
 

 

 

平成２２年７月２１日（水） 

国土交通省 関東地方整備局 

宇都宮国道事務所 

記者発表資料 

平成 21 年度 宇都宮国道事務所 

優良工事等の表彰について 

 

 国土交通省宇都宮国道事務所は、平成２１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２１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２２年７月２３日（金） 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 ７５件） 

・優良工事 ６件 

・優秀工事技術者 ４名 

・難工事功労表彰 １社 

（２）優良業務関係（対象業務件数 ６０件） 

・優良業務及び優秀技術者 ４件及び４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、横浜海事記者クラブ、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：金子 孝男（かねこ たかお） 

解禁日時：平成２２年７月２３日 １３時



【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）
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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 

しん４ごうごかこうかきょうじょうぶこうじ かぶしきかいしゃ ともえこーぽれーしょん 

1 
新４号五霞高架橋上部工事 株式会社巴コーポレーション 

おつはたちくほそう（その１）こうじ わたなべけんせつ かぶしきかいしゃ 

2 
乙畑地区舗装（その１）工事 渡辺建設株式会社 

H20・21 おやまみやもとちょうでんせんきょうどうこうこうじ にっぽんどうろ かぶしきかいしゃ きたかんとうしてん 

3 
Ｈ２０・２１小山宮本町電線共同溝工事 日本道路株式会社 北関東支店 

あしかがほどうかいしゅう（１）こうじ やまぎくかいはつ かぶしきかいしゃ 

4 
足利歩道改修（１）工事 山菊開発株式会社 

つぼやまこうかきょうたいしんほきょうこうじ しょーぼんどけんせつ かぶしきかいしゃ かんとうしてん 

5 
坪山高架橋耐震補強工事 ショーボンド建設株式会社 関東支店 

かますさかちくほそうこうじ ときわこうぎょうかぶしきかいしゃ かんとうしてん 

6 
蒲須坂地区舗装工事 常盤工業株式会社 関東支店 

 

（優秀工事技術者） 

 工事名 業者名 技術者名 

H20・21 おやまみやもとちょうでんせんきょうどうこうこうじ にっぽんどうろ かぶしきかいしゃ きたかんとうしてん きぬや しんたろう 

1 
Ｈ２０・２１小山宮本町電線共同溝工事 日本道路株式会社 北関東支店 絹谷 慎太郎

あしかがほどうかいしゅう（１）こうじ やまぎくかいはつ かぶしきかいしゃ ながしま あきお 

2 
足利歩道改修（１）工事 山菊開発株式会社 永島 章雄 

つぼやまこうかきょうたいしんほきょうこうじ しょーぼんどけんせつ かぶしきかいしゃ かんとうしてん おのでら たかひろ 

3 
坪山高架橋耐震補強工事 ショーボンド建設株式会社 関東支店 小野寺 貴浩

かますさかちくほそうこうじ ときわこうぎょうかぶしきかいしゃ かんとうしてん かやば たかゆき 

4 
蒲須坂地区舗装工事 常盤工業株式会社 関東支店 茅場 隆行 

 

（難工事功労表彰） 

 工事名 業者名 

ほりごめほどうかいしゅうこうじ いわさわけんせつ かぶしきかいしゃ 

1 
堀込歩道改修工事 岩澤建設株式会社 

 



（優良業務及び優秀技術者） 

 業務名 業者名 技術者名 

Ｈ２１ろめんいじかんりのこうりつかけんとうぎょうむ にほんこうえいかぶしきかいしゃ とちぎえいぎょうしょ はせがわ むねあき 

1 
Ｈ２１路面維持管理の効率化検討業務 日本工営株式会社 栃木営業所 長谷川 宗昭

H21 こくどう４ごうけんほくどうろけんとうぎょうむ こくさいこうぎょうかぶしきかいしゃ うつのみやえいぎょうしょ あべ よしのり 

2 
Ｈ２１国道４号県北道路検討業務 国際航業株式会社 宇都宮営業所 阿部 義典 

Ｈ２１こうつうえんかつかじぎょうようちほしょうそうごうぎじゅつぎょうむ たかちほぎけんかぶしきかいしゃ ふなつ たけよし 

3 
Ｈ２１交通円滑化事業用地補償総合技術業務 高千穂技研株式会社 舩津 武美 

Ｈ２１かんないきょうりょうたいしんほきょうほしゅうせっけいぎょうむ かぶしきかいしゃふっけんえんじにやりんぐ かいだ よしあき 

4 
Ｈ２１管内橋梁耐震補強補修設計業務 株式会社復建エンジニヤリング 甲斐田 慶章

 

 

■関東地方整備局長表彰      【別表－２】 

（優良工事） 

 工事名 業者名 

みすぎかわばしそくどうきょうじょうぶこうじ ふるかわさんきしすてむず かぶしきかいしゃ きたかんとうえいぎょうしょ 

1 
三杉川橋側道橋上部工事 古河産機システムズ株式会社 北関東営業所 

５０ごうこえな（のぼり）かいりょうこうじ かぶしきかいしゃ とむろぐみ 

2 
５０号越名（上り）改良工事 株式会社戸室組 

しん４ごうかみのかわおうだんかんきょせっちこうじ かぶしきかいしゃ ますぶちぐみ 

3 
新４号上三川横断函渠設置工事 株式会社増渕組 

 

（優秀工事技術者） 

 工事名 業者名 技術者名 

みすぎかわばしそくどうきょうじょうぶこうじ ふるかわさんきしすてむず かぶしきかいしゃ きたかんとうえいぎょうしょ こんどう すすむ 

1 
三杉川橋側道橋上部工事 古河産機システムズ株式会社 北関東営業所 近藤 進 

５０ごうこえな（のぼり）かいりょうこうじ かぶしきかいしゃ とむろぐみ えんどう ひろゆき 

2 
５０号越名（上り）改良工事 株式会社戸室組 遠藤 博行 

しん４ごうかみのかわおうだんかんきょせっちこうじ かぶしきかいしゃ ますぶちぐみ さかもと おさむ 

3 
新４号上三川横断函渠設置工事 株式会社増渕組 坂本 修 

 

（優良業務及び優秀技術者） 

 業務名 業者名 技術者名 

H21 こくどう５０ごうじゅうたいたいさくけんとうぎょうむ かぶしきか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 

1 
Ｈ２１国道５０号渋滞対策検討業務 株式会社エイト日本技術開発 東京支社 千田 哲哉

Ｈ２１うつのみやこくどうどうろせいびこうかほかけんとうぎょうむ だいにっぽんこんさるたんとかぶしきかいしゃ とうきょうししゃ うえの すみお 

2 
Ｈ２１宇都宮国道道路整備効果他検討業務 大日本コンサルタント株式会社 東京支社 上野 純男



■平成 21 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２１年度に完成した工事（７５件）及び完了した業務委

託 （６０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２１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２１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。 

 



 

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 21 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 

優良業務及び優秀技術者事務所長表彰の概要 

 

 

 

 

 



優良工事及び優秀工事技術者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

ふりがな

完成又は施工状況写真

表彰理由
【技術者】

業者名

技術者名

工事名

工　期

新４号五霞高架橋上部工事

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

　本工事箇所は町道及びサイクリングロードがあり、河川管理者・交通管理者・市など
の連絡調整が必須であり、また隣接工区との工程調整を含めた連絡調整を積極的に
行い、円滑な工事の進捗を図った。
　さらに架設にあたっては、ベント設置箇所の地耐力調査の結果を踏まえ、安全性、経
済性等を踏まえた架設工法の提案を行い、無事完成させた。
　また、架設工法を変更したことにより鋼床版上に大きな荷重をかけることなく溶接目地
精度の向上が図れ、最終桁キャンバーが規格値の２０％以内に収まり高精度の橋梁を
完成させた。

　本工事は一般国道４号（新４号）五霞町地先において利根川渡河部のアプローチ部
の橋桁製作及び架設を行うものである。

宇都宮国道事務所

（自） 平成２０年１１月　５日 （至） 平成２２年　３月　１日

かぶしきかいしゃ　ともえこーぽれーしょん

しん４ごうごかこうかきょうじょうぶこうじ

株式会社　巴コーポレーション

職種



優良工事及び優秀工事技術者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

ふりがな

完成又は施工状況写真

表彰理由
【技術者】

業者名

技術者名

工事名

工　期

乙畑地区舗装（その１）工事

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

　本工事は、供用中の２車線の中央部を拡幅して４車線化を図るものである。現道上で
の施工であり、交通量が極めて多くかつ高速車、大型車混入率が高く、非常に危険な
箇所である。極めて現場条件の悪い中で、工事中の標示施設を充実（電光掲示板形：
５基）させ安全管理に十分配慮し、車線ふりかえを行いながら無事故で工事を完成させ
た。
　施工をするにあたり、隣接工事と調整を図りながら細かい工程管理を行うことで円滑
な工事がなされるよう積極的に施工順序の提案を行った。
　品質管理においては、社内の管理規準を厳しく設定し下請け業者まで内容を把握さ
せるとともに、寒中時の舗装の舗設では出荷時毎に温度設定を指示し、出来形、品質
においてもばらつきが少なく、工事全般について優れた施工がなされた。

本工事は宇都宮国道事務所管内の国道４号氏家・矢板バイパスのセパレート暫定２車
供用部分において、中央分離帯を含む内側２車線部分の施工を行い、４車線化を図っ
たものである。

宇都宮国道事務所

（自） 平成21年9月9日 （至） 平成22年3月31日

わたなべけんせつ　かぶしきかいしゃ

おつはたちくほそう（そのいち）こうじ

渡辺建設　株式会社

職種



優良工事及び優秀工事技術者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

ふりがな

完成又は施工状況写真

平成22年3月15日

表彰理由
【工事】

　本工事では、工程計画の立案や埋設物の損傷を避けるうえで、計画位置にある埋設
物の詳細を把握することが必要とされた。施工業者は、現場着手前に、設計者、埋設
物の管理者と綿密な調整を行うとともに、試掘と非破壊検査により埋設物を調査し、綿
密な工程計画を立案し、損傷事故０で計画どおり工事を完了させた。
　工事の実施にあたっては、沿道住民に対して、期間的なゆとりをもって周知活動を行
うとともに、積極的なコミュニケーションを図りトラブルの回避が行われた。
　また、本工事は夜間工事であることから、騒音対策として交通規制関連の機材や作
業時における照明の電源について、発電機を活用せず商用電源や蓄電装置付きの機
材を活用する配慮がなされた。出来形管理、品質管理面においてもばらつきが少なく
工事全般について優れた施工がなされた。

表彰理由
【技術者】

　地下埋設物件が多数あるなか、支障となる物件を把握し、埋設物の管理者との調整
を速やかに行い計画どおり工事を完了させた。
　施工中は、夜間片側交互通行の規制を行っていたが、通過車両に対し規制状況、形
態を認識しやすいよう車線シフト部に誘導ライトを設置するなど安全面における工夫を
行い、無事故で工事を終えている。
　また、沿道の住民に対し、工事の予定を事前に周知するとともに要望等に対しても積
極的なコミュニケーションを図りトラブルの回避が行われた。出来形、品質管理面にお
いてもばらつきが少なく工事全般について優れた施工がなされた。
　

事務所名 宇都宮国道事務所

工事概要

　本工事は、一般国道４号の栃木県小山市神鳥谷～小山市宮本町における電線共同
溝工事である。
　電線共同溝工　１式、排水構造物工　１式、舗装工　１式

H20・21おやまみやもとちょうでんせんきょうどうこうこうじ

工事名 Ｈ20・21小山宮本町電線共同溝工事

工　期 （自） 平成21年2月17日 （至）

にっぽんどうろ　かぶしきかいしゃ　きたかんとうしてん

業者名 日本道路　株式会社　北関東支店

きぬや　しんたろう

職種 監理技術者
技術者名 絹谷　慎太郎



優良工事及び優秀工事技術者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

完成又は施工状況写真

表彰理由
【技術者】

業者名

技術者名

工事名

工　期

足利歩道改修（１）工事

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

　本工事は、施工箇所の周辺に大型店舗や住宅があるため、歩道の施工にあたっては
一時的に出入りを規制することや、施工に伴う騒音等について地域住民の協力が不可
欠である。協力を得るにあたっては、作業の段階に応じて工事内容をチラシにより周知
する等、丁寧に説明を行うことで、夜間作業時の苦情も無く工事を完成させた。
　また、防草対策においては、舗装端部と防草コンクリート天端の隙間への防草対策と
して、隙間の表面にコンクリートを打設して隙間を塞ぐ対策方法の提案を行う等、積極
的に施工管理を行い良好な品質を確保した。

　本工事は夜間作業であったが、施工場所周辺の大型店舗や住宅に、工事内容毎に
チラシを作成・配布して詳細な説明を行い、夜間作業における苦情も発生することなく
工事を完成させた。
また、本工事の目的である防草工において、施工後も雑草が生えやすい舗装端部と防
草コンクリートの隙間への防草対策として、隙間の表面にコンクリートを打設して隙間を
塞ぐ対策工法を提案し、良好な品質を確保した。

本工事は、一般国道５０号足利市内の歩道改修工事である。主な工事としては、歩道
のバリアフリー化及び防草対策である。

宇都宮国道事務所

（自） 平成21年6月2日 （至） 平成22年3月25日

やまぎくかいはつ　かぶしきかいしゃ

あしかがほどうかいしゅう（１）こうじ

山菊開発　株式会社

ながしま　あきお

職種 現場代理人
永島　章雄



優良工事及び優秀工事技術者事務所長表彰の概要及び表彰理由 工事番号-　５

ふりがな

ふりがな

ふりがな

完成又は施工状況写真

表彰理由
【技術者】

業者名

技術者名

工事名

工　期

坪山高架橋耐震補強工事

事務所名

工事概要

表彰理由
【工事】

　本工事では、橋台箇所における桁下空間が低いためクレーン利用が出来ず、特に、
重量１．５ｔに及ぶ落橋防止装置の設置に伴い、本体の荷揚げ～設置の施工方法の検
討が必要とされた。このような状況のもと、施工業者は現場状況に応じた工法を迅速に
検討し、滑車とチェーンを組み合わせた人力による落橋防止装置の設置を実現した。
　また、安全管理について、ＲＣ橋脚鋼板巻立の施工時にはシート防護による石の飛散
防止を行うなど、工事現場内はもとより、通行車両等の第三者への影響に配慮した施
工が行われた。
　出来高、品質についてもばらつきが少なく工事全般について優れた施工がなされた。

　本工事の契約後、速やかに設計照査及び現場計測を実施し、工場製作を開始すると
ともに現地における工事計画を立案し計画的に工事を実施した。施工にあたっては、高
架橋下の側道に挟まれたエリアでの工事であることを踏まえ、第三者への影響に配慮
した防護工を実施する等、工事現場の安全管理に取り組んでいる。
　また、施工箇所の周辺はドライバーによるゴミの投棄が目立つ箇所であったが、横断
幕による「清掃中」のアピールや、作業終了後の清掃活動を実施し、工事現場の管理と
イメージアップに積極的に取り組んだ。

　本工事は、一般国道４号（新４号国道）の坪山高架橋（栃木県下野市大字下坪山地
先）における耐震補強工事である。
　ＲＣ橋脚鋼板巻立工　１式、落橋防止装置工　１式、変位制限装置工　１式
　

宇都宮国道事務所

（自） 平成20年10月23日 （至） 平成21年6月25日

しょーぼんどけんせつ　かぶしきかいしゃ　かんとうしてん

つぼやまこうかきょうたいしんほきょうこうじ

ショーボンド建設　株式会社　関東支店

おのでら　　たかひろ

職種 監理技術者、現場代理人
小野寺　貴浩



優良工事及び優秀工事技術者事務所長表彰の概要及び表彰理由 工事番号-　６

ふりがな

ふりがな

ふりがな

完成又は施工状況写真

平成21年7月15日

ときわこうぎょう　かぶしきかいしゃ　かんとうしてん

業者名 常盤工業　株式会社　関東支店

かやば　たかゆき

職種 現場代理人
技術者名 茅場　隆行

工　期 （自） 平成20年10月22日 （至）

かますさかちくほそうこうじ

工事名 蒲須坂地区舗装工事

表彰理由
【技術者】

工事全体を把握し、限られた期間の中で工程調整を行い平成２１年７月に無事供用さ
せた。現道との取付部分など改良後は、供用開始まで厳しい形状の開放となるため、な
るべくその状態での期間を減らすべく積極的に工事計画を立案し、関係機関と密に調
整を図った。
また、沿道の農地利用者などの地元住民とは農道使用の際にはよくコミュニケーション
を図ることで苦情なく工事を完成させた。

事務所名 宇都宮国道事務所

工事概要

本工事は、宇都宮国道事務所管内の国道４号氏家・矢板バイパス工事において現道と
の取付部を含む歩車道および電線共同溝などの施工を行ったものである。

表彰理由
【工事】

本工事は、平成２１年７月に氏家・矢板バイパス（国道４号のバイパス）の暫定２車線供
用を行うための工事であり、当該範囲に現道との取付部分を含んでいる。国道４号は、
交通量が極めて多くかつ高速車、大型車混入率が高く、非常に危険な道路であり、取
付部の改良工事では極めて厳しい現場条件であったが、ドライバーに注意喚起を促す
ため工事中の標示施設を充実（３㎞手前から５００ｍ手前まで５００ｍ置きに看板設置、
５００ｍ手前からは１００ｍ置きに看板設置、特にカーブの厳しい箇所については、上下
線が認識しやすいように色違いの誘導灯を設置）させ安全管理に十分配慮し、車線ふり
かえを行いながら無事故で工事を完成させた。
また、施工をするにあたり、隣接工事および関係機関と調整を図りながら細かい工程管
理を行うことで円滑な工事がなされるよう積極的に施工順序の提案を行った。
社内の管理規準を厳しく設定し、出来形、品質においてもばらつきが少なく、工事全般
について優れた施工がなされた。



優良業務及び優秀技術者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

ふりがな

優良業務及び優秀技術者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

ふりがな

表彰理由

　受注者である国際航業(株)宇都宮営業所は、本業務の目的・主旨を十分に理解し、入
念な現地調査、既存資料の確認により、当該路線の渋滞や沿道環境等の課題を把握し
た上で路線の比較検討を行った。主要幹線道路の機能確保、沿道環境の改善、災害時
の代替路線としての機能などを含め総合的な評価を行い、 適案としてバイパスルート
案の提案がなされた。 適案の予備設計では、鉄道や河川など現地状況を十分踏まえ
た設計を行った。
　また、発注者との連携を密にし、理解しやすい資料の提示に努めるとともに、目的に即
した成果をとりまとめた。

平成22年3月16日

事務所名 宇都宮国道事務所

業務概要

本業務は、一般国道４号の県北地域において沿道環境の改善、交通混雑の解消を目的
に路線の比較検討を行い、 適な路線を選定した上で、道路予備設計を行うものであ
る。

履行期限 （自） 平成21年8月22日 （至）

こくさいこうぎょうかぶしきかいしゃ　うつのみやえいぎょうしょ

業者名 国際航業株式会社　宇都宮営業所

あべ　よしのり

職種 管理技術者
技術者名 阿部　義典

表彰理由

 受注者である日本工営（株）は、本業務の目的・主旨を十分理解し、的確な情報に基づ
く舗装修繕マネジメントに向けた取り組み（案）を提案し、具体的な方法、計画（案）を示
し、コスト縮減及び実施効果の向上を実現するための管理手法の検討を行った。
 また、管理技術者を中心に短期間で業務実施体制を整え、効率的に業務を進め、発注
者と連携を密にして適切に業務を遂行した。

H21こくどう４ごうけんほくどうろけんとうぎょうむ

業務名 Ｈ２１国道４号県北道路検討業務

平成22年3月25日

事務所名 宇都宮国道事務所

業務概要

　本業務は、道路施設の効率的な維持管理を目的とし、車道路面の管理データのとりま
とめ・分析を行い、維持管理の効率化に向けた事業計画策定手法の検討及び事業・管
理計画策定の検討を行うものである。

履行期限 （自） 平成21年12月16日 （至）

Ｈ２１ろめんいじかんりのこうりつかけんとうぎょうむ

業務名 Ｈ２１路面維持管理の効率化検討業務

にほんこうえいかぶしきかいしゃ　とちぎえいぎょうしょ

業者名 日本工営株式会社　　栃木営業所

はせがわ　むねあき

職種 管理技術者
技術者名 長谷川　宗昭



優良業務及び優秀技術者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

ふりがな

優良業務及び優秀技術者事務所長表彰の概要及び表彰理由 番号-　４

ふりがな

ふりがな

ふりがな

表彰理由

　本業務は、約１箇月間という短期間で確実に多数の地権者から土地の使用について
了解を得なければならないという難度の高い業務であったが、その履行にあたっては、
業務の目的と内容を十分理解した上で、自主的に技術者を増員し交渉体制の拡充を図
るなど、積極的かつ効率的に補償説明を行い、関係人全てと契約の合意に至るという優
秀な成果をあげた。
　また、発注者との連絡が密になされ、関係人からの苦情等もなく円滑に業務を遂行し
た。

平成22年3月31日

事務所名 宇都宮国道事務所

業務概要

　本業務は、栃木新４号国道問屋町立体交差化事業に必要な土地の使用にかかる公
共用地交渉を行うものである。

履行期限 （自） 平成22年2月19日 （至）

Ｈ２１こうつうえんかつかじぎょうようちほしょうそうごうぎじゅつぎょうむ

業務名 Ｈ２１交通円滑化事業用地補償総合技術業務

ふなつ　たけよし

職種 主任担当者
技術者名 舩津　武美

たかちほぎけんかぶしきかいしゃ

業者名 高千穂技研株式会社

表彰理由

　本業務の履行にあたり、設計期間の制約がある中、２週間に１回の頻度で調査職員と
綿密な調整を図る等、工程管理、進捗管理を徹底し、想定される問題点を事前に確認
することにより早期に解決を行うことができた。
　また、今後実施すべき事項等が提案され、自主的に検討するなど的確に業務を遂行し
た。

平成22年3月31日

事務所名 宇都宮国道事務所

業務概要

　本業務は、大規模地震発生時における被害を軽減するとともに、円滑かつ迅速な応急
活動を確保するため、宇都宮国道管内の緊急輸送道路路線に架かる既設橋梁の落橋・
倒壊の防止を目的とした橋梁耐震補強設計及び橋梁補修設計を行うものである。

履行期限 （自） 平成21年5月2日 （至）

Ｈ２１かんないきょうりょうたいしんほきょうほしゅうせっけいぎょうむ

業務名 Ｈ２１管内橋梁耐震補強補修設計業務

かいだ　よしあき

職種 管理技術者
技術者名 甲斐田　慶章

かぶしきかいしゃふっけんえんじにやりんぐ

業者名 株式会社復建エンジニヤリング




