見られた点について
は、算定方法を波浪記録に加え、運航計画や荷役時間等を考慮して、１日毎の荷役稼働
率を算定し、船社の荷役障害の実態に近似していることを確認した後に、対策の検討を
行った。
　対策の比較検討にあたっては、荷役障害の原因や、現地条件を考慮し、静穏度への効
果、周辺や航行船舶等への影響、工費等、様々な検討を踏まえて提案し、業務として優れ
た成果を納めた。
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番号

事務所名

代表取締役　大平　豊 業務名

工期

受注金額 10,908 千円

番号

事務所名

支店長　日吉　智 業務名

工期

受注金額 60,912 千円

平成27年度完成　優良委託業務〔局長表彰〕 5

受注者

エヌシーイー株式会社 羽越河川国道事務所

鷹ノ巣道路トンネル近接影響検討
設計業務

新潟県新潟市中央区美咲町1丁目7-
25

平成26年8月8 日
～　平成27年10月30日

選定理由

 本業務は、鷹ノ巣２号トンネルの施工に伴い、交差する既設トンネルに与える影響を数値
解析で評価するとともに、得られた結果から対策工法の検討・設計を行うものである。
 検討にあたり、追加して実施する地質調査の成果を検討に加える必要が生じたが、追加
調査が大幅に遅れたこと、追加調査した結果から、地質構造がより複雑であることが判明
し、厳しい作業条件となったが、組織的な取り組みにより的確に成果をとりまとめた。
 また、交差トンネルの管理者との協議では、交差部分の全面的な補強を求められたが、合
理的な解析結果を示すことにより、補強範囲を限定したより経済的な対策方針の同意がえ
られた。さらに、高圧ガスパイプライン用のトンネルという特殊条件に対応した総合的に経
済的な対策を提案したほか、新たな技術提案として、複数の対策を比較検討する二次元解
析を実施するために必要な掘削開放率の設定に簡易三次元解析を行い、より合理的な解
析を行った。

平成27年度完成　優良委託業務〔局長表彰〕 6

受注者

応用地質株式会社　新潟支店 湯沢砂防事務所

秋山地区他地質調査等業務

新潟県新潟市東区紫竹７－２７－３５

平成２７年８月27日
～　平成28年3月18日

選定理由

　本業務は、湯沢砂防管内（長野県栄村秋山地区、新潟県南魚沼市高棚地区）において砂
防堰堤等の詳細設計及び砂防堰堤の損傷におけるメカニズムの解明のため必要となる地
質調査を、オールコアボーリングのほか、サウンディングなどボーリング孔を利用した原位
置試験、地すべり調査のための孔内傾斜計の設置を行い、地質状況の調査・とりまとめを
行うものである。
　本業務の実施にあたっては、既設砂防堰堤の損傷が周辺の地すべり性の変動が原因と
考えられたが既往の調査や斜面監視状況では、変動規模等が把握できていない状況で
あったことから、受注者は、周辺の地質構造やボーリング掘進をしながら地質状況の概略
判定を実施し、必要な調査範囲や調査内容の提案を適切に行った。提案により、調査ボー
リング深度や調査箇所が増加することになったが、外業は積雪前までに調査を完了する必
要があることから、調査数量及び工程管理の変更を余儀なくされたが、臨機応変に対応
し、問題無く調査を実施した。
　また、調査箇所に隣接する屋敷地区（秋山地区内）の斜面において平成27年9月9日の豪
雨により地すべり性の崩壊が発生したため、本業務において地質調査を実施した。業務遂
行中に新たに生じた課題に速やかに体制を整え的確に調査を実施した。さらに、斜面の不
安定化に伴い、冬期は当該地域唯一の交通網である国道405号への影響が懸念されたた
め、長野県及び栄村との地すべり変動に関する情報共有が必要となったが、適時適切な
資料のとりまとめを行った。
　これらの課題を解決するため調査内容の検討や実施体制の整備など優れた技術力と会
社全体で業務履行にかかるバックアップ体制により良好な成果を収めた。
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番号

事務所名

代表取締役　寺本　邦一 業務名

工期

受注金額 93,042 千円

番号

事務所名

代表取締役　中山輝也 業務名

工期

受注金額 62,272.8 千円

平成27年度完成　優良委託業務〔局長表彰〕 7

受注者

開発技建株式会社 新潟国道事務所

朝日温海道路予備設計その５業務

新潟市中央区紫竹山７丁目13番16号

平成26年10月9日
～　平成28年2月29日

平成27年度完成　優良委託業務〔局長表彰〕 8

受注者

株式会社キタック 信濃川河川事務所

大河津分水路河口部地質調査業
務

新潟県新潟市中央区新光町10番地2

平成27年9月19日
～　平成28年3月25日

選定理由

　本業務は、一般国道７号朝日温海道路事業区間における、橋梁及びトンネル等を含む道
路予備設計業務である。
　本業務と併行して実施していた地質調査から、長大トンネル上部に大規模な地すべりの
存在の可能性が提示され、その対策検討が必要となったが、効果的な地質調査を提案し、
地すべり面とトンネルの離隔距離の確保や、その他コントロールポイントを踏まえ道路構造
の再検討を行い、平面線形を変更することなく、縦断線形の調整により道路構造を決定し
た。
　また、朝日温海道路の予備設計は、地元説明とも併行に実施される中、地元から高盛土
構造の風へ影響に係る課題についても、いち早く専門技術者の意見を取り入れ、地元へは
シミュレーション結果をわかりやすい説明資料に展開し、早期の地元合意に貢献した。

選定理由

   本業務は、信濃川河川事務所の進める大河津分水路改修事業の根幹である新第二床
固の設計において、構造物基礎の地質調査を行い、データをとりまとめる業務であり、機械
ボーリング、原位置試験及び室内岩石試験の実施、その結果をもとに、脆弱層の把握と地
盤定数に係る試験値の分析等を行い、第二床固設計の基礎資料作成を行ったものであ
る。
　 海域に隣接し、冬期風浪の影響を受ける河口部での作業のため、その作業内容や現地
状況の把握及び工程管理が重要となり、気象や現場環境の著しく悪いなか、適切かつ的
確な現場待避基準の設定をするなど、安全管理も充分配慮して、厳しい工程にもかかわら
ず円滑な業務を行った。また、別途行われている新第二床固詳細設計など大河津分水路
改修に係わる業務との関係を考慮し、地質調査結果の取りまとめ方法について、発注者を
介して設計業務担当者と調整を図ることで、設計業務に引き継ぐデータを効率的かつ効果
的にとりまとめた。
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番号

事務所名

代表取締役社長　上田　茂樹 業務名

工期

受注金額 17,302 千円

番号

事務所名

支店長　長谷川　修 業務名

工期

受注金額 16,588 千円

平成27年度完成　優良委託業務〔局長表彰〕 9

受注者

株式会社クリエイトセンター 阿賀野川河川事務所

平成２６年度馬取沢砂防堰堤修正
設計業務

新潟県新潟市中央区川岸町2丁目8番
地1

平成27年3月28日
～　平成27年12月28日

選定理由

　本業務は、土石流危険渓流の集中する阿賀町馬取地区おいて、整備が進みつつある馬
取沢砂防堰堤下流の渓流保全工修正設計、斜面対策工予備詳細設計、渡河施設詳細設
計、流末処理工予備詳細設計、補強土詳細設計などを実施したものである。
　流末処理工設計にあたっては、近年の降雨や土石流被害の発生状況を踏まえた計画規
模を上回る降雨が発生した際に対する安全性の向上に配慮が必要である。更に斜面対策
工設計では安定した崖錐堆積層の一部を渓流保全工構築のために地山改変を行うことに
よって生じる地山の不安定化に留意する必要がある。
　これに対し、受注者は、広範な知識や高度な技術力に基づき、多岐にわたる範囲・分野の
設計を地区住民へのヒアリングや関係機関等と協議を重ね、現地の状況を良く把握した上
で地形条件、施工条件等を設定し、各対策の設計においても、コスト縮減を図りつつ施設整
備に伴う新たなリスクを招かない構造を提案するなど、現地の整合したきめ細かい設計の
提案を実践し、良好な成果を収めたことは、特筆すべきであり、優良委託業務として推薦す
るものである。

平成27年度完成　優良委託業務〔局長表彰〕 10

受注者

株式会社建設環境研究所　新潟支店 黒部河川事務所

宇奈月ダムフォローアップ調査
検討業務

新潟県新潟市中央区新光町6番地1

平成27年7月30日
～　平成28年3月10日

選定理由

　本業務は、ダムの管理に係るフォローアップ制度に基づき、宇奈月ダムに関する現地検
討会及び委員会の本審議に必要な管理定期報告書の作成の支援を行う業務である。
　本業務では、フォローアップ資料作成の標準仕様に加え、ダムフォローアップ委員の各意
見をふまえた報告書の作成が求められている。宇奈月ダムでは、同ダム特有の連携排砂
や重要種モニタリング等で多様な意見を頂いたが、それに関して発注者からの関連資料の
提示に対し、発注者と十分調整しながら委員の求める内容の報告書づくりに努めた。
　ダム等管理フォローアップ委員会は、宇奈月ダムと大川ダムが対象であったが、委員会の
開催と説明資料の作成は、関係業務発注機関である北陸地方整備局、阿賀川河川事務
所、黒部河川事務所の関係者が連携し、資料作成や委員への事前説明、委員会当日の対
応を行う必要があったが、十分な調整と連携を行い対応した。
  ダムフォローアップ制度は、５年ごとに定期報告が行われ、委員会は管理状況を報告する
重要な機会に位置付けられているが、本業務では委員会が滞りなく開催されるよう、資料作
成とあわせて資料毎の説明用シナリオや、Ｑ＆Ａの作成についても精力的に対応した。
　本業務における成果は、今後のダム管理に活用する有効な成果であり、以上の取り組み
から、発注者の意図する質の高い成果にとりまとめられた。
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番号

事務所名

代表取締役　田中　洋一郎 業務名

工期

受注金額 32,994 千円

番号

事務所名

常務執行役員支社長　山本　信二 業務名

工期

受注金額 24,127.2 千円

平成27年度完成　優良委託業務〔局長表彰〕 11

受注者

ダイチ株式会社 神通川水系砂防事務所

平成２７年度高原川流域地質調査
業務

富山県富山市一本木259-1

平成27年5月26日
～　平成28年3月22日

選定理由

　本業務は、神通川水系砂防事務所管内、高原川流域における、砂防計画（設計）の基礎
資料とするために地質調査を行うものである。
　自然環境への配慮や安全性の確保が必要とされる現場条件の中、河道内での作業性と
安全性を両立させるため、出水時に移動・再設置が容易な「モノレール台車一体型移動式
ボーリングマシン」を開発するとともに、渓流内の地下水調査では省力型3次元電気探査の
活用により詳細な地下水文状況の把握を行った。
　また、ボーリング調査で得られた試料を用いて微量の植物片採取による14Ｃ年代測定に
よって、３層の土石流堆積物の発生した年代を解析し、事業説明の有用な補足資料にする
とともに、斜面ボーリング調査では、高品質コアボーリングによる地質判定に加え、空中写
真判読及び地表踏査によって背後地の地すべり地形を抽出するなど、対策工選定のため
の有用な資料をとりまとめ、各調査地点の異なるニーズに対して、十二分な成果を収め
た。

平成27年度完成　優良委託業務〔局長表彰〕 12

受注者

大日本コンサルタント株式会社 北陸支社 長岡国道事務所

平成２７年度長岡国道管内橋梁補
修詳細設計業務

富山県富山市願海寺633番地

平成27年6月25日
～　平成28年3月18日

選定理由

　本業務は、安全で円滑な交通の確保、社会資本の長寿命化のため、橋梁定期点検等で
把握された橋梁の変状（損傷）を現地調査により原因を明らかにし、その対策と必要な補修
方法・構造について経済的かつ合理的な詳細設計を行うものである。
　設計内容は、国道8・１７号の全16橋の長岡国道管内広域に渡り、鋼橋、ＰＣ橋の補修設
計及び橋梁撤去設計を対象とし、現地詳細調査等各種調査により原因・現況把握を行い、
その対策として新技術工法を活用し、損傷状況による補修工法のﾊﾟﾀｰﾝ化を計画・提案し、
細部漏水対策として、自社独自案の提案を行うなど業務に対する積極的な姿勢があった。
　原因と対策により長期的な検討が必要な橋梁は、塩害・ＡＳＲ調査のｸﾗｯｸｾﾝｻｰ調査の
実施及びｹﾞﾙﾊﾞｰﾋﾝｼﾞ連続化の大規模構造変更の提案を行い、また、現況に即した短期的
な補修計画も合わせて提案し、短期・長期の補修計画の立案を行った。
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番号

事務所名

支社長　　矢田　弘 業務名

工期

受注金額 16,934.4 千円

番号

事務所名

代表取締役社長　坂井　浩 業務名

工期

受注金額 55,123.2 千円

平成27年度完成　優良委託業務〔局長表彰〕 13

受注者

株式会社東京建設コンサルタント　北陸支
社

千曲川河川事務所

平成２６年度千曲川河川事務所ＣＩ
Ｍ活用検討業務

新潟県新潟市中央区東大通1-2-23

平成26年9月12日
～　平成27年10月30日

選定理由

　本業務は、3次元形状情報を活用した建設生産システムの普及活動支援を目的とし、CIM
試行対象工事の技術支援並びに効果検証を行う業務であり、業務の遂行にあたっては、
CIMの概念を理解し、その技術支援や効果検証のために必要な構想力・応用力・知識とと
もに高度な技術力が求められるものである。
　また、本業務は直轄工事において実施中のCIMモデル事業の中から抽出される「産学官
CIM（河川CIM）」の検討対象に選定され、CIM支援業務受注者及び産（建設コンサルタンツ
協会）の立場でも参加し、産学官CIM検討会に提供する資料作成にも迅速に対応するとと
もに、試行対象工事の施工計画や工程管理、出来形管理、また、関係機関協議や地元説
明会等で効果的に活用するための課題や解決策の検討を行い、常に積極的な姿勢と的確
な業務執行体制で精度の高い成果を収めた。

平成27年度完成　優良委託業務〔局長表彰〕 14

受注者

株式会社ナカノアイシステム 新潟国道事務所

新潟県北地域国有林野用地調査
等業務

　新潟県新潟市中央区鳥屋野432番
地

平成26年7月19日
～　平成28年3月18日

選定理由

　本業務は、朝日温海道路事業に必要な土地等の取得のため、国有林野内及び民有地内
で実施する用地調査等業務及び保安林解除資料等の作成業務である。
　受注者は、国有林野等の特殊な土地の用地測量及び保安林解除等の資料作成のた
め、関係機関と事前協議から事後のフォローまで丁寧に行い、また工程管理を徹底し計画
的かつ精度の高い成果品を納品し、保安林解除及び使用承認契約締結への手続きを早
期に行い、計画どおりの工事着手を可能とした。
　このことは、受注者が業務の目的、内容等を十分理解し、経験豊富な技術者を適切に配
置し、監督職員とも綿密な打合せを行った結果であり、自社の技術力と経験が十分に活か
されたものである。

- 24 -



番号

事務所名

支店長　平田　益美 業務名

工期

受注金額 19,883 千円

番号

事務所名

所長　馬場　貴志 業務名

工期

受注金額 40,802.4 千円

平成27年度完成　優良委託業務〔局長表彰〕 15

受注者

株式会社日本海コンサルタント　富山支店 富山河川国道事務所

平成27年度富山管内大型ボッ
クスカルバート等定期点検業務

富山県富山市二口町二丁目5番地15

平成27年8月19日
～　平成28年3月11日

選定理由

　本業務は富山河川国道事務所管内の道路ボックスや附属物等の状態を把握、診断し、
安全で円滑な交通確保、沿道や第三者への被害の防止を図るため、道路ボックス等に関
わる情報を得ることを目的に実施するものである。
　受注者は、地域特性や環境条件にも着目した最適補修方法の提案や現地踏査時に従道
路の状況把握などで点検の支障となる課題を確認する等、具体な取組を行い、構造物を
管理する視点に立って点検成果の品質が向上する取組を行った。構造物の健全度判定の
際には、発注者との合同判定会議を行い、その結果、完成した点検成果は、今後の点検
や補修を行う上で的確な成果となった。
　国道本線ボックスの道路通行規制を伴う点検では、事前に社内リスクアセスメントによる
安全計画会議を行うなど、労働災害防止対策を徹底し、その結果、事故なく業務を完了さ
せた。

平成27年度完成　優良委託業務〔局長表彰〕 16

受注者

日本工営株式会社　北陸事務所 立山砂防事務所

平成２６年度常願寺川中流域補強
対策検討業務

石川県金沢市駅西本町5丁目1番43号

平成26年9月6日
～　平成28年3月25日

選定理由

　本業務は、常願寺川中流域に位置する基幹堰堤の再度災害防止、機能及び性能確保の
ため堰堤の補強対策を検討するものである。
　砂礫地盤などの現地条件により大規模な補強となることが想定されたが、堤体にかかる
水圧、土圧、地盤の支持力等を解析し、設計条件の精査を実施したことにより、大幅なコス
ト縮減を図った。また、優先度を考慮した事業計画を立て、検討会で妥当性を確保する等
により実現的な対策を提案した。
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番号

事務所名

所長　馬場　貴志 業務名

工期

受注金額 19,160 千円

番号

事務所名

所長　川崎　繁雄 業務名

工期

受注金額 35,294.4 千円

平成27年度完成　優良委託業務〔局長表彰〕 17

受注者

日本工営株式会社　北陸事務所 金沢港湾・空港整備事務所

金沢港国有港湾施設維持保全対
策検討業務

石川県金沢市駅西本町５丁目１番４３
号

平成27年8月3日
～　平成28年3月18日

選定理由

　本業務は、金沢港（南地区）無量寺岸壁(-7.5m)の老朽化に伴い、今後の金沢港の効率
的な利用のあり方を踏まえて、同岸壁の維持保全に必要となる耐震等構造・形式の予備
設計検討および概算工事費の算出を行ったものである。
　受注者は、最適岸壁構造の提案に向け、限られた時間の中で複数の断面ケースによる
安定照査等を実施し、特に岸壁（-7.5m）を建設後、将来の需要要請等による増深化への２
段階整備を前提においた構造形式の検討においては、積極的にコスト縮減を図った提案を
するなど、意欲的に本業務に取り組み、優秀な成果を収めた。

平成27年度完成　優良委託業務〔局長表彰〕 18

受注者

株式会社ニュージェック　富山事務所 金沢河川国道事務所

平成２７年度手取川ダム総合点
検検討業務

富山県富山市本町３番２５号

平成27年7月25日
～　平成28年3月10日

選定理由

　本業務は、手取川ダムを対象に健全度を評価し、今後の維持管理方針を取りまとめ、効
果的・効率的なダムの維持管理を実現させる業務である。
　当ダムはロックフィルダムであり、健全度評価を行うにあたり劣化度の判定方法に課題が
あった。劣化度の判定方法に際し、同種の検討を実施している全国他ダムとの調整のた
め、国土技術政策総合研究所、土木研究所や専門家等との合同打合せを経て、分かり易
く客観的な維持管理方針が必要であった。
　受注者は、リップラップ材を凍結融解試験により崩壊の仕方を把握するとともに、コンク
リートの偏光顕微鏡観察及び粉末Ｘ線回析による有害鉱物の有無や原子吸光法によるア
ルカリ金属イオン含有量調査を提案して実施するなど高度な技術力を発揮した。また、礫
の分離有無に着目した監視体制を策定するなど、業務姿勢も意欲的であり、その結果優秀
な成果を納めた。
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番号

事務所名

理事長　大林　厚次 業務名

工期

受注金額 46,505 千円

番号

事務所名

支店長　光永　修 業務名

工期

受注金額 27,064.8 千円

平成27年度完成　優良委託業務〔局長表彰〕 19

受注者

一般社団法人北陸地域づくり協会 高田河川国道事務所

平成２７年度高田河川国道事務所
道路情報管理業務

新潟県新潟市江南区亀田工業団地二
丁目3番4号

平成27年4月1日
～　平成28年3月31日

選定理由

　本業務は、平成２６年度末の北陸新幹線開業及び石川県内の新規道路開通による、県内
の交通・観光・物流等への効果を検証するための事後調査を行うものである。さらに、過年
度に実施した事前調査との比較検討を行い、整備効果を把握するものである。
　受注者は、七尾氷見道路の整備効果をホームページを通じて効果的に発信するなど、利
用者目線に立ったコンテンツ作成を適切に行い、周知が進んだ。
　また、ナンバープレート調査や携帯GPSデータを活用した分析結果と企業・観光施設等へ
のヒアリング、WEBアンケート等、多種多様な情報を組み合わせ、今後のストック効果発信
に有効な新たな技術を提案し、業務実施にあたり高い技術力を発揮し、良好な成果を納め
た。

選定理由

　本業務は、道路及び道路の利用状況を把握し、道路の異常等に対して、道路管理上必要
な機器の操作および情報連絡等を行うものである。
　高田河川国道事務所が管理する国道8号や18号は、気象条件や道路状況の違いから、
箇所により管理対応が大きく異なる特性がある。8号は海岸部に沿い洞門が連続する区間
が多く、事故や落石等の事象が発生すると迂回路が無いため重大な交通障害が発生する
リスクがあり、18号においては長野県境まで連続して上り急勾配となっているため、冬季の
豪雪等により登坂不能車による立ち往生が発生する危険箇所が散在している。こうした異
常事態をいち早く発見して、初動体制をいかに早く執るかで、その後の対応は大きく変わる
ものであり、道路情報管理が迅速で正確に機能していることが重要である。
　当該受注者においては、CCTVの常時監視から電話等による情報収集に至るまで、業務
マニュアルに基づき確実に情報の管理、伝達がなされ、かつ複数箇所で発生した場合の対
応についても的確であり、夏季のゲリラ豪雨や冬季の異常降雪、落下物処理、交通事故な
ど、年間を通じて確実な道路情報管理業務を遂行した。

平成27年度完成　優良委託業務〔局長表彰〕 20

受注者

八千代エンジニヤリング株式会社　北陸支
店

金沢河川国道事務所

平成２７年度北陸新幹線開業及び
道路供用に伴う影響調査業務

新潟県新潟市中央区万代１丁目１番１
号

平成27年4月17日
～　平成28年3月31日
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選定結果

優良建設技術者【工事】（局長表彰）　全13名

技術者名
現場における

役職
受注者名 工事名 事務所名

1 足立進 監理技術者
株式会社フクザワコーポ
レーション

中津川上流第１号砂防堰堤その４
工事

湯沢砂防事務所

2 音羽信孝 現場代理人 松本建設株式会社 国道８号　坂東道路工事 富山河川国道事務所

3 小野塚大喜 現場代理人 株式会社内山組
荒川縁新田低水護岸災害復旧工
事

羽越河川国道事務所

4 小林信敬 現場代理人 北陽建設株式会社 葛葉下流山腹工その７工事 松本砂防事務所

5 関戸啓仁 現場代理人 株式会社向出組
加賀拡幅　湯の国橋下部（２期線）
工事

金沢河川国道事務所

6 高塚慶 監理技術者 株式会社本間組
栗ノ木道路　栗ノ木川付替その２工
事

新潟国道事務所

7 中野宏昭 監理技術者 株式会社江口組 Ｈ２７梯川天神輪中堤他工事 金沢河川国道事務所

8 平田正治 監理技術者 中越興業株式会社 小矢部地区交通安全対策工事 富山河川国道事務所

9 笛田善行 現場代理人 株式会社文明屋
平成２７年度湯沢維持管内橋梁補
修工事

長岡国道事務所

10 藤岡健夫 現場代理人 株式会社高舘組 関川河口部河道掘削その３工事 高田河川国道事務所

11 松尾秀一 監理技術者
東洋・あおみ特定建設工事
共同企業体

新潟港（西港地区）航路泊地付帯
施設護岸築造工事（その１）

新潟港湾・空港整備事務所

12 松谷竜一
現場代理人
監理技術者

株式会社福田組 柿川放水路排水樋門新設工事 信濃川河川事務所

13 脇坂和宏 現場代理人 松嶋建設株式会社
Ｈ２７　有峰砂防工事用道路その他
工事

立山砂防事務所

※敬称省略、50音順

- 28 -



選定結果

優良建設技術者【工事】（事務所長表彰）　全21名

技術者名
現場における

役職
受注者名 工事名 事務所名

1 青木洋平 現場代理人 株式会社後藤組 歌高架橋下部その５工事 高田河川国道事務所

2 阿部和博 現場代理人 株式会社笛田組
平成２６年度湯沢管内雪崩予防柵
設置工事

長岡国道事務所

3 阿部悟
現場代理人
監理技術者

株式会社加賀田組　新潟支
店

黒埼管内舗装修繕工事 新潟国道事務所

4 大竹一弘 現場代理人 穴澤建設株式会社 湯川旧伏越撤去他工事 阿賀川河川事務所

5 大場美喜
現場代理人
監理技術者

株式会社近藤組
新潟公共職安（１４）構内整備外１
件工事

営繕部

6 大山智也 監理技術者 株式会社吉光組
Ｈ２６梯川梯川橋右岸低水護岸工
事

金沢河川国道事務所

7 押田光秀 監理技術者 水機工業株式会社 Ｈ２７岩稲橋耐震補強等工事 富山河川国道事務所

8 金塚歩美 監理技術者 射水建設興業株式会社 小矢部川・合又川合流点処理工事 富山河川国道事務所

9 岸岡正樹 監理技術者 共和土木株式会社 浦山縦工工事 黒部河川事務所

10 甲田義信 監理技術者 株式会社鹿熊組 栗林築堤護岸工事 千曲川河川事務所

11 小松正博 監理技術者 小柳建設株式会社
平成２７年度三条出張所管内堤防
等維持管理工事

信濃川下流河川事務所

12 齋藤均
現場代理人
監理技術者

小国開発株式会社 ジンタケ沢砂防堰堤工事 飯豊山系砂防事務所

13 櫻井秀之
現場代理人
監理技術者

会津土建株式会社
大石西山集水井（ＯＷ－８）その他
工事

阿賀野川河川事務所

14 銭田茂和
現場代理人
監理技術者

株式会社丸西組 Ｈ２７梯川堤防維持管理外作業 金沢河川国道事務所

15 竹内宏臣 監理技術者 株式会社婦中興業
井田川・合場川石田橋付替附帯工
事

富山河川国道事務所

16 立木宗幸 現場代理人 株式会社本間組
新潟港（西港地区）航路泊地付帯
施設基礎工事（その２）

新潟港湾・空港整備事務所

17 田中克実 監理技術者
あおみ建設株式会社　北陸
支店

伏木富山港（伏木地区）泊地（－１４
ｍ）浚渫工事

伏木富山港湾事務所

18 野田紀康
現場代理人
監理技術者

小倉建設株式会社
Ｈ２６能越道　三井ＩＣ橋下部その２
工事

金沢河川国道事務所

19 濵松禎高 現場代理人 辻建設株式会社
村上橋架替下部工及び取付道路
工事

神通川水系砂防事務所

20 巻渕康弘
現場代理人
監理技術者

株式会社笠原建設 寺島低水護岸その３工事 高田河川国道事務所

21 町田栄一 監理技術者 町田建設株式会社
平成２６年度湯沢管内防雪施設工
事

長岡国道事務所

※敬称省略、50音順
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番号

事務所名

工事名

工事場所

株式会社 フクザワコーポレーショ
ン

工期

長野県飯山市大字常盤1234番
地

受注金額 千円

番号

事務所名

工事名

工事場所

松本建設株式会社 工期

富山県砺波市千保297 受注金額 千円

工事概要

砂防堰堤
　砂防土工　　　　　　　　　　　　　　　　　一式
　コンクリート堰堤工　　　　　　　　　　　 一式
　　コンクリート堰堤本体工　　　　　1,945m3
　　間詰工　　　　　　　　　　　　　 　　　180m3
斜面対策
　集排水ボーリング工　　　　 　　　　　　一式
　　集水ボーリング　　　　　　　　　　　　300m

選定理由

　本工事は、信濃川水系中津川本川における砂防堰堤工事である。当該現場
は、標高800mを超える豪雪地帯で降雪が早く、施工期間が制約されるとともに、
計画対象流量1,700m3/sと非常に大きい急流河川で、出水時には危険性の高い
厳しい現場である。このような厳しい現場条件の中で、上記技術者は、工期短縮
の取り組みとともに、リスクを回避する安全対策の取り組み、高精度・高品質な
構造物施工の取り組みも顕著であり、結果として、厳冬期前の11月中に無事故・
無災害で工事を完成させた。

平成27年度完成　優良建設技術者（工事）　〔局長表彰〕 2

平成27年度完成　優良建設技術者（工事）　〔局長表彰〕 1

技術者

足立　進
（監理技術者）

湯沢砂防事務所

中津川上流第１号砂防堰堤そ
の４工事

長野県下水内郡栄村大字上野
原地先

平成27年5月7日
～　平成28年1月16日

125,582

工事概要

　本工事は坂東立体化事業の補強土壁工事を行った。また、本事業で発生した
仮置き土砂置場（大島企業団地）の維持管理、仮置き土砂の土質調査及び利用
計画を検討し、補強盛土材として活用した。
補強土壁盛土　11,000m3
剛性防護柵工　291m
土質改良工　20,000m3

選定理由

　交通量が多い施工条件であったが、一般交通に影響がないよう搬入路を設置
し、渋滞や苦情なく工事を完了させた。また他工事に前後を挟まれた位置にある
ため、制約が多い条件であったが、率先して課題解決を図った。そのほか、盛土
材として利用する土砂から環境基準値を超える物質が確認されたが、環境調査
を速やかに行い、基準値以下となる土質改良の方策を提案した。

技術者

音羽　信孝
（現場代理人）

富山河川国道事務所

国道８号　坂東道路工事

富山県射水市坂東地先

平成27年1月21日
～　平成27年10月9日

361,800
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番号

事務所名

工事名

工事場所

株式会社内山組 工期

新潟県村上市肴町18番12号 受注金額 千円

番号

事務所名

工事名

工事場所

北陽建設株式会社 工期

長野県大町市社5377番地 受注金額 千円

平成27年度完成　優良建設技術者（工事）　〔局長表彰〕 3

工事概要

　本工事は、平成２６年７月１０日出水による荒川右岸２.５k付近の低水護岸災害
復旧工事で、護岸工（約250ｍ）の施工である。
 ・ 築堤護岸工 （掘削工：2,100m3、築堤盛土工：4,910m3）
 ・ 法覆護岸工 （大型ブロック張：3,284m2、護岸付属物工:１式）
 ・ 根固め工　　（根固ブロック製作・据付：508個、蛇籠工:195ｍ）
 ・　　　〃　　　　（水制ブロック製作・据付：150個）
　

選定理由

　本工事は、河川内の作業であり、非出水期ではあるもののマスやサケを代表と
する魚の漁期など厳しい制約の中、瀬替工に係わる工程管理や水替工での濁
水対策が重要な課題であった。現場代理人は漁業関係者と十分な打合せと協
議を行い良好な関係を築き円滑に工事を進め、工期内に事故無く工事を完成さ
せた。
　その他、さまざまな工事の課題について新工法の提案など積極的行い、良好
な品質、出来形で完成させた。

平成27年度完成　優良建設技術者（工事）　〔局長表彰〕 4

技術者

小野塚　大喜
（現場代理人）

羽越河川国道事務所

荒川縁新田低水護岸災害復旧
工事

新潟県村上市荒川縁新田地先

平成26年12月5日
～　平成27年8月7日

241,596

工事概要

砂防土工 1式《掘削　無人化施工5,000m3》
法面工 1式《吹付枠3,227m2・
　　　　　　　　ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ（D19 L=3.4m 二重管φ 90mm削孔）717本》

選定理由

　本工事の施工箇所は姫川の河床から約１００ｍ上部の斜面で、過去の深層崩
壊により生じた土砂や亀裂性の岩塊がﾌﾞﾛｯｸ状に堆積した非常に不安定な斜面
であり、厳しく危険な現場である。
　地山崩落に対する安全対策として、斜面判定士や外部の労働安全コンサルタ
ントの二重チェック等を行っている。また、各種新技術を導入しており、ｾｰﾌﾃｨｰｸ
ﾗｲﾏｰ工法により急斜面掘削の安全性の向上を図ると共に、軽量な足場材を用
いて施工の効率化を図った。さらに、長距離無線LANシステムの新技術をを活用
して、工事現場のカメラ映像を現場以外の場所で確認できるようにし、降雨後の
点検や打合せ等の効果を上げた。
　イメージアップの取り組みが地域から好評であったことや、現場内作業の社員
研修を行い技術者の育成に貢献している。　当該技術者のこれらの取り組みが
他に比べて特に優秀であった。

技術者

小林　信敬
（現場代理人）

松本砂防事務所

葛葉下流山腹工その７工事

新潟県糸魚川市大所地先

平成27年3月26日
～　平成27年12月10日

255,852
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番号

事務所名

工事名

工事場所

株式会社向出組 工期

石川県加賀市下河崎町へ18番
地

受注金額 千円

番号

事務所名

工事名

工事場所

株式会社本間組 工期

新潟県新潟市中央区西湊町通
三ノ町3300番地3

受注金額 千円

平成27年度完成　優良建設技術者（工事）　〔局長表彰〕 5

工事概要

　本工事は、国道８号加賀拡幅事業のうち、加賀市松山町，桑原町地先におい
て、橋梁下部工事を行う工事である。

（主な工種）
　・道路土工、橋台工、ＲＣ橋脚工、仮設工、河川土工、護岸基礎工、法覆護岸
工、構造物撤去工

選定理由

　本工事は、河川内の工期に制約があり、冬期のコンクリート打設，養生に対し、
品質管理にかかる検討，対策，施工を積極的に実施したほか、耕作等河川利用
者との調整により、現場の安全確保や環境対策についても適切に実施した。
また、突発的な事象に対し、確認，報告を速やかに実施し、その対応も迅速に実
施した。

平成27年度完成　優良建設技術者（工事）　〔局長表彰〕 6

技術者

関戸　啓仁
（現場代理人）

金沢河川国道事務所

加賀拡幅　湯の国橋下部（２期
線）工事

石川県加賀市松山町，桑原町
地先

平成26年3月1日
～　平成27年5月29日

130,680

工事概要

　本工事は、国道７号栗ノ木バイパスにおけるアクセス性の向上と渋滞対策とし
て計画された「栗ノ木道路」事業における、高架橋建設に向けた栗ノ木川の付
替、地盤改良工事である。
　主な施工内容は以下のとおりである。
　　①仮水路　鋼矢板圧入（幅広　L=9～11.5m）　534枚
　　②地盤改良　中層混合処理　10,683m3　薬液注入　277本
　　③油混じり土改良　4,000m3
　　④既設構造物撤去工　１式

選定理由

　本工事は、国道７号栗ノ木バイパスと（主）新潟新津線に挟まれた狭隘な施工
ヤードに加えて住宅密集地に隣接して、栗ノ木川の付替を行う工事である。更
に、施工途中で地中に昭和３９年の新潟地震の影響と推定される油の存在が確
認されてその対策も求められた。本工事では、土中の油処理の工夫により最悪
の油流出事故を防いだ。また、制約の中で効率的な施工に努めるとともに、地域
との交流による事業の理解を深めてきた。このように工夫した取り組みを中心的
に行い無事故で工事を完成させた。

技術者

高塚　慶
（監理技術者）

新潟国道事務所

栗ノ木道路　栗ノ木川付替その
２工事

新潟県新潟市中央区本馬越～
紫竹地先

平成26年1月28日
～　平成27年10月30日

634,306
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番号

事務所名

工事名

工事場所

株式会社江口組 工期

石川県小松市殿町2丁目66番地 受注金額 千円

平成27年度完成　優良建設技術者（工事）　〔局長表彰〕 7

工事概要

　本工事は梯川3.0km地点右岸において、流下能力を向上するための輪中堤防
護岸及び堤防法面護岸工事である。
　河川土工（輪中堤、外周堤）　１式
　擁壁護岸工　輪中堤堤内地側３５０㎡　輪中堤堤外地側５４６㎡
　法覆護岸工　覆土ブロック工１，００９㎡　コンクリートブロック工５５１㎡
　護岸附属物工　平張コンクリート７４３㎡　階段工２箇所
　側溝工　自由勾配側溝７７ｍ　暗渠排水工８３ｍ　集水枡５箇所
　構造物撤去工（コンクリート構造物、鋼矢板）　１式

選定理由

　狭隘な現場内で擁壁護岸工及び法覆護岸工を隣接工事と調整を図りながら、
輪中堤防護岸・外周堤法面において大型二次製品ブロックによる施工で出来ば
え良く施工を行い、小松天満宮行事、小松天満宮周辺工事（小松天満宮発注工
事、隣接工事）のとりまとめなど多数の関係者と適宜調整しながらトラブル無く完
了させたほか、本工事箇所は近接する住宅や国指定文化財の小松天満宮に配
慮し、騒音・振動や天満宮内施設からの排水施設対策及び天満宮敷地内にある
樹木保全対策の施工などが不可避であり、細心の注意を払って施工に努めた。
　地域貢献として、普段から周辺の清掃を行い、地域での清掃活動やイベントに
積極的に参加したほか、冬期間においては、文化財保護としての防火対策訓練
への参加や、降雪時での天満宮参拝者を配慮した除雪作業を積極的に行った。
　現場見学会提案・実施モデル工事として、工業高校２年生を対象に梯川改修
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、女性技術者
も協力しながら担い手確保に努めた。また、梯川工事連絡会会長として事業全
体に目配りしながら、梯川改修事業関係工事を無事故で通した。

技術者

中野　宏昭
（監理技術者）

金沢河川国道事務所

Ｈ２７梯川天神輪中堤他工事

石川県小松市天神町地先

平成27年8月19日
～　平成28年3月25日

198,396
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番号

事務所名

工事名

工事場所

中越興業株式会社 工期

富山県南砺市野口800番地 受注金額 千円

番号

事務所名

工事名

工事場所

株式会社文明屋 工期

新潟県南魚沼郡湯沢町大字三
国650-1

受注金額 千円

平成27年度完成　優良建設技術者（工事）　〔局長表彰〕 8

工事概要

　本工事は、国道８号小矢部市桜町地先において現道拡幅による四車線化を行
う工事である。
　掘削6,000㎥、路体盛土990㎥、路床盛土1,540㎥、法面工１式、路床安定処理
工6,380㎥、プレキャスト擁壁工60m、プレキャストカルバート工20m、排水構造物
工１式、アスファルト舗装工１式、オーバーレィ工１式、縁石工１式、防護柵工１
式、区画線工１式、道路付属施設工１式、標識工１式、ＲＣ橋脚工２基

選定理由

　区間延長約１Ｋｍの舗装工に際し、交通切り回し計画や信号機、道路照明灯な
どの移設について小矢部警察署と綿密な調整を行うとともに、作業員装着警報
感知システムを採用し事故もなく施工を完了させ、橋脚躯体コンクリート施工時
は寒中コンクリートとなるため温度応力解析によるひび割れ補強鉄筋の配置、被
膜養生材の採用や的確な養生温度の管理により、高品質なコンクリート構造物
を築造した。また、周辺施設の清掃活動や舗装版切断による濁水対策など環境
保全にも配慮しながら工事を完成させた。

平成27年度完成　優良建設技術者（工事）　〔局長表彰〕 9

技術者

平田　正治
（監理技術者）

富山河川国道事務所

小矢部地区交通安全対策工事

富山県小矢部市桜町地先

平成26年8月28日
～　平成27年7月31日

468,936

工事概要

　本工事は、湯沢維持出張所管内にある４橋梁について、補修を行った工事で
ある。
【火打橋】　　　　　　　　　【跨管橋】　　　　　　　　【伊田側道橋】
　橋面防水工　１式　　　　橋面防水工　１式　　　橋面防水工　　　　 １式
　塗替塗装工　１式　　　　橋梁支承工　１式　　　縁石工　　　　　　 　１式
　　　　　　　　　　　　　 　　　塗替塗装工　１式　　 伸縮継手工　　　 　１式
【二居大橋】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　ひび割れ補修工　１式
　伸縮継手工　１式　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表面被覆工　　　　１式
　床版打替工　１式
　断面修復工　１式

選定理由

　本工事は、湯沢維持出張所管内の４橋梁（火打橋、二居大橋、跨管橋、伊田川
側道橋）橋梁補修工事である。
　二居地区から塩沢地区までの広域に点在する現場を工程管理、施工管理、安
全対策において、創意工夫をしながら取り組み無事故で工事を完成させた。
　多工種の補修内容を効率良く、工夫して行うことで、交通規制の期間を短くし
て、地元からの苦情も無く円滑な施工を行った。

技術者

笛田　善行
（現場代理人）

長岡国道事務所

平成２７年度湯沢維持管内橋
梁補修工事

湯沢維持出張所管内

平成27年7月7日
～　平成28年2月12日

160,758
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番号

事務所名

工事名

工事場所

株式会社高舘組 工期

新潟県上越市西本町2丁目1番5号 受注金額 千円

番号

事務所名

工事名

工事場所

東洋・あおみ特定建設工事共同
企業体

工期

石川県金沢市畝田東３丁目８７
番地

受注金額 千円

平成27年度完成　優良建設技術者（工事）　〔局長表彰〕 10

工事概要

　本工事は、関川河口部の掘削する工事である。
　主な工種は以下のとおり。
　　　浚渫工（バックホウ浚渫）　                  5,500㎥
　　　浚渫土処理工                                  5,500㎥
　　　河川土工　　　　　　　　　                        710㎥
　　　土砂等運搬 仮置場（貯木場）～埋立地　 6,200㎥
　　　根固めブロック据付　　　　                       16個

選定理由

　直江津祇園祭の屋形船係船場の開放、残土受入地（新潟県公有水面埋立地）
の他工事との調整等、工程調整が必要な工事であったが、施工前、施工中と綿
密な打ち合わせを行い適切な工程管理により工事を進めた。
　関川河口付近は釣り人や散歩をする人が多く地域と密着する場所であり、一般
者の現場への立ち入りが懸念される中、安全管理にも更なる重点を置き、地元
住民からの苦情もなく無事故無災害により工事を完成させた。

平成27年度完成　優良建設技術者（工事）　〔局長表彰〕 11

技術者

藤　岡　健　夫
（ 現場代理人 ）

高田河川国道事務所

関川河口部河道掘削その3工事

上越市中央町地先外

平成27年3月25日
～平成27年11月20日

68,591

工事概要

　本工事は、新潟港（西港地区）において、浚渫土砂を受け入れるための護岸を
築造するものである。
　堤体工　ケーソン据付　８函（１，３９７ｔ／函）
　根固工　根固方塊据付　８８個（５８．２ｔ／個）
　被覆工　被覆ブロック乱積（４ｔ型）　１，２０６個
　上部工　２００ｍ（コンクリート　２，４３７m3）
　消波工　消波ブロック乱積（４０ｔ型）　９４７個
　裏込工　１８９．５ｍ（裏込石　９，２９３m3）
　付工　　　１式

選定理由

　本工事の最大の特徴は、狭隘な海域で複数の工事が同時に作業することであ
り、全体の工程管理・安全管理が重要となる。
　本技術者は、当該現場海域では作業船アンカーが輻輳し、安全上問題がある
ため、各工事が共同で使用する「常設アンカー」を計画的に配置することを提案
するとともに現地に設置し、安全性と施工性の向上を図った。また、関係受注者
による連絡協議会を設け、日々工程調整を行っており、本技術者は協議会長と
して全体をとりまとめ、全工事工期内に無事故で工事を完成させた。

技術者

松尾　秀一
（監理技術者）

新潟港湾・空港整備事務所

新潟港（西港地区）航路泊地付
帯施設護岸築造工事（その１）

新潟市東区船江町地先

平成２７年４月１６日
～　平成２７年１２月２５日

719,388
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番号

事務所名

工事名

工事場所

株式会社　福田組 工期

新潟県新潟市中央区花町2069
番地

受注金額 千円

工事概要

　本工事は、柿川放水路排水樋門新設工事放水路整備に伴う信濃川右支川太
田川との合流点の排水樋門を施工するものである。
　掘削工　　68,700m3、　盛土工　　7,350m3
　樋門工　　1基（内空W3.75m×H1.8ｍ×2連　L=43m）
　築堤工　　L=127m、　法覆護岸工　L＝105m、　構造物撤去工　1式
　有線通信線路設備工　1式

選定理由

　本工事は、狭隘な現場で複数工事(新潟県発注工事、ゲート設備工事、上流護
岸工事)が輻輳している。それに加え、掘削時に発見された支障物の撤去や近接
工事で焼夷弾が発見されたことから当工事箇所も急遽、焼夷弾探査が必要とな
り、工事期間をさらに圧迫した。また、融雪出水期までに護岸施工のための仮締
切の撤去を行わなければならないなど、厳しい工程管理が要求される工事で
あった。
　施工に当たっては、綿密な計画に基づき適切な瀬替え工を実施して仮締切の
施工工程を短縮すると共に、関係者と節目節目で情報交換を行い、工期内に円
満に工事を完成させた。
　また、多くの工種があることもあり、各施工に於いて必要な多くの創意工夫や、
新技術を行っている。
　工事が大規模であることや、最新技術を取り入れた工事を行っていたことなど
から、現場見学者やマスコミに対応する機会が多々あったが、わかりやすく丁寧
な対応がなされていた。

技術者

松谷　竜一
（現場代理人）
（監理技術者）

信濃川河川事務所

柿川放水路排水樋門新設工事

新潟県長岡市左近町地先

平成26年2月4日
～　平成27年7月31日

600,653

平成27年度完成　優良建設技術者（工事）　〔局長表彰〕 12

- 36 -



番号

事務所名

工事名

工事場所

松嶋建設株式会社 工期

富山県中新川郡立山町道源寺
574番地

受注金額 千円

平成27年度完成　優良建設技術者（工事）　〔局長表彰〕 13

工事概要

　本工事は、常願寺川の立山カルデラ内で実施される砂防工事のための材料運
搬道路の維持管理及び補修を行うとともに、道路上部の落石対策等を行う工事
である。
【道路維持（水谷工区）】
　・道路維持管理 １式、人道維持管理 １式、水谷沢迂回路整備 １式等
【道路修繕】
  ・工事用道路整備 １式、道路護岸工 １式
【斜面対策（スゴ谷線）】
  ・法面工（岩盤撤去工） １式、砂防土工 １式、道路維持管理 １式
【斜面対策（多枝原線）】
  ・法面工（斜面対策工） １式

選定理由

　本工事は、常願寺川の立山カルデラ内で実施される砂防工事のための材料運
搬道路の維持管理及び補修を行うとともに、道路上部の落石対策等を行う工事
である。当該技術者は、急峻で危険が伴う現場条件のうえ、立山カルデラ内全域
の広範囲にわたる工事を約５ヶ月という短い作業期間のなかで、工事の目的及
び現場特性を十分に理解し、創意工夫や新たな提案を現場で積極的に行いな
がら、工事を遂行した。あわせて、突発的な事態に対しても、適確な判断と高い
技術力を持って対処することで、無事故で余裕を持って工事を完成させた。この
功績は高く、評価に値する。

技術者

脇坂　和宏
（現場代理人）

立山砂防事務所

H２７有峰砂防工事用道路そ
の他工事

富山県富山市有峰地先
富山県中新川郡立山町芦峅寺地先

平成27年3月31日
～　平成27年11月30日

171,180
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選定結果

優良建設技術者【委託業務】（局長表彰）　全10名

技術者名
業務における

役職
受注者名 業務名 事務所名

1 安藤正幸 管理技術者
株式会社日本海コンサルタ
ント

平成２７年度金沢管内プローブ
データ活用検討業務

金沢河川国道事務所

2 佐々木寿 管理技術者
アジア航測株式会社　新潟
営業所

磐梯山火山噴火緊急減災対策砂
防計画検討業務

阿賀川河川事務所

3 須貝浩 管理技術者 エヌシーイー株式会社
鷹ノ巣道路トンネル近接影響検討
設計業務

羽越河川国道事務所

4 橘木功三 管理技術者 株式会社建設技術センター 虫野地区トンネル詳細設計業務 長岡国道事務所

5 永松宏一 管理技術者
株式会社日本港湾コンサル
タント　北陸事務所

福井港海岸（福井地区）護岸越波
断面実験

新潟港湾空港技術調査事務
所

6 二階堂哲郎 管理技術者 開発技建株式会社 朝日温海道路予備設計その５業務 新潟国道事務所

7 浜口憲一郎 管理技術者
パシフィックコンサルタンツ
株式会社　北陸支社

平成２７年度帝石橋流量観測精度
向上業務

信濃川下流河川事務所

8 古堅雄士 管理技術者 いであ株式会社　北陸支店
平成２７年度堤防質的整備対策工
及び耐震対策工検討業務

富山河川国道事務所

9 八子純児 主任担当者
株式会社ナルサワコンサル
タント　長岡支店

平成２７年度湯沢砂防事務所管内
権利調査その３業務

湯沢砂防事務所

10 幸弘美 管理技術者
株式会社東京建設コンサル
タント　北陸支社

想定最大規模の降雨による信濃川
浸水想定区域図等検討業務

信濃川河川事務所

※敬称省略、50音順
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選定結果

優良建設技術者【委託業務】（事務所長表彰）　全30名

技術者名
委託業務

における役職
受注者名 業務名 事務所名

1 赤松利之 管理技術者
株式会社ニュージェック　富
山事務所

平成２７年度手取川ダム総合点検
検討業務

金沢河川国道事務所

2 飯田雅之 管理技術者 開発技建株式会社
平成２７年度冬期道路マネジメント
業務

北陸技術事務所

3 井口正彦 管理技術者 大原技術株式会社
平成２７年度図面作成等その１業
務単価契約

信濃川河川事務所

4 池村彰人 管理技術者
株式会社東京建設コンサル
タント　北陸支社

平成２７年度荒川自然再生調査業
務

羽越河川国道事務所

5 伊藤一寿 主任技術者 株式会社伊藤測量設計
平成２７年度若穂綿内地区測量業
務

千曲川河川事務所

6 岩田幸泰 管理技術者
国際航業株式会社　長野営
業所

浦川流域の大規模土砂災害時を
含む土砂処理方針検討業務

松本砂防事務所

7 浦田孔二 管理技術者
株式会社日本海コンサルタ
ント　富山支店

平成２７年度富山管内大型ボックス
カルバート等定期点検業務

富山河川国道事務所

8 小倉拓郎 管理技術者
株式会社オリエンタルコン
サルタンツ　北陸支店

平成２７年度高田管内橋梁調査設
計業務

高田河川国道事務所

9 近藤泰徳 管理技術者
玉野総合コンサルタント株
式会社

伏木富山港（伏木・新湊地区）深浅
測量及び水路測量

伏木富山港湾事務所

10 坂口貞彦 主任技術者
朝日航洋株式会社　北陸空
情支社

新潟海岸汀線・詳細地形測量業務 信濃川下流河川事務所

11 佐々木建夫 管理技術者
日本工営株式会社　新潟支
店

平成２７年度高田管内廃棄物処理
計画検討業務

高田河川国道事務所

12 佐藤昇 主任技術者 三和ボーリング株式会社
平成２７年度大沢野富山南道路地
質調査業務

富山河川国道事務所

13 佐藤豊 管理技術者 株式会社キタック
平成２７年度阿賀野川管内地質調
査業務

阿賀野川河川事務所

14 嶋岡悟 管理技術者
株式会社日本海コンサルタ
ント　新潟支店

平成２７年度長岡国道管内消雪設
備詳細設計業務

長岡国道事務所

15 島袋哲 管理技術者
八千代エンジニヤリング株
式会社　北陸支店

平成２７年度北陸新幹線開業及び
道路供用に伴う影響調査業務

金沢河川国道事務所

16 島村彰 管理技術者
株式会社建設環境研究所
新潟支店

宇奈月ダムフォローアップ調査検
討業務

黒部河川事務所

17 水津紀陽 管理技術者
八千代エンジニヤリング株
式会社　北陸支店

国道１１３号鷹巣道路橋梁詳細設
計業務

北陸技術事務所

18 千葉伸一 主任技術者
応用地質株式会社　新潟支
店

秋山地区他地質調査等業務 湯沢砂防事務所

19 土本浩二 管理技術者
株式会社ダイヤコンサルタ
ント　北陸支店

平成２７年度管内トンネル定期点
検等業務

新潟国道事務所

20 徳間伸介 主任技術者
川崎地質株式会社　北陸支
店

小黒部谷資材運搬道路（トンネル）
地質調査業務

黒部河川事務所
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選定結果

優良建設技術者【委託業務】（事務所長表彰）　全30名

技術者名
委託業務

における役職
受注者名 業務名 事務所名

21 飛岡啓之 管理技術者
パシフィックコンサルタンツ
株式会社　長野事務所

根知川上流砂防施設設計業務 松本砂防事務所

22 中島教陽 管理技術者
株式会社建設技術研究所
北陸支社

長井地区河道掘削計画検討業務 阿賀川河川事務所

23 中島祥治 主任担当者
株式会社ナカノアイシステ
ム

新潟県北地域国有林野用地調査
等業務

新潟国道事務所

24 永矢貴之 管理技術者
株式会社建設技術研究所
北陸支社

平成２７年度梯川河川行政マネジ
メント検討業務

金沢河川国道事務所

25 舟山仁 管理技術者
株式会社東京建設コンサル
タント　北陸支社

平成２７年度河川構造物長寿命化
検討外業務

富山河川国道事務所

26 村松広久 管理技術者
日本工営株式会社北陸事
務所

平成２６年度常願寺川中流域補強
対策検討業務

立山砂防事務所

27 盛伸行 管理技術者
株式会社東京建設コンサル
タント　北陸支社

平成２６年度千曲川河川事務所ＣＩ
Ｍ活用検討業務

千曲川河川事務所

28 矢野亨 主任技術者 ダイチ株式会社
平成２７年度高原川流域地質調査
業務

神通川水系砂防事務所

29 山口達治 管理技術者
パシフィックコンサルタンツ
株式会社　富山事務所

伏木富山港（新湊地区）護岸構造
検討業務

伏木富山港湾事務所

30 吉川勝志 管理技術者
三洋テクノマリン株式会社
名古屋支店

輪島港環境調査 金沢港湾・空港整備事務所

※敬称省略、50音順
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番号

事務所名

業務名

株式会社日本海コンサルタン
ト

工期

石川県金沢市泉本町2丁目
126番地

受注金額 11,070 千円

番号

事務所名

業務名

アジア航測株式会社　新潟
営業所

工期

新潟県新潟市中央区東大通2
丁目3番28号

受注金額 48,448 千円

平成27年度完成　優良建設技術者（業務）　〔局長表彰〕 1

技術者

安藤　正幸
（管理技術者）

金沢河川国道事務所

平成２７年度金沢管内プローブ
データ活用検討業務

平成27年12月26日
～　平成28年3月25日

選定理由

　本業務は、道路事業の計画検討や整備効果把握に必要な交通の動向をより効
率的に把握する事を目的として、プローブデータを用いて管内の道路交通の状況
を分析する業務であり、プローブデータを抽出および分析に関して高い知識、構
想力、応用力が求められる業務である。
　本技術者は、業務に先立ちETC2.0と民間プローブのデータ特性を整理し、デー
タ処理を迅速化するともに、異常なデータを排除するデータクリーニングを実施す
るなどことで信頼性の高い分析を行った。また、分析結果の表現方法についても
ｎパーセントタイル値を活用するなど、十分にその技術力を発揮しており、その取
組は優秀であった。

平成27年度完成　優良建設技術者（業務）　〔局長表彰〕 2

技術者

佐々木　寿
（管理技術者）

阿賀川河川事務所

磐梯山火山噴火緊急減災対策砂
防計画検討業務

平成27年7月11日
～　平成28年 3月18日

選定理由

　本業務は、活火山磐梯山の噴火に伴う土砂移動現象等から地域住民の生命・
財産への被害を回避・軽減するための「磐梯山火山噴火緊急減災対策砂防計
画」（以下、「砂防計画」）を策定することを目的とし、磐梯山の噴火に伴う土砂移
動現象等の影響と被害の把握、及び対策方針の設定等の調査検討を行うもので
ある。
　本技術者は、磐梯山の地理的、地域的な特徴をふまえた調査検討を行い、砂
防計画の策定にあたっては専門家等の委員会に諮り作成を進め、関係者、関係
機関が多岐にわたる中、工程管理等、高い調整能力を発揮し優秀な成果を収め
た。
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番号

事務所名

業務名

エヌシーイー株式会社 工期

新潟県新潟市中央区美咲町1
丁目7-25

受注金額 10,908 千円

番号

事務所名

業務名

株式会社建設技術センター 工期

東京都千代田区飯田橋四丁
目７番10号

受注金額 30,402 千円

平成27年度完成　優良建設技術者（業務）　〔局長表彰〕 3

技術者

須貝　浩
（管理技術者）

羽越河川国道事務所

鷹ノ巣道路トンネル近接影響検討
設計業務

平成26年8月8日
～　平成27年10月30日

選定理由

　本業務は、道路トンネルの施工に伴い、交差する既設トンネルに与える影響を
数値解析で評価するとともに、得られた結果から対策工法の検討・設計を行うも
のである。
　本技術者は、検討にあたり、地質構造が当初想定より複雑であることが判明し、
FEMモデルの要素数が増加するなど厳しい作業条件となったが、社内の組織を
活用し的確にとりまとめた。また、既設トンネル管理者との協議内容をよく把握し、
協議資料を適切に作成。対策工法の方針について、交差部の前面補強ではな
く、部分補強対策で理解を得ることができたため、経済的にも優れた設計となっ
た。
　さらに、解析手法について、三次元解析を実施する前に合理的に二次元解析を
行うことで効率的に検討を実施し良好な成果をとりまとめた。

平成27年度完成　優良建設技術者（業務）　〔局長表彰〕 4

技術者

橘木　功三
（管理技術者）

長岡国道事務所

虫野地区トンネル詳細設計業務

平成27年2月24日
～　平成28年3月22日

選定理由

　本業務は、国道１７号浦佐バイパス事業として、魚沼市虫野地区に計画してい
る延長１２７ｍのトンネル及び函渠･擁壁について、工事に必要な詳細構造を経済
的かつ合理的に設計するものである。
　本設計では、脆弱な地質・トンネル上部の構造物への対応、豪雪地域での設計
上の配慮、周辺環境に配慮した施工計画検討など、多くの課題があった。
　本技術者は、課題に対して、類似設計業務の経験を活かし、的確に業務を進め
良好な成果をとりまとめた。
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番号

事務所名

業務名

株式会社日本港湾コンサルタ
ント　北陸事務所

工期

新潟県新潟市中央区東大通
２丁目５番８号

受注金額 15,660 千円

番号

事務所名

業務名

開発技建株式会社 工期

新潟市中央区紫竹山7丁目13
番16号

受注金額 93,042 千円

選定理由

　本業務は、福井港海岸の腹付潜堤区間において、護岸越波により発生した被
害について、被災区間の現況断面や波浪状況を正確に再現した断面実験によ
り、改良区間と未改良区間の越波流量を計測し、設計許容越波流量
（0.02m3/m/s）を越えていないことを確認した。
　当該技術者は、水理模型実験に関する専門的知識と豊富な経験を有しており、
実験の手法や精度の向上に関する技術提案を確実に履行するとともに、発注者
からの指示や協議に当たり、履行期間を通して適確な対応を行い優秀な業務成
果を収めた。

平成27年度完成　優良建設技術者（業務）　〔局長表彰〕 5

技術者

永松宏一
（管理技術者）

新潟港湾空港技術調査事務所

福井港海岸（福井地区）護岸越波
断面実験

平成２７年８月１９日
～　平成２８年２月２９日

選定理由

　本業務は、一般国道７号朝日温海道路事業区間における、橋梁及びトンネル等
を含む道路予備設計業務である。
　本技術者は、トンネル・橋梁・大規模擁壁･箱型函渠など、道路用地を決定する
ために検討すべき大規模構造物を多数含む業務であったが、経済性はもとより、
維持管理面などからの総合的な検討を行い、設置箇所の地形・地質に対して適
切な構造形式を提案した。　また、地元地権者はもとより、新潟県・村上市・警察・
森林組合など多数の関連機関との合意形成が必要な業務であったが、地元地権
者を含む推進協議会・その他各種協議会により意見・要望を聴取、管理技術者と
して各課題に対する対応方針の検討・提案を行い、円滑かつ早期の地元合意形
成に貢献した。

平成27年度完成　優良建設技術者（業務）　〔局長表彰〕 6

技術者

二階堂　哲郎
（管理技術者）

新潟国道事務所

朝日温海道路予備設計その５業
務

平成26年10月9日
～　平成28年2月29日
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番号

事務所名

業務名

パシフィックコンサルタンツ株
式会社　北陸支社

工期

新潟県新潟市中央区天神１
丁目１番地

受注金額 21,416.4 千円

番号

事務所名

業務名

いであ株式会社 北陸支店 工期

新潟県新潟市中央区東大通2
丁目5番1号

受注金額 56,073.6 千円

平成27年度完成　優良建設技術者（業務）　〔局長表彰〕 7

技術者

浜口　憲一郎
（管理技術者）

信濃川下流河川事務所

平成２７年度帝石橋流量観測精度
向上業務

平成27年5月19日
～　平成28年3月16日

選定理由

　本業務は、信濃川下流の洪水予報、水防警報基準観測所及び基準点であり、
信濃川水門及び新潟大堰の操作に用いる帝石橋水位・流量観測所について、感
潮域での流量観測の高度化を目的に導入したＨ－ＡＤＣＰによる流速観測から流
量を算出し、精度の高い流量観測手法を検討するものである。
　本技術者は信濃川下流の河川特性を十分理解した上で業務を遂行しているほ
か、検証で必要となる現地観測を的確に提案した。また、Ｈ－ＡＤＣＰの機器の特
性をよく理解し、H-ADCP観測結果から流量を求めるとき、いくつかの手法の中か
らＤＩＡＸ法が妥当であるという結論を理論的に導きだし、Ｈ－ＡＤＣＰを利用した高
度な流量観測手法を策定し、さらにこの結果をマニュアル（素案）としてとりまとめ
た。

平成27年度完成　優良建設技術者（業務）　〔局長表彰〕 8

技術者

古堅　雄士
（管理技術者）

富山河川国道事務所

平成２７年堤防質的整備対策工及
び耐震対策工検討業務

平成27年4月29日
～　平成28年3月25日

選定理由

　本業務は、小矢部川・神通川において、既設河川堤防の質的整備における現
状の安全性評価を行うとともに必要な対策工法の検討を取りまとめる業務であ
る。
　本技術者は、検討を要する堤防浸透解析において、堤防断面形状や土質構成
の適切な設定が必要なため、現況堤防の一連区間の再設定や代表断面形状の
設定を適切に実施し、現実的な事業優先度を把握するため、河川特有の閾値を
踏まえた土質試験値を抽出し、必要な追加調査では実施する他業務と連携を図
りながら、必要調査地点の選定や最適な試験方法選定など、効率的な調査計画
の立案も行いながら、適切に解析モデルを構築して安定計算の検討を実施した。
　必要となる対策工法の検討については、現地の状況やコスト面、新工法の活用
等を考慮し、適切な対策工法を抽出し施工順序を整理するなど、高度な技術力で
適確に業務を遂行し、成果をとりまとめた。
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番号

事務所名

業務名

株式会社ナルサワコンサルタ
ント　長岡支店

工期

新潟県長岡市川崎町2228番
地25

受注金額 12,970 千円

番号

事務所名

業務名

株式会社東京建設コンサルタ
ント　北陸支社

工期

新潟県新潟市中央区東大通1
丁目2番23号

受注金額 65,232 千円

平成27年度完成　優良建設技術者（業務）　〔局長表彰〕 9

技術者

八子　純児
（主任担当者）

湯沢砂防事務所

平成２７年度湯沢砂防事務所管内
権利調査その３業務

平成28年1月7日
～　平成28年3月25日

選定理由

　本業務は、平成27年5月の改正水防法による洪水浸水想定区域の見直しに係
る検討等を行うものである。
　本技術者は、平成27年5月の改正水防法による洪水浸水想定区域の見直しに
係る検討等を実施するにあたり、「洪水浸水想定区域図作成マニュアル（平成27
年7月）」等の最新のマニュアルに基づきながら、数値計算の精度を確保するた
め、地形や土地利用状況等について精緻な調査・検討を行った。また、解析結果
に対しては、既往の公表資料等との比較を実施し、差異について考察を行うとと
もに、関係自治体への意見照会にあたっては、発注者の意図に沿った分かりや
すい資料作成に努めるなど、洪水浸水想定区域の公表に向けて必要な対応を十
分に図った。

選定理由

　本業務は、湯沢砂防事務所管内における砂防事業のために必要な土地の公図
等及び登記記録の調査である。調査対象区間は登川の約６キロメートル区間で
延長が長く業務量が多いため、３班編制の条件で発注した。
　本技術者は、業務の総括責任者として、その体制を確実に遵守するよう、担当
技術者及び業務従事者を指揮監督し、かつ、進捗工程表を作成し毎週遅延なく
発注者に報告をした。これにより、確実に業務が遂行された。
　また、将来の事業における用地取得上の懸案となる問題点を抽出し、それらを
分かりやすく簡潔にまとめ上げ報告された。成果品は、今後の事業において大い
に役立ち高く評価されるもので、期待される以上の成果を収めた。

平成27年度完成　優良建設技術者（業務）　〔局長表彰〕 10

技術者

幸　弘美
（管理技術者）

信濃川河川事務所

想定最大規模の降雨による信濃
川浸水想定区域図等検討業務

平成27年6月26日
～　平成28年3月25日
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選定結果

優良工事における下請負者表彰　（全37件）
優良工事

（元請負者）

1
大石西山集水井（ＯＷ－８）その他工事
（会津土建株式会社）

株式会社興和
新潟県新潟市中央区新光
町6-1

さく井工事業 阿賀野川河川事務所

2
国道１７号小栗山道路その１０工事
（井口建設工業株式会社）

大建企業株式会社
新潟県南魚沼市浦佐
5007-2

とび・土工工事業 長岡国道事務所

3
小矢部川・合又川合流点処理工事
（射水建設興業株式会社）

宮窪建設株式会社
富山県砺波市庄川町青島
3738

とび・土工工事業 富山河川国道事務所

4
荒川縁新田低水護岸災害復旧工事
（株式会社内山組）

株式会社日本建機
新潟県村上市佐々木868-
1

とび・土工工事業 羽越河川国道事務所

5
荒川縁新田低水護岸災害復旧工事
（株式会社内山組）

株式会社高建
新潟県村上市里本庄43-3

とび・土工工事業 羽越河川国道事務所

6
Ｈ２７梯川天神輪中堤他工事
（株式会社江口組）

有限会社長谷川建設
石川県小松市青地町71

とび・土工工事業 金沢河川国道事務所

7
Ｈ２６能越道　三井ＩＣ橋下部その２工事
（小倉建設株式会社）

株式会社上野組
石川県輪島市河井町20部
1-47

とび・土工工事業 金沢河川国道事務所

8
栗林築堤護岸工事
（株式会社鹿熊組）

飯山陸送株式会社
長野県飯山市大字静間
280-1

とび・土工工事業 千曲川河川事務所

9
寺島低水護岸その３工事
（株式会社笠原建設）

田辺運輸株式会社
新潟県糸魚川市大字須沢
3828

とび・土工工事業 高田河川国道事務所

10
Ｈ２７黒部管内舗装修繕工事
（鹿島道路株式会社北陸支店）

株式会社辻広組
福井県福井市江守中町8-
18

舗装工事業 富山河川国道事務所

11
平成２７年度千曲川長野管内維持工事
（川中島建設株式会社）

株式会社新開
長野県長野市川中島町原
136-6

とび・土工工事業 千曲川河川事務所

12
栗ノ木道路　地表道路改良その２工事
（株式会社小林組）

落合建設株式会社
新潟県五泉市土掘146-2

とび・土工工事業 新潟国道事務所

13
新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設護岸
築造工事（その２）
（五洋・みらい特定建設工事共同企業体）

新潟建工株式会社
新潟県新潟市中央区柳島
町1-5-1

とび・土工工事業
新潟港湾・空港整備事
務所

14
新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設護岸
築造工事（その２）
（五洋・みらい特定建設工事共同企業体）

有限会社宮澤建設工業
新潟県北蒲原郡聖籠町大
字網代浜字榎1516-2

とび・土工工事業
新潟港湾・空港整備事
務所

15
杉ノ沢第２号砂防堰堤外工事
（新発田建設株式会社）

株式会社新和組
新潟県新発田市米倉１
287

とび・土工工事業 飯豊山系砂防事務所

下請負者表彰受賞者
所在地

専門工事業 事務所名
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選定結果

優良工事における下請負者表彰　（全37件）
優良工事

（元請負者）
下請負者表彰受賞者

所在地
専門工事業 事務所名

16
妙高大橋架替下部工事
（田中産業株式会社）

創伸建設株式会社
新潟県新潟市東区逢谷内
居前454-1

とび・土工工事業 高田河川国道事務所

17
小矢部地区交通安全対策工事
(中越興業株式会社)

山田建設株式会社
富山県砺波市東別所5407

とび・土工工事業 富山河川国道事務所

18
Ｈ２７富山管内橋梁補修工事
(株式会社東城)

株式会社ﾃﾞｰﾛｽ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ
石川県金沢市間明町2-70

とび・土工工事業 富山河川国道事務所

19
新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設護岸
築造工事（その１）
（東洋・あおみ特定建設工事共同企業体）

高橋秋和建設株式会社
秋田県由利本荘市西目町
沼田字弁天前40-198

とび・土工工事業
新潟港湾・空港整備事
務所

20
新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設護岸
築造工事（その１）
（東洋・あおみ特定建設工事共同企業体）

株式会社川武潜水興業
佐賀県藤津郡太良町大字
大津丙975-2

とび・土工工事業
新潟港湾・空港整備事
務所

21
庄川・中野放水路発電所樋管受託工事
（砺波工業株式会社）

たち建設株式会社
富山県砺波市小杉58

とび・土工工事業 富山河川国道事務所

22
関屋分水路河道掘削その１０工事
（株式会社新潟藤田組）

シダチョー建設式会社
新潟県加茂市大郷町1-8-
18

とび・土工工事業 信濃川下流河川事務所

23
関屋分水路河道掘削その１０工事
（株式会社新潟藤田組）

国原建設株式会社
新潟県新潟市江南区茗荷
谷606

とび・土工工事業 信濃川下流河川事務所

24
Ｈ２６小松人工リーフ（その１）工事
（日本海建設株式会社）

伊藤建設株式会社
福井県福井市波寄町5-6

とび・土工工事業 金沢河川国道事務所

25
Ｈ２６小松人工リーフ（その１）工事
（日本海建設株式会社）

有限会社福潜工業
福井県坂井市三国町黒目
20字5-3

とび・土工工事業 金沢河川国道事務所

26
敦賀港（鞠山北地区）防波堤築造工事（そ
の２）
（株式会社半澤組）

株式会社安田建設
福井県敦賀市津内83-5-1

とび・土工工事業 敦賀港湾事務所

27
関南町・上所やすらぎ堤耐震対策工事
（株式会社廣瀨）

秋葉建設興業株式会社
新潟県新潟市秋葉区程島
1962-3

とび・土工工事業 信濃川下流河川事務所

28
柿川放水路排水樋門新設工事
（株式会社福田組）

株式会社西栄建設
新潟県長岡市浦4216-2

とび・土工工事業 信濃川河川事務所

29
柿川放水路排水樋門新設工事
（株式会社福田組）

創伸建設株式会社
新潟県新潟市東区逢谷内
居前454-1

とび・土工工事業 信濃川河川事務所

30
新発田拡幅　中曽根地区舗装工事
（福田道路株式会社　新潟本店）

株式会社長谷川建設
新潟県新発田市真野原外
1471-1

とび・土工工事業 新潟国道事務所
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選定結果

優良工事における下請負者表彰　（全37件）
優良工事

（元請負者）
下請負者表彰受賞者

所在地
専門工事業 事務所名

31
井田川・合場川石田橋付替附帯工事
（株式会社婦中興業）

共和クレーン有限会社
富山県富山市新屋21-1

とび・土工工事業 富山河川国道事務所

32
金沢港（大野地区）防波堤（西）（改良）
築造工事
（株式会社北都組）

株式会社喜多組
石川県輪島市大野町鶴ヶ
池48-1

とび・土工工事業
金沢港湾・空港整備事
務所

33
葛葉下流山腹工その７工事
（北陽建設株式会社）

有限会社西澤特殊
長野県大町市大町4040-
10

とび・土工工事業 松本砂防事務所

34
Ｈ２７　多枝原谷下流砂防堰堤工事用道路
その他工事
（株式会社干場建設）

有限会社清水重建
富山県南砺市岩武新441

とび・土工工事業 立山砂防事務所

35
伏木富山港（伏木地区）岸壁（－１４ｍ）
（改良）耐震工事
（株式会社本間組）

ライト工業株式会社　富
山営業所
富山市堀川町281

とび・土工工事業 伏木富山港湾事務所

36
国道８号　坂東道路工事
（松本建設株式会社）

株式会社旭重機工業
富山県氷見市十二町字潟
中開4322-10

とび・土工工事業 富山河川国道事務所

37
Ｈ２６梯川梯川橋右岸低水護岸工事
（株式会社吉光組）

株式会社北森建設
石川県小松市日末町東
124-１

とび・土工工事業 金沢河川国道事務所
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選定結果

優良工事における下請負者の専任技術者表彰　（全29名）
優良工事

（元請負者）

1
大石西山集水井（ＯＷ－８）その他工事
（会津土建株式会社）

株式会社興和
長坂　勝

さく井工事業 阿賀野川河川事務所

2
国道１７号小栗山道路その１０工事
（井口建設工業株式会社）

大建企業株式会社
岡部　恵二

とび・土工工事業 長岡国道事務所

3
小矢部川・合又川合流点処理工事
（射水建設興業株式会社）

宮窪建設株式会社
石黒　岩雄

とび・土工工事業 富山河川国道事務所

4
荒川縁新田低水護岸災害復旧工事
（株式会社内山組）

株式会社日本建機
須貝　 誠

とび・土工工事業 羽越河川国道事務所

5
栗林築堤護岸工事
（株式会社鹿熊組）

飯山陸送株式会社
月岡　孝夫

とび・土工工事業 千曲川河川事務所

6
Ｈ２７黒部管内舗装修繕工事
（鹿島道路株式会社北陸支店）

株式会社辻広組
横山 雄喜

舗装工事業 富山河川国道事務所

7
平成２７年度千曲川長野管内維持工事
（川中島建設株式会社）

株式会社 新開
新開　真琴

とび・土工工事業 千曲川河川事務所

8
栗ノ木道路　地表道路改良その２工事
（株式会社小林組）

落合建設株式会社
佐藤　裕一

とび・土工工事業 新潟国道事務所

9

新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設護
岸築造工事（その２）
（五洋・みらい特定建設工事共同企業
体）

新潟建工株式会社
佐野耕造

とび・土工工事業
新潟港湾・空港整備
事務所

10

新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設護
岸築造工事（その２）
（五洋・みらい特定建設工事共同企業
体）

有限会社宮澤建設工業
山内正樹

とび・土工工事業
新潟港湾・空港整備
事務所

11
妙高大橋架替下部工事
（田中産業株式会社）

創伸建設株式会社
吉岡朋孝

とび・土工工事業 高田河川国道事務所

12
小矢部地区交通安全対策工事
(中越興業株式会社)

山田建設株式会社
加藤　利作

とび・土工工事業 富山河川国道事務所

13
Ｈ２７富山管内橋梁補修工事
(株式会社東城)

株式会社　ﾃﾞｰﾛｽ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ
久保田　憲

とび・土工工事業 富山河川国道事務所

14

新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設護
岸築造工事（その１）
（東洋・あおみ特定建設工事共同企業
体）

高橋秋和建設株式会社
吉田明弘

とび・土工工事業
新潟港湾・空港整備
事務所

15

新潟港（西港地区）航路泊地付帯施設護
岸築造工事（その１）
（東洋・あおみ特定建設工事共同企業
体）

株式会社川武潜水興業
田崎英徳

とび・土工工事業
新潟港湾・空港整備
事務所

下請負者表彰
受賞専任技術者

専門工事業 事務所名
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選定結果

優良工事における下請負者の専任技術者表彰　（全29名）
優良工事

（元請負者）

下請負者表彰
受賞専任技術者

専門工事業 事務所名

16
庄川・中野放水路発電所樋管受託工事
（砺波工業株式会社）

たち建設株式会社
常本　則幸

とび・土工工事業 富山河川国道事務所

17
Ｈ２６小松人工リーフ（その１）工事
（日本海建設株式会社）

伊藤建設株式会社
金森　力

とび・土工工事業 金沢河川国道事務所

18
Ｈ２６小松人工リーフ（その１）工事
（日本海建設株式会社）

有限会社福潜工業
山本　義哲

とび・土工工事業 金沢河川国道事務所

19
関南町・上所やすらぎ堤耐震対策工事
（株式会社廣瀨）

秋葉建設興業株式会社
佐藤　隆二

とび・土工工事業
信濃川下流河川事務
所

20
柿川放水路排水樋門新設工事
（株式会社福田組）

株式会社西栄建設
西脇　光

とび・土工工事業 信濃川河川事務所

21
柿川放水路排水樋門新設工事
（株式会社福田組）

創伸建設株式会社
小島　陽介

とび・土工工事業 信濃川河川事務所

22
新発田拡幅　中曽根地区舗装工事
（株式会社福田道路　新潟本店）

株式会社長谷川建設
石山　寛

とび・土工工事業 新潟国道事務所

23
井田川・合場川石田橋付替附帯工事
（株式会社婦中興業）

共和クレーン有限会社
吉田　安宏

とび・土工工事業 富山河川国道事務所

24
金沢港（大野地区）防波堤（西）（改
良）築造工事
（株式会社北都組）

株式会社喜多組
中村　哲哉

とび・土工工事業
金沢港湾・空港整備
事務所

25
葛葉下流山腹工その７工事
（北陽建設株式会社）

有限会社　西澤特殊
矢口　順

とび・土工工事業 松本砂防事務所

26
Ｈ２７　多枝原谷下流砂防堰堤工事用道
路その他工事
（株式会社干場建設）

有限会社清水重建
油谷　哲也

とび・土工工事業 立山砂防事務所

27
伏木富山港（伏木地区）岸壁（－１４
ｍ）（改良）耐震工事
（株式会社本間組）

ライト工業株式会社　富山
営業所
沓掛　亮介

とび・土工工事業 伏木富山港湾事務所

28
国道８号　坂東道路工事
（松本建設株式会社）

株式会社旭重機工業
堂田　勝幸

とび・土工工事業 富山河川国道事務所

29
Ｈ２６梯川梯川橋右岸低水護岸工事
（株式会社吉光組）

株式会社北森建設
袖森　孝志

とび・土工工事業 金沢河川国道事務所
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