
 

 

 

平成２３年７月１４日（木） 

国土交通省 関東地方整備局 

宇都宮国道事務所 

 

 

 

 

 

 

 国土交通省宇都宮国道事務所は、平成２２年度に完成した工事及び完了し

た業務の中で特に優れた成績を収めた工事、業務、技術者等について、  

平成２２年度優良工事等の事務所長表彰式を下記により執り行います。 

記 

１．日   時  ：平成２３年７月１９日（火） １０時から 

２．開催場所  ：国土交通省 宇都宮国道事務所 会議室 

 （栃木県宇都宮市平松町５０４） 

３．表彰件数等 ： 

  （１）優良工事関係（対象工事件数 ５１件） 

・優良工事 ４件 

・優秀工事技術者 ３名 

・難工事功労表彰 ２社 

・優良下請企業表彰及び優秀下請技術者 １社及び１名 

（２）優良業務関係（対象業務件数 ４５件） 

・優良業務及び優秀技術者 ３件及び３名 

  ※表彰式は、マスコミ関係者に公開で開催します。 

発表記者クラブ 

栃木県政記者クラブ 

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会 

問い合わせ先 

国土交通省 関東地方整備局 宇都宮国道事務所 TEL 028-638-2181（代表） 

副  所  長：廣瀬 一志（ひろせ かずし ） 

工事品質管理官：鹿島 秀昭（かしま ひであき） 

解禁日時：平成２３年７月１９日 １３時

記者発表資料 

平成 22 年度 宇都宮国道事務所 

優良工事等の表彰について 
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【会場案内図】 

 

 

 

 

 

 

＜宇都宮国道事務所 案内図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜駐車場案内図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 表彰式は、マスコミ関係者に公開で開催します。 

・ 取材にお越しの際は、総務課で受付をお願いします。（正面玄関より左手側）

・ 撮影等は、式の進行の妨げとならないようお願いします。 

・ 駐車場は庁舎敷地内にあります。 

来客者優先区画（１６台）

  東側

国 道
４ 号

平松町

国
道
　
号
123

庁

舎
玄
関

表彰式会場　２階会議室

東京

福 島 
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【優良工事等表彰の一覧】 
 

■宇都宮国道事務所長表彰     【別表－１】 

 

（優良工事） 

 工事名 業者名 

1 
４ごうばばちくかいりょうほそうこうじ こくしんけんせつ かぶしきがいしゃ 

４号馬場地区改良舗装工事 剋真建設株式会社 

2 
こくぶんじかんないこうつうあんぜんたいさくこうじ かわかみけんせつ かぶしきがいしゃ 

国分寺管内交通安全対策工事 川上建設株式会社 

3 
Ｈ２１しんとねがわばしうがんたいしんほきょうこうじ とうてつこうぎょう かぶしきがいしゃ さいたましてん 

Ｈ２１新利根川橋右岸耐震補強工事 東鉄工業株式会社 埼玉支店 

4 
おやましゅっちょうじょかんないでんせんきょうどうこうろめんふっきゅうこうじ やまぎくかいはつ かぶしきがいしゃ 

小山出張所管内電線共同溝路面復旧工事 山菊開発株式会社 

 

（優秀工事技術者） 

 工事名 業者名 技術者名 

1 
４ごうばばちくかいりょうほそうこうじ こくしんけんせつ かぶしきがいしゃ せきぐち かずひと 

４号馬場地区改良舗装工事 剋真建設株式会社 関口 一仁 

2 
こくぶんじかんないこうつうあんぜんたいさくこうじ かわかみけんせつつ かぶしきがいしゃ こじま さとる 

国分寺管内交通安全対策工事 川上建設株式会社 小島 聡 

3 
Ｈ２１しんとねがわばしうがんたいしんほきょうこうじ とうてつこうぎょう かぶしきがいしゃ さいたましてん おちあい たろう 

Ｈ２１新利根川橋右岸耐震補強工事 東鉄工業株式会社 埼玉支店 落合 太郎 

 

（難工事功労表彰） 

 工事名 業者名 

1 
とねがわしんばしきょうきゃくほきょうこうじ かぶしきがいしゃ しまむらこうぎょう 

利根川新橋橋脚補強工事 株式会社島村工業 

2 
Ｈ２１しんとねがわばしさがんたいしんほきょうこうじ かぶしきがいしゃ あらいぐみ とうきょうしてん 

Ｈ２１新利根川橋左岸耐震補強工事 株式会社新井組 東京支店 
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（優良下請企業及び優秀下請技術者） 

 工事名 

（元請業者名） 
業者名 技術者名 

1 

にしなすのでんせんきょうどうこう（のぼり）こうじ   

西那須野電線共同溝（上り）工事 やながわこうぎょう かぶしきがいしゃ つかもと  ゆうさく 

ふじたどうろ かぶしきがいしゃ しゅとけんしてん 柳川工業株式会社 塚本 雄策 

フジタ道路株式会社 首都圏支店   

 

（優良業務及び優秀技術者） 

 業務名 業者名 技術者名 

1 

Ｈ２２どうろかんりしりょうせっけいぎょうむ だいにっぽんこんさるたんと とうきょうししゃ でぐち あきお 

Ｈ２２道路管理資料設計業務 
大日本コンサルタント株式会社 

 東京支社 

出口 明男 

2 

Ｈ２２かんないきょうりょうほしゅうせっけいぎょうむ かぶしきがいしゃ おりえんたるこんさるたんつ とちぎじむしょ ひろせ ともあき 

Ｈ２２管内橋梁補修設計業務 
株式会社オリエンタルコンサルタンツ 

 栃木事務所 

広瀬 知晃 

3 

Ｈ２２こがちくどうろきゅうけいしせつしょうさいせっけいぎょうむ かぶしきがいしゃ えいとにほんぎじゅつかいはつ とうきょうししゃ ちだ てつや 

Ｈ２２古河地区道路休憩施設詳細設計業務
株式会社エイト日本技術開発 

 東京支社 

千田 哲哉 
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■関東地方整備局長表彰      【別表－２】 

 

（優良工事） 

 工事名 業者名 

1 
にしなすのでんせんきょうどうこう（のぼり）こうじ ふじたどうろ かぶしきがいしゃ しゅとけんしてん 

西那須野電線共同溝（上り）工事 フジタ道路株式会社 首都圏支店 

2 
しんぼりちくきょうりょうたいしんほきょうこうじ いわさわけんせつ かぶしきがいしゃ 

新堀地区橋梁耐震補強工事 岩澤建設株式会社 

 

（優秀工事技術者） 

 工事名 業者名 技術者名 

1 
にしなすのでんせんきょうどうこう（のぼり）こうじ ふじたどうろ かぶしきがいしゃ しゅとけんしてん かしわぎ たけし 

西那須野電線共同溝（上り）工事 フジタ道路株式会社 首都圏支店 柏木 毅 

2 
しんぼりちくきょうりょうたいしんほきょうこうじ いわさわけんせつ かぶしきがいしゃ ながい せいじ 

新堀地区橋梁耐震補強工事 岩澤建設株式会社 永井 誠司 

 

（優良業務及び優秀技術者） 

 業務名 業者名 技術者名 

1 

Ｈ２２こくどう４ごうけんほくどうろけんとうぎょうむ やちよえんじにやりんぐ かぶしきがいしゃ かんとうせんたー しまぶくろ さとし 

Ｈ２２国道４号県北道路検討業務 
八千代エンジニヤリング株式会社 

 関東センター 

島袋 哲 
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■平成 22 年度 宇都宮国道事務所 優良工事等表彰 

【表彰の概要】 

○国土交通省宇都宮国道事務所は、栃木県内及び茨城県内の一部区間を含む国道４号、

新４号国道、国道５０号の改築及び管理を担当しており、各種の工事並びに設計業務委

託等を実施しています。 

 

○宇都宮国道事務所が発注し、平成２２年度に完成した工事（５１件）及び完了した業務委

託 （４５件）のうち、その成績が特に優秀で他の模範となる工事及び業務委託の事務所

長表彰を行うものです。事務所長表彰の対象は【別表―１】のとおりです。 

 

○なお、優良工事等の関東地方整備局長表彰は 7 月 14 日に行われました。宇都宮国道事

務所に関係する工事及び業務委託の局長表彰は【別表―２】のとおりです。 

 

○優良工事、優秀工事技術者、優良下請企業及び優秀下請技術者、難工事功労表彰の

工事で表彰された場合は、総合評価方式等において企業の技術力評価が優位になりま

す。また、優良業務表彰及び優秀技術者表彰を受賞した場合、それぞれ企業及び担当

技術者の技術力評価が優位になります。 

 

【平成２２年度 優良工事等の表彰について】 

１．目的 

（優良工事表彰）  

  優良工事表彰は、宇都宮国道事務所の工事を受注し、その施工が優秀であって他の模

範とするに足るものを表彰することにより、技術の向上及び円滑な事業の推進に資することを

目的とした制度です。 

 

（優秀工事技術者表彰） 

  優秀工事技術者表彰は、宇都宮国道事務所の工事を担当した現場代理人及び主任（監

理）技術者の中から表彰を行うことにより、技術者の誇りと資質の向上を図り、もって円滑な事

業の推進に資することを目的とした制度です。 

 

（難工事功労表彰）  

  社会条件やマネジメント特性の厳しい工事を対象とした「難工事指定」試行対象工事のうち、

施工が良好で他の模範とするに足りるものを表彰することにより、技術の向上及び円滑な事業

の推進に資することを目的とした制度です。 

 

（優良下請企業及び優秀下請技術者） 

 優良下請企業及び優秀下請技術者は、宇都宮国道事務所発注の工事を担当した下請企
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業び当該下請企業の担当技術者の中から表彰を行うことにより、下請企業の技術の向上及

び円滑な事業の推進を図り、もって建設業の健全な発展に資することを目的とした制度です。 

 

（優良業務及び優秀技術者表彰） 

  優良業務及び優秀技術者表彰は、宇都宮国道事務所の業務を受注し、その成果及び業

務への取り組み方が優秀であり他の模範となるものを表彰することにより、技術力の向上及び

円滑な事業の推進に資することを目的とした制度です。 

 

２．選定方法 

 平成２２年度に完成した工事及び完了した業務の中から、「優良工事・業務等推薦委員会」

において、厳正なる審査を行い選定しています。 

 

３．選定方針 

（優良工事） 

１）当該工事の成績が優良なもの又はその功績が顕著なもの。 

２）審査は工事の難易度、創意工夫、安全対策への取り組み等を重点に選定。 

 

（優秀工事技術者） 

１）当該工事技術者の担当した工事が優良であり、かつ、工事中における当該工事技術者の

功績が顕著なもの。 

２）審査は管理能力、技術能力、仕事に対する積極性、誠実性等を重点に選定。 

 

（難工事功労表彰） 

１）「難工事指定」試行対象工事のうち、当該工事が良好で、その功績が顕著なもの。 

 

（優良下請企業及び優秀下請技術者） 

１）下請として担当した当該工事の品質、出来ばえ等が優秀なもの、かつ、工事中における当

該工事技術者の功績が顕著な者の中から選定。 

 

（優良業務及び優秀技術者） 

１）業務計画段階から全体を掌握し、優れた企画力を発揮、積極的で斬新な提案を行うなど

創意工夫がみられるもの。 

２）解析手法、設計条件等を適正に定め、最終案決定に至った経過を要領よく取りまとめてあ

るもの。 

３）技術的に高度で複雑な業務を遂行し、優良な成果として取りまとめてあるもの。 
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参考資料

 

 

 

 

 

国土交通省 関東地方整備局 宇都宮国道事務所 

 

 

平成 22 年度優良工事等の事務所長表彰について 

 

 

 

記者発表資料（参考資料） 

 

 

 

優良工事及び優秀工事技術者事務所長表彰の概要 

優良下請企業及び優秀下請技術者表彰の概要 

優良業務及び優秀技術者事務所長表彰の概要 
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優良工事及び優秀工事技術者局長・事務所長表彰の概要及び表彰理由 工事番号-1

ふりがな

ふりがな

業者名

技術者名
監理技術者

こくしんけんせつ　かぶしきがいしゃ

剋真建設　株式会社

せきぐち　かずひと

職種
仁

ふりがな

事務所名

（至） 平成23年3月31日

技術者名

工事名

工　期

監理技術者

宇都宮国道事務所

４ごうばばちくかいりょうほそうこうじ

職種

（自） 平成22年7月14日

関口　一仁

４号馬場地区改良舗装工事

事務所名

工事概要

宇都宮国道事務所

　本工事は国道４号氏家矢板バイパスの４車線化の工事であり、さくら市馬場地区の
１．１ｋｍの区間で改良および舗装工事を行ったものである。

　本工事は国道４号氏家バイパスの４車線化の工事で、本工事区間は現道の東側に新
しく２車線を新設し、最後に新設した車線に交通を切回すものである。工事は常設作業
帯での施工が大部分を占めるが、交通量が多くかつ大型車混入率が高いことから、安
全対策に十分な配慮が必要な現場である このため 請負業者は現道交通を安全に確

表彰理由
【工事】

全対策に十分な配慮が必要な現場である。このため、請負業者は現道交通を安全に確
保しつつ、施工が安全に行える方法を検討し積極的に提案を行った。
　また、冬期のアスファルト舗設であったことから、アスファルト混合所からの温度低下
を考慮して出荷時の温度設定を細かくチェックし、現場で適切な温度による施工が出来
るよう品質管理に努めた。
　さらに、東日本大震災の影響で燃料やアスファルトの入手が困難であったにも関わら
ず、燃料等の手配に最後まで奔走しながらも無事工期内に工事を完了させた。

表彰理由
【技術者】

　本工事の施工にあたっては、占用物件の移設協議や占用企業者との工程調整、また
道路の切回しにあたっては所轄警察署との調整など適切に実施し計画通りの施工を
行った。
 また、本工事区間は小学校の通学路に指定されていることから、道路切回しに伴う通
学路の確保について学校関係者と密に調整を図り事故の防止に努めた。
　これらの関係機関との調整および計画の立案は監理技術者が中心に行っており、各
機関からの要望なども速やかに現場施工に反映させるなど監理能力の高さが伺える。

完成又は施工状況写真
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優良工事及び優秀工事技術者局長・事務所長表彰の概要及び表彰理由 工事番号-2

ふりがな

ふりがな

かわかみけんせつ　かぶしきがいしゃ

川上建設　株式会社

こじま　さとる

職種 監理技術者
島

業者名

技術者名

ふりがな こくぶんじかんない こうつうあんぜんたいさくこうじ

職種 監理技術者

（自）

宇都宮国道事務所事務所名

平成22年9月15日 （至） 平成23年3月31日

小島　聡

国分寺管内交通安全対策工事

技術者名

工事名

工　期

　本工事は、施工箇所が広範囲に点在するとともに、沿道が住宅や商業施設が連なる
地域で交通量が多く多様な交通規制を伴ううえ、工種も多岐にわたる工事である。請負

　本工事は、国道４号及び新４号における道路利用者の安全性向上を目的に、交通事
故多発箇所への標識設置や視線誘導標・区画線等設置の他、自転車道と歩道を分離
するための歩道整備工事、駅周辺における視覚障害者誘導標示等を行った工事であ
る。

宇都宮国道事務所事務所名

工事概要

地域で交通量が多く多様な交通規制を伴ううえ、工種も多岐にわたる工事である。請負
業者は工事の安全対策として高輝度看板やＬＥＤライトを採用するなど創意工夫を図る
とともに、沿道住民にはチラシの配布と併せて直接工事説明するなど、地元や関係機
関との調整を適切に行い、綿密な工程管理により工期延期することなく無事故で工事を
完成させた。
　また、多岐にわたる工種についても日常の出来形管理を適時・的確に行うとともに、
品質についてもバラツキが少なく工事全般について優れた施工がなされた。

表彰理由
【工事】

表彰理由
【技術者】

　本工事は、沿道が住宅や商業施設が連なる地域であったが、現場状況を十分把握し
たうえで、監督職員との連絡調整を密にしながら、沿道住民にはチラシの配布と併せて
直接工事説明を行うなどコミュニケーションの向上に努め、工事に対する苦情・トラブル
も無く工事を完成させた。
　また、作業条件の異なる多岐にわたる工種に対しても、監理技術者として日常の出来
形管理を適時・的確に行うとともに、施工体制や施工状況を十分に把握するなど施工

完成又は施工状況写真

【技術者】
形管理を適時 的確に行うとともに、施工体制や施工状況を十分に把握するなど施工
管理も適切に行われた。
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優良工事及び優秀工事技術者局長・事務所長表彰の概要及び表彰理由 工事番号-3

ふりがな

ふりがな

とうてつこうぎょう　かぶしきがいしゃ　さいたましてん

東鉄工業 株式会社　埼玉支店

おちあい　たろう

職種 監理技術者
落合 太郎

業者名

技術者名

ふりがな Ｈ２１しんとねがわばしうがんたいしんほきょうこうじ

職種 監理技術者

（自）

宇都宮国道事務所事務所名

平成21年9月4日 （至） 平成22年6月5日

落合　太郎

H２１新利根川橋右岸耐震補強工事

技術者名

工事名

工　期

　本工事箇所は、利根川を渡河する橋梁であり、施工実施に向けて河川管理者との協
議を密に実施したことにより円滑に施工に努めた。
　施工にあたっては、現地調査を十分に行い既設構造物への配慮した施工計画を提案
し 更に品質管理として寒中コンクリートの施工において ひび割れの発生を抑える為

本工事は、一般国道４号（新４号）新利根川橋の橋脚２基について耐震補強を行う工事
である。主な工事としては、ＲＣ橋脚巻立て補強工、ＲＣ増厚工、工事用道路工、仮橋・
仮桟橋工、土留・仮締切工である。

宇都宮国道事務所事務所名

工事概要

し、更に品質管理として寒中コンクリートの施工において、ひび割れの発生を抑える為
の工夫として温風加熱を長時間行う等の安定した養生を行い、工期延期もなく良好な
品質を確保した。表彰理由

【工事】

表彰理由
【技術者】

　監理技術者は、施工実施に向けて河川管理者との協議を密に行い、円滑に施工を進
めた。創意工夫として、寒中コンクリートの施工に向けて、ひび割れの発生を抑える為
の工夫として温風加熱を長時間行うなど、安定した養生により良好な品質確保に努め
た。

完成又は施工状況写真
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優良工事及び優秀工事技術者局長・事務所長表彰の概要及び表彰理由 工事番号-4

ふりがな

ふりがな

ふりがな

業者名

技術者名

工事名

工　期

小山出張所管内電線共同溝路面復旧工事

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

　本工事は、電線共同溝敷設完了に伴う路面復旧工事で工事箇所が２箇所（野木地
区、間々田地区）に点在した工事である。
　工事を施工にあたり、現地調査を十分に行い舗装構成の見直し等を施工計画に的確
に反映させ、更に２箇所に点在した施工を２班体制で綿密な工程管理により工期内で
工事を完成させた。施工においては、沿道環境として人家連担地域で夜間施工となる
ことから、事前に沿道住民への十分な周知により、苦情無く工事を完了させた。更に、
アスファルト舗装の冬期施工については、適切な温度管理、品質管理により施工を行
い良好な品質を確保した。

　本工事は、国道４号の電線共同溝工事完了に伴う、路面復旧工事である。主な工種
としては、コンクリート版の打換及び切削オーバーレイの工事である。

宇都宮国道事務所

（自） 平成22年10月14日 （至） 平成23年2月28日

やまぎくかいはつ　かぶしきがいしゃ

おやましゅっちょうじょかんないでんせんきょうどうこうろめんふっきゅうこうじ

山菊開発　株式会社

職種

完成又は施工状況写真

施工箇所（野木地区） 施工箇所（間々田地区）

表彰理由
【技術者】
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優良下請企業及び優秀下請技術者事務所長表彰の概要及び表彰理由

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

柳川　悟

主任技術者

つかもと　　ゆうさく

¥  29,925,000.- 

埼玉県所沢市下富１１０８－２　

　本業者は、交通量の多い現場において重点的安全対策を実践するため、事前打合せ
に基づく現地ＫＹ、地下埋設物の手掘確認、元請業者の推進する「安全宣言活動」の実
施を徹底し、無事故無災害での工事竣工に貢献した。
　電線共同溝工の施工にあたっては、計画工程を遵守し、品質管理については管路の
土被り及び導通性を確保するために掘削深さや管の挿入長を日々管理するなど、施工
管理を適切に行った。
　また、管路及びプレキャストボックスを精度良く据えるとともに、横巻出しダンプによる
埋戻し、及び情報Box用鉄蓋のハイジャスター工法の新技術を採用し、品質確保に努
めた。

塚本　雄策

にしなすのでんせんきょうどうこう（のぼり）こうじ

西那須野電線共同溝（上り）工事

事務所名

下請工事概要

優良下請
表彰理由
【工事】

特筆すべき
事項

工事概要

　電線共同溝の施工にあたり、下請企業として卓越した専門技術を発揮し、工事の品質
確保に努めた。
　主任技術者をはじめ各々の作業従事者が品質確保及び安全管理に積極的に取組
み、施工中の事故や沿道からの苦情もなく、良質な施工に貢献した。

　開削土工（掘削、埋戻）、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工、管路工、舗装仮復旧の施工。

宇都宮国道事務所

　本工事は、国道４号栃木県那須塩原市三島から那須塩原市西富山地先の上り線に
おいて電線共同溝を設置するものである。
　主な工種は電線共同溝工、開削土工、舗装仮復旧工である。

下請住所

下請請負金額

下請代表者名

職名

下請技術者名

工事名

ふじたどうろ　　　　　　かぶしきがいしゃ

元請業者名 フジタ道路　株式会社

やながわ　　さとる

下請工事種別 とび・土工・コンクリート工事、ほ装工事

下請業者名

やながわこうぎょう   かぶしきがいしゃ

柳川工業　株式会社
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優良業務及び優秀技術者局長・事務所長表彰の概要及び表彰理由 番号-1

ふりがな

ふりがな

管理技術者

でぐち　あきお

職種

だいにっぽんこんさるたんと　かぶしきがいしゃ　とうきょうししゃ

業者名 大日本コンサルタント　株式会社　東京支社

ふりがな

業務名

履行期限 （至）（自） 平成22年7月23日

管理技術者職種
出口　明男

Ｈ２２道路管理資料設計業務

事務所名

技術者名

Ｈ２２どうろかんりしりょうせっけいぎょうむ

宇都宮国道事務所

平成23年3月31日

業務概要

　本業務は、宇都宮国道事務所管内の災害等に対する緊急的な対策を実施するた
め、維持管理業務に関する設計資料、及び関係機関との協議等資料作成を行うもので
ある。

　受注者である大日本コンサルタント株式会社東京支店は、本業務の目的・主旨を十
分理解し 緊急的な対策に必要な箇所に対して 速やかに現地状況を反映した設計資

事務所名 宇都宮国道事務所

表彰理由

分理解し、緊急的な対策に必要な箇所に対して、速やかに現地状況を反映した設計資
料作成および関係機関との協議等資料作成を行った。
　また、管理技術者を中心に業務実施体制を整え、効率的に業務を進め、発注者との
連携を密にし適切に業務を遂行した。

優良業務及び優秀技術者局長・事務所長表彰の概要及び表彰理由 番号-2

ふりがな

ふりがな

かぶしきがいしゃ　おりえんたるこんさるたんつ　とちぎじむしょ

業者名 株式会社　オリエンタルコンサルタンツ　栃木事務所

ひろせ　ともあきふりがな

ふりがな

ひろせ　ともあき

職種 管理技術者
技術者名 広瀬　知晃

Ｈ２２かんないきょうりょうほしゅうせっけいぎょうむ

業務名 Ｈ２２管内橋梁補修設計業務

履行期限 （自） 平成22年10月14日 （至） 平成23年3月4日

事務所名 宇都宮国道事務所

業務概要

本業務は、宇都宮国道事務所管内の橋梁において、過年度における橋梁点検業務の
結果に基づき、「補修を行う必要がある橋梁」に対して橋梁補修設計を行うものである。

受注者である株式会社オリエンタルコンサルタンツ栃木事務所は、入念な現地調査お

表彰理由

受注者である株式会社オリエンタルコンサルタンツ栃木事務所は、入念な現地調査お
よび既存資料の確認により、限られた工程内で対象橋梁の損傷原因の推定および適
切な補修方法を提案した。
業務履行上では、管理技術者を中心に発注者との連携を密にし、週間工程表の送付
等による適切な工程管理を行い、目的に即した成果をとりまとめた。
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優良業務及び優秀技術者局長・事務所長表彰の概要及び表彰理由 番号-3

ふりがな

ふりがな

かぶしきがいしゃ　えいとにほんぎじゅつかいはつ　とうきょうししゃ

業者名 株式会社　エイト日本技術開発　東京支社

ちだ　てつや

職種 管理技術者

ふりがな

職種 管理技術者
技術者名 千田　哲哉

Ｈ２２こがちくどうろきゅうけいしせつしょうさいせっけいぎょうむ

業務名 Ｈ２２古河地区道路休憩施設詳細設計業務

履行期限 （自） 平成22年9月9日 （至） 平成23年3月30日

事務所名 宇都宮国道事務所事務所名 宇都宮国道事務所

業務概要

　本業務は、国道４号古河～小山バイパス沿線に整備予定の「（仮称）道の駅　古河｣
における取付道路及び駐車場の詳細設計を実施するものである。

　受注者である（株）エイト日本技術開発は、本業務の目的・主旨を十分理解し、共同
事業者である地元自治体 ライフライン関連企業との入念な調整 現地調査及び既存

表彰理由

事業者である地元自治体、ライフライン関連企業との入念な調整、現地調査及び既存
資料の確認により、多面的に道の駅の整備効果の向上を実現するための設計を行っ
た。
　また、業務の履行にあたっては、管理技術者を中心に担当技術者に至るまで発注者
との意思疎通を十分に図りながら、効率的に業務を進め、適切に業務を遂行した。
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