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業界紙（実業建設新報社
ケーブルテレビＮＥＴ３）本紙投げ込みを以て解禁

～良質な社会資本整備を目指して～
平成２６年度に完成した
優良工事等事務所長表彰式について

国土交通省 北陸地方整備局 立山砂防事務所
副所長（技術） 福田 光生
総括保全対策官 久保 昌之
電話 ０７６－４８２－１１１１（代表）
FAX ０７６－４８２－１１０１

お 問 い 合 わ せ 先

立山砂防事務所

〒930-1405 富山県中新川郡立山町芦峅寺字ブナ坂61番地
http://www.hrr.mlit.go.jp/tateyama/index.html 

国土交通省北陸地方整備局QRコードはこちら

優良工事等の表彰は、北陸地方整備局立山砂防事務所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。

つきましては、平成２６年度完成の優良工事等について選定し、下記のとおり表彰式を実施しま
すのでお知らせします。

また、７月１７日に行われました優良工事等の局長表彰の披露も行います。

日 時 ： 平成２７年７月２１日（火） １１時００分～１２時００分
場 所 ： 国土交通省北陸地方整備局立山砂防事務所２階会議室

次 第 ： 別紙のとおり

○事務所長表彰

１．優良工事
辻建設株式会社 「Ｈ２６ 滝谷第１号砂防堰堤及び工事用道路工事」

２．優良建設技術者（工事）
辻建設株式会社 「佐伯 勉（監理技術者、現場代理人）」

３．優良委託業務
八千代エンジニヤリング株式会社 北陸支店 「平成２６年度鬼ヶ城砂防堰堤改築計画検討業務」

４．優良建設技術者（委託業務）

八千代エンジニヤリング株式会社 北陸支店 「池田 誠（管理技術者） 」

○局長表彰披露

１．優良工事
砺波工業株式会社 「Ｈ２６ 天鳥砂防堰堤補強工事」

２．優良建設技術者（工事）
砺波工業株式会社 「島田 昌明（監理技術者、現場代理人）」

３．優良委託業務
株式会社建設技術研究所 北陸支社 「平成２６年度金山谷上流砂防堰堤詳細設計業務」

４．優良建設技術者（委託業務）
株式会社建設技術研究所 北陸支社 「金野 崇史（管理技術者） 」





番号

事務所名

工期

請負金額

工事名 工事場所

平成２６年度完成　優良工事　［事務所長表彰］ 1

受注者

　辻建設　株式会社 立山砂防事務所

  代表取締役社長　辻　明信
平成２６年３月６日

～　平成２６年１０月３１日

　富山県富山市内幸町６番１号 １５７,０３２千円

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、平均河床勾配が約
1/4で少量の降雨でも土石流及び土砂崩壊等の発生が危惧され、かつ、V字谷の
非常に狭隘な場所での作業となり、非常に厳しい現場条件であった。あわせて、湯
川及び滝谷上流部への工事用道路の新設もある立山カルデラ内での広範囲にわ
たる工事であり、上山の６月から下山の10月末までの約５ヶ月間と限定された作業
期間で、カルデラ内に合宿しながらの工事であった。
　このような条件のもとで、砂防堰堤工事の品質管理上、最も重要であるコンクリー
ト工で確実な品質を確保するための創意工夫を行ったほか、適確な施工計画・仮
設計画を立案するなど、施工管理全般において非常に優れていた。また、カルデラ
を訪れる一般者や作業員の家族などを対象とした取り組みも積極的に行うなど、社
会的な貢献度も高かった。

H26 滝谷第１号砂防堰堤及び工事用
道路工事

富山県中新川郡立山町芦峅寺地先
富山県富山市有峰地先

工事内容

　本工事は、常願寺川のカルデラ上流部を流れる湯川左支川の滝谷において、生産土砂抑制及び河床堆積不安定土砂の流出防
止を目的とした砂防堰堤、並びに湯川及び滝谷上流部への工事用道路を新設する工事である。
　・砂防土工　１式
　・地盤改良　１式
　・コンクリート堰堤本体工　Ｖ＝1,606m3
　・仮設工　１式
　・道路土工　１式
　・法面工　Ａ＝2,290m2
　・舗装工　Ａ＝1,050m2

完成写真 
2 
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2

　本工事は、常願寺川のカルデラ上流部を流れる湯川左支川の滝谷において、生
産土砂抑制及び河床堆積不安定土砂の流出防止を目的とした、砂防堰堤並びに
湯川及び滝谷上流部への工事用道路を新設する工事である。当該技術者は、急峻
で危険が伴う現場条件の上、湯川及び滝谷上流部への工事用道路の新設もある
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、品質向上や安全対策等に係る創意工夫を積極的に行いな
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。

佐伯　 勉
（監理技術者）
（現場代理人）

平成２６年度完成　優良建設技術者（工事）　［事務所長表彰］

立山砂防事務所

技術者

富山県中新川郡立山町芦峅寺地先
富山県富山市有峰地先

H26 滝谷第１号砂防堰堤及び工事用道
路工事

選定理由

工事内容

平成２６年３月６日
～　平成２６年１０月３１日

１５７，０３２千円

　本工事は、常願寺川のカルデラ上流部を流れる湯川左支川の滝谷において、生
産土砂抑制及び河床堆積不安定土砂の流出防止を目的とした砂防堰堤、並びに
湯川及び滝谷上流部への工事用道路を新設する工事である。
　・砂防土工　１式
　・地盤改良　１式
　・コンクリート堰堤本体工　Ｖ＝1,606m3
　・仮設工　１式
　・道路土工　１式
　・法面工　Ａ＝2,290m2
　・舗装工　Ａ＝1,050m2

辻建設　株式会社

　富山県富山市内幸町６番１号

取付道路 三角フェンス 1．高善寺工区 ２．.八日町工区 ３．黒瀬工区 

15



番号

事務所名

業務名

工期

請負金額

選定理由

3平成２６年度完成　優良委託業務　［事務所長表彰］

受注者

八千代エンジニアリング株式会社　北
陸支店

立山砂防事務所

１２，９６０千円

平成２６年度鬼ヶ城砂防堰堤改築計画検
討業務

　本業務は、崩壊地直下に位置し、老朽化の著しい鬼ヶ城砂防堰堤について補強対策
の予備設計を行うものである。
　鬼ヶ城砂防堰堤は、顕著な老朽化、右岸側崩壊地の存在、対象流量が大きいことな
ど、改築設計に対する課題が多い。また、その規模の大きさより改築に係わる費用、
期間も相当かかるものと想定された。
　課題解決に向け既往検討結果を踏まえ、今年度実施すべき最も効果的な調査計画
等を提案し本検討に反映させることにより適切な検討を行った。
　また、検討を行う上で、落石シミュレーション、水理模型実験の解析等新たな手法を
用いて検討し、課題解決に取り組んだ。

平成２６年５月２８日
～　平成２６年１２月２６日

　支店長　光永　修

新潟県新潟市中央区万代１丁目１
番地１号

12



番号

事務所名

業務名

工期

請負金額

技術者

池田 　誠
（管理技術者）

4

　本業務は、立山砂防の基幹堰堤（Ｈ＝２５ｍ）であり、崩壊地直下に位置し、老朽
化の著しい鬼ヶ城砂防堰堤について補強対策の予備設計を行うものである。
　鬼ヶ城砂防堰堤は、老朽化が激しく、安定性も不十分な上、右岸大崩壊地の存
在、対象流量が大きいことなど、改築設計に対する課題が多い。また、その規模の
大きさより改築に係わる費用、期間も長期間必要と想定された。
　改築計画については、課題解決に向け既往検討結果をにとらわれず広い視点で
の洗い出し、広範な計画を提案した。また、計画を検討するための条件について
は、既往水理模型実験結果の新たな解析や落石シミュレーション等、新たな視点で
絞り込み、合理的に課題解決に取り組んだ。

平成２６年度完成　優良建設技術者（業務）　［事務所長表彰］

立山砂防事務所

平成２６年５月２８日
～　平成２６年１２月２６日

　八千代エンジニアリング株式会社
　北陸支店

　新潟県新潟市中央区万代１丁目１
番地１号

平成２６年度鬼ヶ城砂防堰堤改築計画
検討業務

選定理由

１２，９６０千円

取付道路 三角フェンス 

18



番号

事務所名

工期

請負金額

工事名 工事場所

選定理由

　本工事は老朽化・損傷が著しい天鳥砂防堰堤（昭和53年竣工)の補強工事であ
る。
　施工箇所は、常願寺川本川において両岸斜面が切り立った急峻な渓流地形を形
成し、豪雪地域であり６ヶ月程度の限られた期間での施工となるため、出水期中の
半川仮締切による施工が余儀なくされる厳しい施工環境である。この厳しい制約の
中、現場特性に合わせた安全対策を図るとともに各種技術提案を積極的に行ない
良好な出来形・品質を確保し、無事故で工事を完了させた。
　また、上流域の運搬道路が被災寸断したことに伴い、当該工事において迅速に
応急復旧道路を構築し上流域へのアクセスを確保し事業全体の進捗にも寄与し、
環境保全・美化に対する姿勢も顕著であった。

H26　天鳥砂防堰堤補強工事 富山県中新川郡立山町芦峅寺地先

工事内容

【ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工】　 ｺﾝｸﾘｰﾄ副堰堤工　 V=109ｍ3
　　　　　　　　　　　  堤冠保護       　　  A=90ｍ2
　　　　　　　 　　　　 水叩工 　　　　　 　 V=155ｍ3
                           水叩き間詰工 V=21ｍ3
【地盤改良工】　　   薬液注入          　　N=86本（V＝170,510ℓ）
【構造物撤去工】　  ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し  V=45ｍ3
【仮設工】　　　　　　１式
【応急復旧工】　　　１式

平成２６年度完成　優良工事　［局長表彰］ 5

受注者

　砺波工業株式会社 立山砂防事務所

　代表取締役　上田　信和
平成26年　3月25日

～　平成26年12月19日

　富山県砺波市中央町3番21号 １２４,３６２千円

完成写真 
2 
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工 期
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6

　本工事は老朽化・損傷が著しい天鳥砂防堰堤（昭和53年竣工)の補強工事であ
る。
　当該技術者は、異常気象による大量出水に迅速な対応が出来る安全対策を講
じ、徹底した安全管理の基、工事を無事故・無災害で完成させた。施工にあたって
は、工事目的を理解し河川締切特有である上流からの流水処理対策で効果的な提
案を行い、地盤改良効果の向上を図る等、創意工夫を行った排水計画によって、品
質・出来形を確保し良質な工事を完遂させたその功績は評価に値する。

島田　昌明
（監理技術者）
（現場代理人）

平成２６年度完成　優良建設技術者（工事）　［局長表彰］

立山砂防事務所

技術者
富山県中新川郡立山町芦峅寺地先

H26 天鳥砂防堰堤補強工事

選定理由

工事内容

平成26年　3月25日
～　平成26年12月19日

１２４，３６２千円

【ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工】　 ｺﾝｸﾘｰﾄ副堰堤工　 V=109ｍ3
　　　　　　　　　　　  堤冠保護       　　  A=90ｍ2
　　　　　　　 　　　　 水叩工 　　　　　 　 V=155ｍ3
                           水叩き間詰工 V=21ｍ3
【地盤改良工】　　   薬液注入          　　N=86本（V＝170,510ℓ）
【構造物撤去工】　  ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し  V=45ｍ3
【仮設工】　　　　　　１式
【応急復旧工】　　　１式

　砺波工業株式会社

　富山県砺波市中央町3番21号

15



番号

事務所名

業務名

工期

請負金額

選定理由

7平成２６年度完成　優良委託業務　［局長表彰］

受注者

株式会社　建設技術研究所　北陸支社 立山砂防事務所

２３，２４１．６千円

平成２６年度金山谷上流砂防堰堤詳細
設計業務

　本業務は、予備設計で検討された砂防堰堤の基本諸元により、設計図書に基づく設
計条件及び詳細設計に必要な測量調査資料、地質調査資料等を確認するとともに、
水理模型実験を実施のうえ、土石流の移動実態を踏まえた砂防堰堤の詳細設計を実
施するものである。
　対象地は、滝状の上流部と扇状地との勾配差が大きく、流路幅も大幅に拡大する特
異な地形となっており、複雑な土砂移動現象が想定された。砂防施設機能を十分に発
揮させるために複雑な土砂移動現象・堆積状況を水理模型実験によって再現すること
によって、現象把握と堰堤の機能検証を的確に行った。さらに実験結果を活用した堰
堤の機能分類によるコスト縮減策の提案を積極的に行った。
　また、検討の実施にあたり、砂防施設設計、水理模型実験に関する広範な知識や蓄
積された高度な技術力に基づく提案を行うとともに、職員に分かりやすい資料を作成し
所内合意を得るなど適切に対処した。

平成２６年　９月１２日
～　平成２７年　２月２７日

　支社長　大川　重雄

新潟県新潟市中央区万代４丁目４
番２７号

12



番号

事務所名

業務名

工期

請負金額

技術者

金野　崇史
（管理技術者）

8

　本業務は、常願寺川上流に位置する立山カルデラ・湯川の支川における砂防堰
堤の設計を実施したものである。
　施設の計画位置は、鳶山の崩壊土砂が堆積した台地であり、地質は複雑で、地
形も滝状の上流部とダムサイトの扇状地との勾配差が大きく、流路幅も大幅に拡大
する特異な地形となっており、複雑な土砂移動現象が想定された。
　設計にあたっては、砂防施設機能を十分に発揮させるために、複雑な土砂移動現
象・堆積状況を水理模型実験によって再現することによって、現象把握と堰堤の機
能検証を的確に行った。さらに実験結果を活用した堰堤の機能分類によるコスト縮
減策の提案を行い合理的な設計とした。
　検討にあたり、地質、砂防施設設計、水理模型実験に及ぶ広範で高度な技術力
に基づく提案を行うとともに、職員との現地合同調査も含め職員に理解しやすい資
料作成と合意形成に努め、優れた業務成果が得られた。

平成２６年度完成　優良建設技術者（業務）　［局長表彰］

立山砂防事務所

平成２６年　９月１２日
～　平成２７年　２月２７日

　株式会社　建設技術研究所　北陸
支社

 
　新潟県新潟市中央区万代４丁目４
番２７号

平成２６年度金山谷上流砂防堰堤詳細
設計業務

選定理由

２３，２４１．６千円

取付道路 三角フェンス 

18


