
北陸地方整備局 

羽越河川国道事務所 

平成２３年７月２０日

資料配付  取り扱い 資料の配付をもって解禁 

 

 

平成２３年度国土交通事業関係功労者等表彰式を開催します 

 

東日本大震災において、過酷な環境のなかで迅速に対応した災害支援（災害対策機器の運営管

理等）を行った企業に対して羽越河川国道事務所長より感謝状を授与することとなりました。 

  また、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。 

 つきましては、災害支援感謝状授与及び羽越河川国道事務所に関係する平成２２年度完成の優

良工事等の表彰伝達式を、下記のとおり実施しますのでお知らせいたします。 

 

 

記 

 

１．日時：平成２３年７月２１日（木） １４：００～１５：００ 

                      （受付開始 １３：３０より） 

 

２．場所：羽越河川国道事務所 １階 契約指導室 

     新潟県村上市藤沢２７－１  ℡（０２５４）６２―３２１１ 

 

３．対象工事等：別紙のとおり 

 

 

 

同時発表記者クラブ 
問い合わせ先 

 新潟日報（村上支局）  

 村上新聞社 

 いわふね新聞社 

国土交通省 北陸地方整備局  

羽越河川国道事務所 

TEL ： 0254-62-3２11（代） 

工事品質管理官  大矢 真二 

（内線３０２） 

 

 



（別紙）

【優良工事等受賞者一覧】

種　　別 受　賞　者　名 工　事　ま　た　は　業　務　名 資料Ｎｏ

優良工事 株式会社　横井組 貝附河道掘削その２工事 1

優良委託業務 株式会社　エコロジ－サイエンス
荒川水系河川水辺の国勢調査（底生動
物）業務

2

優良工事 福田道路株式会社　新潟本店 日沿道　仲間町舗装その２工事 3

優良建設技術者
（工事）

川田建設株式会社　新潟営業所
監理技術者　山本　武生

日沿道　三面川橋床版工事 4

優良建設技術者
（委託業務）

開発技建株式会社
管理技術者　渡邊　雅樹

羽越管内交通事故対策検討業務委託 5

【感謝状授与者一覧】

種　　別 受　賞　者　名 工　事　ま　た　は　業　務　名

株式会社　小池組

株式会社　丸弥組

株式会社　石山建設

局長感謝状
（披露）

北陸パブリツクメンテナンス株式会社 荒川維持管理作業

表 彰 区 分

感
謝
状
授
与

事務所長感謝状

表 彰 区 分

局長表彰
（披露）

優
良
工
事
等

事務所長表彰



番号

事務所名

　 代表取締役　横井　仁 工期

請負金額

工事名 工事場所

羽越河川国道事務所

平成22年度完成　優良工事　［事務所長表彰］ 1

74,865千円村上市古渡路６００番地

新潟県村上市貝附地先貝附河道掘削その２工事

平成22年11月17日
～　平成23年　3月30日まで

選定理由

工事内容

受注者

本工事は、荒川の河道掘削及び左岸高水護岸の河川工事である。曲線区間の護
岸工の施工にあたっては誘導定規の活用によってコンクリ－トブロック張護岸工及
び法留基礎の美観及び通りも良好で出来栄えが良い。また、河道掘削した残土を
新発田市及び胎内市の受け入れ地に搬入するものであり、掘削現場・受け入れ地
の盛土業者と綿密な工程調整を行い、円滑な土砂運搬を実施し無事故で工期内に
完成させた。

河道掘削　　10,,300m3
コンクリ－トブロック張護岸工　　167m
仮設工　　　1式

株式会社　横井組



番号

事務所名

　 代表取締役　大谷内　忠夫 工期

請負金額

工事名

羽越河川国道事務所

平成22年度完成　優良業務　［事務所長表彰］ 2

21,189千円長岡市草生津３丁目５番２５号

荒川水系河川水辺の国勢調査（底生動
物）業務

平成22年 4月 1日
～　平成23年 2月25日まで

選定理由

業務内容

受注者

 荒川においては、かねてから生息がしられていたものの既往の河川水辺調査では
確認されていなかったヤマトシジミ（二枚貝）を、大石ダムにおいてはニクイロシブキ
ツボ（巻き貝）を本調査により初めて確認した。
また、荒川河口でのシロウオの確認調査においては、これまで未整理であった荒川
での基本的な生活史（遡上期・産卵期・産卵箇所など）解明に向けた基礎資料を取
りまとめた。

・荒川における底生動物調査
・大石ダムにおける底生動物調査
・荒川における魚類調査
・大石ダムにおけるプランクトン調査

株式会社　エコロジ－サイエンス



番号

事務所名

　 代表取締役　白井　竹治 工期

請負金額

工事名 工事場所

羽越河川国道事務所

平成22年度完成　優良工事　［局長表彰］ 3

422,415千円新潟市中央区川岸町一丁目５３番地１

新潟県村上市坪根～下相川地先日沿道　仲間町舗装その２工事

平成21年 9月15日
～　平成22年12月28日まで

選定理由

工事内容

受注者

  本工事は、日本海沿岸東北自動車道における舗装工事である。供用を平成２３年
３月に控え、工事工程が非常に厳しい中、多数の工事との工程調整が必要であっ
た。
このような中、綿密な調整・管理を行い、工期内に完成させた。
創意工夫の提案及び新技術の活用等により施工管理、出来形管理、品質管理が
良好であったとともに、無事故で工事を完成させた。
　また、地域貢献として清掃活動を積極的に行ったことから、地元紙にも取り上げら
れ高い評価を得ている。

路体盛土　5,100m3　　　　　　  排水構造物　１式　　　　　 情報BOX　１式
路床盛土工　24,800m3　　　 　植生工　7,470m2　　　　　　伸縮装置工　１式
路床改良工　19,530m2　　　　 踏掛版工　１式　　　　　　　道路付属物工　　　１式
排水性舗装工　21,420m2

福田道路株式会社　新潟本店



番号

事務所名

工 事 名

工事場所

川田建設株式会社　新潟営業所 工 期

新潟市中央区南笹口１－１－５４ 請 負 金 額

　 本工事は、日沿道　三面川に架かる橋長L=236,4mの三面川橋の床版工事である。
　 上部工事の架設中からの施工で且つ、日沿道の供用を控え、舗装工事と輻輳する工程
調整が厳しい中での工事であり、鋼６径間連続非合成少数鈑桁における場所打ＰＣ床版工
であることから、床版工コンクリートのひび割れ防止対策、河川横架橋梁として、鮭、鱒及び
鮎等魚類へのｺﾝｸﾘｰﾄ養生水による河川水質汚濁防止対策が求められる、工程、施工条件
が厳しい困難な工事である。
　 当該技術者は、当該現場及び施工条件に対応した確実なＣＯ打設・ＰＣ施工と管理、上部
工事及び舗装工事と輻輳する中での確実な工程調整と施工・品質管理、適切な環境対策を
行い、品質の高いＰＣ床版を施工した。
　　また、高所作業、夏場の作業、多数釣り人に対する安全対策等について、安全教育を適
切な開催時期・内容により行い、作業員に対する安全意識の高揚を図り、無事故で工事を
完成させた。

新潟県村上市下新保地先～岩沢地先

選定理由

工事内容

技術者

羽越河川国道事務所

平成22年 1月19日
～　平成22年11月10日

226,590千円

橋長　L=236.4m（鋼６径間連続非合成少数鈑桁）
場所打ＰＣ床版工　2,598m2　　　　　飛雪防止柵　１式
伸縮装置　１式　　　　　　　　　　　　　情報ＢＯＸ　１式
排水装置　１式 　　　　　　　　　　　 　耐火防護工　１式
場所打壁高欄工　471m

山本　武生
（監理技術者）

4平成22年度完成　優良建設技術者（工事）　［局長表彰］

日沿道　三面川橋床版工事



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

請負金額

選定理由

16,170千円

平成22年度完成　優良建設技術者（業務）　［局長表彰］

技術者

渡邊　雅樹
（管理技術者）

羽越河川国道事務所

羽越管内交通事故対策検討業務委託

平成22年 7月17日
～　平成23年 3月28日

5

　　本業務は、羽越管内直轄国道を対象に、過去に発生した交通事故データ等を踏
まえて、事故危険区間を抽出するとともに、事故要因分析、対策立案を行うととも
に、過去に実施した事故対策箇所について、効果分析を行ったものである。
  　業務実施にあたり、管内の特徴を詳細に分析して問題点を洗い出し、多角的な
視点から交通事故の効率・効果的な削減が期待できる事故対策を立案した。特に、
H23.3には日沿道の朝日まほろばＩＣまでの開通が予定されてたため、開通後は交通
流動が大きく変化することから、現状の事故データ、交通量データに基づく対策案が
そぐわなくなる可能性があった。この対処方法として、現況交通量配分（日沿道延伸
有り・無し）データを分析して事故危険区間の交通量増減、交差点交通流動変化、
供用後の事故発生件数の推計を行い対策に反映した。
　 これらの対策立案にあたっては、所轄警察・維持出張所との意見交換会、地元勉
強会を提案・実施し、そこで得られた情報を反映するなど対策案の妥当性を確保し、
成果品の品質向上に努めて十分な成果をあげた。
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