令和元年 ７月１２日(金)
国土交通省関東地方整備局
長 野 国 道 事 務 所

お 知 ら せ
平成３０年度 長野国道事務所
優良工事等の表彰について
長野国道事務所は、平成３０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、下記により事務所長表彰を行いました。

１．開 催 日

令和元年７月１２日（金）

２．場

長野国道事務所

所

３．表彰件数等
(１) 優良工事表彰（３件）及び優秀工事技術者表彰（２名）
(２) 難工事功労表彰（３件）
(３) 優良業務表彰（３件）及び優秀技術者表彰（３名）
(４) 建設産業担い手の確保・育成貢献工事表彰（４件）
４．そ の 他
関東地方整備局長表彰は、令和元年７月１１日(木)に行われました。
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平成３０年度

優良工事等事務所長表彰

○優良工事及び優秀工事技術者
工

事

名

会

Ｈ ２ ９ ・ ３ ０ う え だ い じ こ う じ

社

優秀工事
技術者名

名

かぶしきがいしゃ みやしたぐみ

Ｈ２９・３０上田維持工事

株式会社

こくどう１９ごうしんしゅうしんまちみのちさいがい ふっきゅうこうじ

かぶしきがい しゃ おかやぐみ

国道１９号信州新町水内災害復旧工事

株式会社

Ｈ３０とよの−あかがわじょせつさぎょう

かぶしきがいしゃ

Ｈ３０豊野−赤川除雪作業

のぐち あきら

宮下組

野口
やじま

岡谷組

株式会社

矢島

さんた きざわ

サンタキザワ

明

たけお

岳雄

−

○難工事功労表彰
工

事

名

会

かるいざわまちなが くら ちくかい りょうこうじ

社

名

かぶしきがいしゃ みやしたぐみ

軽井沢町長倉地区改良工事

株式会社

Ｈ ２ ９ ・ ３ ０ し ん し ゅ う し ん ま ち い じ こ う じ

かぶしき が い しゃ こい けぐ み

Ｈ２９・３０信州新町維持工事

宮下組

株式会社

Ｈ ２ ９ ・ ３ ０ お か や い じ こ う じ

小池組

すわてっくけんせつ かぶしきがいしゃ

Ｈ２９・３０岡谷維持工事

スワテック建設

株式会社

○優良業務及び優秀技術者
業

務

名

会

Ｈ２９ちゅうぶおうだんどうせこうけんとうぎょうむ

社

名

優秀技術者名
たかはし けんいち

Ｈ２９中部横断道施工検討業務

三井共同建設コンサルタント

みついき ょうどうけんせつこんさるたんと かぶしきがいしゃ きたかんとうじむしょ

高橋

Ｈ３０かんないじぎょうせいびこうかけんとうぎょうむ

かぶしきがいしゃ けんせつぎじゅつけんきゅうじょ とうきょうほんしゃ

おおい たかみち

株式会社

Ｈ３０管内事業整備効果検討業務

株式会社

Ｈ３０こうつうあんぜんじこたいさくほかけんとうぎょうむ

かぶしきがいしゃ けんせつぎじゅつけんきゅうじょ とうきょうほんしゃ

Ｈ３０交通安全事故対策他検討業務

建設技術研究所

北関東事務所

株式会社

建設技術研究所

東京本社
東京本社

健一

大井

孝通

てらおく じゅん

寺奥

淳

○建設産業担い手の確保・育成貢献工事
工

事

名

会

ちゅうぶおうだんじどうしゃどうほそう９こうじ

社

まえだどうろ かぶしきがいしゃ ほくりくしてん

中部横断自動車道舗装９工事

前田道路

Ｈ２９ちゅうぶおうだんじどうしゃどう しょうめいせつびほかせっちこうじ

かぶしきがいしゃ

やなぎはらかいりょうほ そう２ほ かこうじ

かぶしきがいしゃ

ほうじょうぐみ

かぶしきがいしゃ

くろさわ ぐみ

Ｈ２９中部横断自動車道

名

照明設備ほか設置工事 株式会社

柳原改良舗装２他工事

株式会社
と

ー

北陸支店

し

す

ＴＯＳＹＳ

株式会社 北條組

うえだばいぱすかいりょうほか ２こうじ

上田バイパス改良他２工事

株式会社 黒澤組

(参考）

平成３０年度

優良工事等局長表彰

令和元年７月１１日（木）に行われた平成３０年度優良工事等局長表彰式において、長野国道事
務所発注の下記の工事が局長表彰を受賞しました。

○優良工事及び優秀工事技術者
工

事

名

Ｈ２９かりやどこどうきょうほしゅうこうじ

会

社

優秀工事
技術者名

名

きのしたけんこう かぶしきがいしゃ

たかの まさあき

Ｈ２９借宿跨道橋補修工事

木下建工

Ｈ ２ ９ ・ ３ ０ う え だ り ょ く ち か ん り こ う じ

りんぎょうかさはらぞうえん かぶしきがいしゃ

Ｈ２９・３０上田緑地管理工事

株式会社

林業笠原造園

鷹野

株式会社

正明

−

○優良業務及び優秀技術者
業

務

名

Ｈ３０まつもとはたどうろこうぞうぶつとうせっけいぎょうむ

会

社

名

優秀技術者名

にほんこうえいかぶしきがいしゃ ながのじむしょ

Ｈ３０松本波田道路構造物等設計業務

日本工営株式会社

Ｈ２９まつも とは たど うろほか きょうりょうとうせっ けい ぎょうむ

みついきょうどうけんせつこんさるたんと かぶしきがいしゃ きたかんとうじむしょ

Ｈ２９松本波田道路他橋梁等設計業務

長野事務所

三井共同建設コンサルタント

- ２ -

株式会社

北関東事務所

はっとり たつや

服部

達也

おいたに けんご

追谷

健吾

【

】優良工事・優良業務・難工事・担い手確保

優良工事及び優秀工事技術者

優良業務及び優秀技術者

難工事功労

建設産業担い手の確保・育成貢献工事

【

】優良工事及び優秀工事技術者

平成３０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、長野国道事務所発注の工事を受注し、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。
（優秀工事技術者表彰）
優秀工事技術者表彰は、長野国道事務所発注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、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表彰）
優良下請企業及び優秀下請技術者表彰は、長野国道事務所発注の工事を担当した下請企
業及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、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。
（難工事功労表彰）
難工事功労表彰は、長野国道事務所発注の社会条件やマネジメント特性が厳しい工事を
対象とした「難工事指定」の試行工事のうち、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、長野国道事務所発注の業務を受注し、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。
（建設産業担い手の確保・育成貢献工事表彰）
建設産業担い手の確保・育成貢献工事表彰は、長野国道事務所管内の工事に関し、その
施工等が優秀であって他の模範とするに足りるものを評価するとともに、建設産業の担い
手の確保及び育成に関する取組などが優れた工事を選定し、これを表彰することにより、
建設産業の担い手の確保及び育成に関する取組をより一層推進することを目的とした制度
です。
２．選定方法
優良工事等の選定は、長野国道事務所管内の出張所及び関係各課から推薦された工事及
び業務の中から、優良工事選定委員会・建設産業担い手確保・育成貢献工事選定委員会に
おいて審査を行いました。
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技術審査は工事種別、工事の難易度、地域貢献等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技術審査は管理能力、技術能力、仕事に対する積極性、誠実性を重点に選定。
（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もの。
（難工事功労表彰）
「難工事指定」試行対象工事のうち、当該工事成績が優良でその功績が顕著なもの。
- ７ -

（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し、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緯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、良好な成果として取りまとめてあるもの。
（建設産業担い手の確保・育成貢献工事）
①当該工事の成績が優秀なもの。
②当該工事において、担い手の確保及び育成に関する取組が総合的に優れたもの。
４．表彰される件数、人数
（１）優良工事及び優秀工事技術者
（２）難工事功労表彰
（３）優良業務及び優秀技術者
（４）建設産業担い手の確保・育成貢献工事

３件及び２名
３件
３件及び３名
４件

５．事務所長表彰の工事・業務の概要及び表彰理由（Ｐ９〜１７参照）
６．その他
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、建設
産業担い手の確保・育成貢献工事の工事で表彰された場合は、総合評価方式等において企
業の技術力等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。

- ８ -

優良工事−１

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
ふりがな

かぶしきがいしゃ みやしたぐみ

会社名

株式会社宮下組

ふりがな

のぐち あきら

技術者名
ふりがな

H２９・３０うえだいじこうじ

工事名

H２９・３０上田維持工事

工 期
事務所名

職種

野口 明

（自） 平成29年4月1日

現場代理人兼監理技術者

（至） 平成31年3月31日

長野国道事務所

工事概要

本工事は、上田出張所管内における一般国道１８号（現道）、上田バイパス、上田坂城バ
イパスの合計約６６ｋｍ区間において、常時、安全及び快適な通行を確保するため、２４時
間３６５日体制（２年間）で、道路の維持・管理を行った。主な工種として、道路維持工、構
造物補修工、巡回工（巡回パトロール）などである。

表彰理由
【工事】

本工事では、常時、安全安心な通行を確保するために、道路の異常の早期発見、緊急時
における迅速な対応が求められていた。
会社の体制として、各部署間で風通しよく情報連絡・情報共有が出来る体制を確立して
おり、通常の巡回パトロールでは発見しづらい死角となる道路構造物等の異常において
も、巡回とは別部署の者が現地調査に入った際に異常を発見し、監理技術者へ遅延なく情
報連絡がなされたことで、迅速な対応ができ、道路の安全が保たれた。
このように会社全体でフォローできる体制が確立されていたことにより、平成２９・３０年度
の２年間、管理瑕疵など道路構造物の異常に起因する事故が１件も発生することなく、道
路利用者が毎日、安全かつ快適に走行することができた。

表彰理由
【技術者】

本工事では、道路に異常があった際、迅速に対応することが求められ、常に緊急的な工
事を実施するものであった。
本工事における配置技術者は、上田出張所管内の地域柄を把握していたため、沿道住
民等への対応が適切だった。そのため、緊急的な工事であるにも関わらず、沿道住民との
トラブルもなく、維持工事に関する苦情・問い合わせが２年間で１件もなく工事を実施するこ
とができた。
また、上田出張所管内の道路構造に精通しており、緊急対応時における対応案が常に
的確だったことから、迅速かつ適切な処理を行うことができた。

完成又は施工状況写真

法面（石積み）の崩落状況

緊急対応（応急復旧）
- ９-

優良工事−２

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
ふりがな

かぶしきかいしゃ おかやぐみ

会社名

株式会社岡谷組

ふりがな

やじま たけお

技術者名

矢島 岳雄

職種

ふりがな

こくどう１９ごうしんしゅうしんまちみのちさいがいふっきゅうこうじ

工事名

国道１９号信州新町水内災害復旧工事

工 期
事務所名

（自） 平成30年5月10日

監理技術者

（至） 平成30年12月5日

長野国道事務所

工事概要

本工事は、一般国道１９号長野市信州新町水内地先において発生した災害の復旧工事
のうち、抑止杭工（鋼管杭φ８００ Ｌ＝３１．５ｍ）４２本などを施工した工事である。

表彰理由
【工事】

本工事は平成２９年１０月に発生した国道１９号の路面沈下箇所において、全日２４時間
の片側交互通行により交通を確保しながら復旧工事を施工するものであった。地元住民や
道路利用者から早期の交通規制解除が望まれていたが、施工中は地山法面、仮設土留
め、道路舗装面などの変状を常時計測・観測しながらの施工であり、かつ施工ヤードが狭
い中での施工であったため安全面に特に注意が必要な工事であった。
施工中には路面に発生したクラック補修や、地山の変動に伴う追加応急対策にも対応し
つつ、徹底した現場の安全管理、及び日々の進捗管理に努め、早期に次工事へ現場を引
き継ぐ事が出来た。

表彰理由
【技術者】

本工事の監理技術者は地山法面や路面の状況を日々確認して補修等を臨機に対応す
るとともに、災害現場である事から緊急時には素早く避難出来るよう月２回の避難訓練の
実施、熱中症対策としてミストファンの設置、勤務時間スケジュール表による休憩時間の明
確化などを実施し工事を進めた。
また、ＵＡＶによる航空写真を定期的に撮影し、施工管理資料、打合せ資料、現場見学者
への説明資料などに使用するなど工夫を行った。

完成又は施工状況写真

抑止杭工施工状況

抑止杭工施工状況

- １０ -

優良工事−３

優良工事 事務所長表彰の概要及び表彰理由
ふりがな

かぶしきがいしゃ さんたきざわ

会社名

株式会社サンタキザワ

ふりがな

Ｈ３０とよの−あかがわじょせつさぎょう

工事名

Ｈ３０豊野−赤川除雪作業

工 期
事務所名

（自） 平成30年10月30日

（至） 平成31年3月31日

長野国道事務所

工事概要

本工事は、一般国道１８号長野市豊野町浅野地先から上水内郡信濃町野尻地先まで約
２５ｋｍの凍結防止、新設除雪、運搬排雪、歩道除雪等の作業を行ったものである。

表彰理由
【工事】

本除雪作業は、国道１８号の長野市北部から信濃町を経て新潟県境までの約２５ｋｍ区
間について、冬期における道路の通行を良好かつ安全な状態に保つために、凍結防止、
新設除雪、運搬排雪、歩道除雪、道路巡回等の作業を昼夜の別なく行ったものである。
機械による除排雪作業を確実かつ丁寧に実施するための準備として、支障となる路面上
のマンホールなどの段差箇所や、堆雪により埋もれた支障物等による思わぬ事故を防止
するため、安全対策や注意喚起措置を実施したうえオペレーターを含め全員で情報共有
し、安全作業に努めるとともに、常に除雪機械の点検や資機材の配備、夜間休日における
人員確保等、確実な出動態勢を構築した。また、日々の除雪作業にあたっては、路上にお
ける低速作業による一般交通への配慮や交通事故にも注意しつつ、最新の気象情報の収
集、分析と道路巡回による路面状況把握によって、迅速な立上げと適切な作業に努めた。
特に、信濃町区間は特別豪雪地帯に指定され降雪も多いため、幹線道路交通の確保の重
要性や地域の安全・安心を念頭に計画的に運搬排雪を実施し、沿線住民から好印象を得
た。

完成又は施工状況写真

歩道除雪 作業状況

新設除雪 作業状況
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難工事−１

難工事（功労）事務所長表彰の概要及び表彰理由
ふりがな

かぶしくがいしゃ みやしたぐみ

業者名

株式会社宮下組

ふりがな

かるいざわまちながくらちくかいりょうこうじ

工事名

軽井沢町長倉地区改良工事

工 期
事務所名

工事概要

（自）

平成28年10月18日

（至）

平成30年12月25日

長野国道事務所
本工事は、国道１８号（長野県北佐久郡軽井沢町長倉地先）と軽井沢町で計画している「町道借
宿バイパス線」の交差部をアンダーボックスとして施工した。また、軽井沢町より長野国道事務所
が受託し施工したものである。
主な工種として、道路土工、カルバート工、地盤改良工などである。

完成又は施工状況写真

難工事−２

難工事（功労）事務所長表彰の概要及び表彰理由
ふりがな

かぶしきかいしゃ こいけぐみ

業者名

株式会社小池組

ふりがな

Ｈ２９・３０しんしゅうしんまちいじこうじ

工事名

Ｈ２９・３０信州新町維持工事

工 期
事務所名

工事概要

（自）

平成29年4月1日

（至）

平成31年3月31日

長野国道事務所
本工事は、一般国道１９号の信州新町出張所管内（管理延長約47ｋｍ）において、道路の維持
管理を行う工事で、２４時間体制で突発事象に対し迅速な対応が必要なものである。
特に平成２９年５月大町市八坂地区の路面陥没、及び平成２９年１０月長野市信州新町水内地
区の路面沈下の災害の際には、少しでも早い全面通行止めの解除に向けて応急対策を迅速に
実施した。

完成又は施工状況写真

施工状況（レール舗装）

長野市信州新町水内地区応急対策
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難工事−３

難工事（功労）事務所長表彰の概要及び表彰理由
ふりがな

すわてっくけんせつ かぶしきがいしゃ

業者名

スワテック建設株式会社

ふりがな

Ｈ２９・３０おかやいじこうじ

工事名

Ｈ２９・３０岡谷維持工事

工 期
事務所名

工事概要

（自）

平成29年4月1日

（至）

平成31年3月31日

長野国道事務所
本工事は長野県富士見町下蔦木から岡谷市今井の一般国道２０号（諏訪バイパス、下諏訪・岡
谷バイパス含む）の道路維持工事である。主な工事内容は応急処理工、舗装工、道路巡回工、
除雪工等であり、道路交通を常時確保するため、多くの緊急的な作業を迅速に行ったものであ
る。

完成又は施工状況写真

除雪作業

緊急夜間作業
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優良業務−１

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
ふりがな

みついきょうどうけんせつこんさるたんと かぶしきがいしゃ きたかんとうじむょ

会社名

三井共同建設コンサルタント株式会社 北関東事務所

ふりがな

たかはし けんいち

技術者名

職種

高橋 健一

ふりがな

えいち２９ちゅうぶおうだんどうせこうけんとうぎょうむ

業務名

Ｈ２９中部横断道施工検討業務

履行期限
事務所名

業務概要

表彰理由

（自） 平成30年4月22日

管理技術者

（至） 平成30年6月30日

長野国道事務所
本業務は、中部横断自動車道（八千穂高原ＩＣ〜佐久南ＩＣ）において、開通に向け円滑
な事業進捗を図ることを目的に、各工事の進捗状況等を把握し、事業工程遅延を回避する
ための施工工程検討や土砂搬出計画検討及び懸案事項管理検討、修正設計等を行ったも
のである。

本業務の履行にあたっては、中部横断自動車道（八千穂高原ＩＣ〜佐久南ＩＣ）の工事進捗
状況等について発注者と密な連携を図るとともに、精緻に情報収集を行い、適切な業務計
画と充実した実施体制を構築し、開通に向けた円滑な事業進捗を図るための施工・工程計
画を提案するなど、高い専門技術力と経験をもって精度の高い成果を納めた。
また、業務目的・業務内容を十分に理解し、業務全般にわたり責任感を持ち、積極的に取
り組むことで、工事推進に大きく寄与し、業務全般として高く評価できるものであった。

優良業務−２

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
ふりがな

かぶしかいしゃ けんせつぎじゅつけんきゅうじょ とうきょうほんしゃ

会社名

株式会社建設技術研究所 東京本社

ふりがな

おおい たかみち

技術者名

職種

大井 孝通

ふりがな

えいち３０かんないじぎょうせいびこうかけんとうぎょうむ

業務名

Ｈ３０管内事業整備効果検討業務

履行期限
事務所名

（自） 平成30年4月13日

管理技術者

（至） 平成31年3月29日

長野国道事務所

業務概要

本業務は、長野国道事務所管内の各事業における将来交通量推計、費用便益算定を行
うとともに、整備効果の検討や事業評価資料の検討などを行い、今後の道路整備計画等の
基礎資料作成等を行ったものである。

表彰理由

本業務の履行にあたり、各事業の必要性や整備効果を把握するため、既存資料の整理、
地域の上位計画や住民・企業へのヒアリング等により地域特性を把握するとともに、交通量
推計結果の分析やＥＴＣ２．０データ等を用いた交通分析により道路交通特性を明確にし
た。
これらの地域特性・交通特性が各事業の整備により改善していく効果を、説得力の高い
資料として取りまとめた。
また、業務遂行における発注者からの指示事項に対して正確に把握することに努め、時
間制約がある中、積極的な取り組み姿勢で的確に業務を遂行し、精度の高い成果を納め
た。
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優良業務−３

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
ふりがな

かぶしきかいしゃ けんせつぎじゅつけんきゅうしょ とうきょうほんしゃ

会社名

株式会社建設技術研究所 東京本社

ふりがな

てらおく じゅん

技術者名

職種

寺奥 淳

ふりがな

えいち３０こうつうあんぜんじこたいさくほかけんとうぎょうむ

業務名

Ｈ３０交通安全事故対策他検討業務

履行期限
事務所名

（自） 平成30年6月5日

管理技術者

（至） 平成31年3月25日

長野国道事務所

業務概要

本業務は、平成３０年に管内で発生した交通事故データの収集整理したうえで事故特性
分析と対策効果評価を実施し、事故危険区間を対象とした対策必要箇所の抽出、分析、詳
細設計を実施したものである。また、交通安全事業箇所について、道路予備設計、交差点
予備設計及び測量を実施し、生活道路の交通安全対策について対策エリアの抽出及び課
題分析を実施した。

表彰理由

管内の事故データを収集・整理した上で事故特性分析と対策効果評価を実施し、事故危
険区間を対象とした対策必要箇所の抽出、要因分析、対策立案、詳細設計を実施した。ま
た、事故ゼロプランの進捗状況の整理に基づき、「長野県移動性・安全性向上検討委員会」
の資料作成を行ったが、最新の道路現況に合致した新たな事故危険区間抽出方法の検討
及び新規箇所の抽出については、次期事故ゼロプランの計画策定にあたり有効な提案で
あった。
これらの検討は、履行業者の高度な技術レベルに基づく提案により、今後の交通安全対策
の推進に大いに貢献することが期待できるものであるため推薦を行うものである。
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担い手確保・育成−１

建設産業担い手確保・育成貢献工事 事務所長表彰
ふりがな

まえだどうろ かぶしきがいしゃ ほくりくしてん

会社名

前田道路株式会社 北陸支店

ふりがな

ちゅうぶおうだんじどうしゃどうほそう９こうじ

工事名

中部横断自動車道舗装９工事

工 期
事務所名

（自） 平成29年6月14日

（至） 平成30年5月18日

長野国道事務所

工事概要

本工事は、中部横断自動車道の長野県佐久市大沢〜佐久市臼田地先において、道
路の路盤工やアスファルト舗装工、橋面舗装工の他、排水構造物工や縁石工、防護
柵工などを行った新設道路の舗装工事である。

表彰理由

本工事は、地元保育園を招いて現場見学会を開催し、建設現場を体験してもらい、
園児や教職員等へ当該事業の社会的役割の説明などを行って、将来を担う子供たち
に建設業界への興味、関心を持ってもらう活動に取り組んだ。また、協力会社へ休日
確保の依頼や防寒用品を作業員全員に配布するなど労働環境改善に取り組んだり、
TS、MC等新技術に関して、現地での施工・管理教育を行って、若手技術者育成のた
めの取り組みを実施した。

担い手確保・育成−２

建設産業担い手確保・育成貢献工事 事務所長表彰
ふりがな

かぶしきがいしゃ とーしす

会社名

株式会社ＴＯＳＹＳ

ふりがな

Ｈ２９ちゅうぶおうだんじどうしゃどう しょうめいせつびほかせっちこうじ

工事名

Ｈ２９中部横断自動車道 照明設備ほか設置工事

工 期
事務所名

（自） 平成29年5月23日

（至） 平成30年5月18日

長野国道事務所

工事概要

本工事は、中部横断自動車道佐久南IC〜八千穂高原ICにおいて、道路の付属施設
である照明灯の設置やブリンカーライトの設置、トンネル電気室への高圧受電などを
行った新設道路の照明設備等設置工事である。

表彰理由

本工事は、技術専門学校生（電気・設備科）の現場見学会を開催し、実際の工事現
場を体験してもらったり、電気工事関係の必要資格取得の啓発を行って、建設業への
入職へのきっかけづくりの取り組みを行った。また、快適化された作業員用休憩所を複
数設置し、労働環境改善の取り組みを行ったり、若手技術者及び女性技術者を当該現
場に配置し、施工管理や品質管理などを実践させ、技術者の育成に取り組んだ。
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担い手確保・育成−３

建設産業担い手確保・育成貢献工事 事務所長表彰
ふりがな

かぶしきがいしゃ ほうじょうぐみ

会社名

株式会社北條組

ふりがな

やなぎはらちくかいりょう２ほかこうじ

工事名

柳原改良舗装２他工事

工 期

（自） 平成30年5月30日

事務所名

（至） 平成31年3月29日

長野国道事務所

工事概要

国道１８号長野東バイパス 事業延長２．８ｋｍのうち、長野市柳原地先において土
工、地盤改良工、排水構造物工及び事業区間の除草等の施工を行ったものである。

表彰理由

本工事は、中学生・高専生の職業体験を受け入れ、ＩＴＣ技術の体験として、ＵＡＶを
用いた測量の見学や実習、ＣＡＤによる作図や３次元設計データの作成などを行った。
更に、技術者との対話では、建設業が災害復旧などで地域社会における重要な役割
を担っていることや、建設業の魅力、やりがい、達成感などの体験を伝えることで、興
味を持ってもらう取り組みを行った。参加者からも、最新技術に直に触れることで、土
木への認識を新たにするとともに、進路の選択肢として好印象を得る成果があった。

担い手確保・育成−４

建設産業担い手確保・育成貢献工事 事務所長表彰
ふりがな

かぶしきがいしゃ くろさわぐみ

会社名

株式会社黒澤組

ふりがな

うえだばいぱすかいりょうほか２こうじ

工事名

上田バイパス改良他２工事

工 期
事務所名

（自） 平成30年8月8日

（至） 平成31年3月25日

長野国道事務所

工事概要

本工事は、長野県上田市小泉地先において、上田バイパスに必要な土砂の運搬、盛
土や立入防止柵設置などの他、長野県南佐久郡佐久穂町他において、舗装工や排水
構造物工、応急処理工などを行った工事である。

表彰理由

本工事は、女性技術者を、当該現場に配置し、資材の材料検査や出来形測量、書類
整理などを実践させ、土木工事全般における環境改善についての意見を求めるなど女
性技術者の確保・育成のための取組みを行った。 また、若手技術者を同じく当該現場
に配置し、丁張掛けや境界杭設置、工事写真整理などの現場管理を主力技術者とし
て経験させ、若手技術者の育成に取り組んだ。
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【参考】優良工事−１ （局長）

優良工事及び優秀工事技術者 局長表彰の概要及び表彰理由
ふりがな

きのしたけんこう かぶしきがいしゃ

会社名

木下建工株式会社

ふりがな

たかの まさあき

技術者名

鷹野 正明

ふりがな

H２９かりやどこどうきょうほしゅうこうじ

工事名

H２９借宿跨道橋補修工事

工 期
事務所名

職種

（自） 平成29年8月5日

監理技術者

（至） 平成31年1月31日

長野国道事務所

工事概要

本工事は、上田出張所間内における国道１８号長野県北佐久郡軽井沢町地先にある借
宿跨道橋の補修を行なったものである。
主な工種として、床版取替工、あて板補強工、伸縮継手工、舗装工などである。

表彰理由
【工事】

本工事は、床版の取り替えに伴い借宿跨道橋を２ヶ月半にわたり全面通行止めにする
必要があった橋梁補修工事である。
主要道を利用しての迂回は大きく遠回りすることとなり、道路利用者への負担が多大な
ものとなるため、副道を切り回し道路として利用することとしたが居住地と隣接して生活道
路として利用されていることから、交通安全上の対策や地元等との繊細な調整を求められ
る工事であった。
このような困難な周辺状況にもかかわらず、交通安全確保のための工夫を行い、交通管
理者等関係機関及び沿道住民等との調整にも積極的かつ丁寧に取り組んだことにより、
大きなトラブルもなく無事故で工事を完成させた。

表彰理由
【技術者】

本工事では、２ヶ月間、副道を利用した切り回しが必要だったが、安全対策として、２４時
間、誘導員を配置した。
２４時間の配置では、人員の確保、誘導員の教育、夜間における安全の確保等がとても
重要だったが、本工事における監理技術者は、徹底して安全管理に取り組んだことで、無
事故で工事を完了させることができた。
また、通行形態の変更直後は、生活道路に大型車が進入し近隣住民から苦情が相次い
だが、現地で工事の必要性及び対策方法について、丁寧に、かつ、粘り強く説明し、また、
案内看板を増やしたり、設置位置を工夫するなど積極的に対策を積み重ねたことで、大型
車の生活道路への進入する台数が減り、苦情も次第に減少し、工事半ばで、苦情はほと
んど無くなった。

完成又は施工状況写真

床版設置状況

完成
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【参考】優良工事−２ （局長）

優良工事 局長表彰の概要及び表彰理由
ふりがな

りんぎょうかさはらぞうえん かぶしきがいしゃ

会社名

林業笠原造園株式会社

ふりがな

H２９・３０うえだりょくちかんりこうじ

工事名

H２９・３０上田緑地管理工事

工 期
事務所名

（自） 平成29年4月21日

（至） 平成30年12月20日

長野国道事務所

工事概要

本工事は、上田出張所管内における一般国道１８号（現道）、上田バイパス、上田坂城
バイパスの合計約６６ｋｍ区間において、良好な道路景観を確保するため、道路緑地の維
持・管理を行った。主な工種として、高木剪定工、中木・低木剪定工、寄植剪定工、道路除
草工などを実施した。

表彰理由
【工事】

本工事は、沿道住民の緑地環境に対する関心が高く問い合わせが多いことや、県内有
数の観光地である軽井沢地区も含まれていることから、環境への配慮が不可欠な工事で
あった。
害虫駆除が必要となった箇所では通常、薬剤散布を行うが、本工事ではフェロモン誘引
剤を使用することで周辺への影響を及ぼすことなく害虫駆除を行い、やむを得ず薬剤散布
を行う場合でも、薬剤の飛散が少なくなるノズルを使用するなどの創意工夫で、沿道の環
境保全に配慮を行った。また、落ち葉に関する問い合わせの多い地域では、沿道住民と
の調整を丁寧に行い、落ち葉を回収するための収集袋の個人宅配布と、定期的に収集袋
の回収を行うなど、沿道住民と良好なコミュニケーションを図った。
加えて、高木剪定においては、通常の安全帯ではなく、ハーネスを導入したことで、より
安全に作業を行える体制を整え無事故で工事を完成させた。

完成又は施工状況写真

中木剪定作業後状況

フェロモン誘引剤設置状況
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【参考】優良業務−１ （局長）

優良業務及び優秀技術者 局長表彰の概要及び表彰理由
ふりがな

にほんこうえい かぶしきがいしゃ ながのじむしょ

会社名

日本工営株式会社 長野事務所

ふりがな

はっとり たつや

技術者名

服部 達也

職種

ふりがな

えいち３０まつもとはたどうろこうぞうぶつとうせっけいぎょうむ

業務名

Ｈ３０松本波田道路構造物等設計業務

履行期限
事務所名

（自） 平成30年6月8日

管理技術者

（至） 平成30年3月29日

長野国道事務所

業務概要

本業務は、国道１５８号松本波田道路において、橋梁詳細設計、箱型函渠詳細設計、道
路詳細設計、流末水路検討、及び関連する施工計画、仮設構造物詳細設計を行うもであ
る。また、CIM活用業務（発注者指定型）として、対象橋梁の橋梁詳細設計にCIM活用を
行った。

表彰理由

本業務は、橋梁詳細設計において、コスト縮減、耐久性、生産性の向上を図るため、設計
条件の変更に対しては速やかに対応し、気象特性を踏まえた構造の採用、設計・施工に有
用な工法を積極的に活用する等の取り組むとともに、ＣＩＭ活用において、施工段階での利
活用による施工品質の向上を図るべく、施工VR動画、５Dシミュレーションモデルの構築等
を行った。
業務遂行においては、発注者との打合せを効率的に行うための打合せ項目の事前提示、
打合せ後の打合せ結果を速やかに報告・情報共有を行い、業務のスピードアップを図っ
た。
また、業務目的・業務内容を十分に理解し、業務全般にわたり責任感を持ち、積極的に取
り組むことで、関係機関との協議の進捗に大きく貢献する等、業務全般として高く評価でき
るものであるとともに、受注者の高度な専門知識と経験を踏まえた精度の高い成果を速や
かに納めた。
【参考】優良業務−２ （局長）

優良業務及び優秀技術者 局長表彰の概要及び表彰理由
ふりがな

みついきょうどうけんせつこんさるたんと かぶしきがいしゃ きたかんとうじむしょ

会社名

三井共同建設コンサルタント株式会社 北関東事務所

ふりがな

おいたに けんご

技術者名

職種

追谷 健吾

ふりがな

えいち２９まつもとはたどうろほかきょうりょうとうせっけいぎょうむ

業務名

Ｈ２９松本波田道路他橋梁等設計業務

履行期限
事務所名

（自） 平成29年9月1日

管理技術者

（至） 平成30年6月30日

長野国道事務所

業務概要

本業務は、国道１５８号松本波田道路において、追加インターチェンジを考慮した橋梁予
備設計、道路予備設計、及びダイヤモンド型ＩＣ予備設計等を行うものである。

表彰理由

本業務の履行にあたっては、国道１５８号松本波田道路の橋梁予備設計等で、円滑な関
係機関協議による合意形成を実現するため、協議先、協議内容等を明確化した管理表を用
いて効率よく協議を進めるとともに、設計にあったての重要ポイントのひとつとして、経済
性、コスト縮減を図るため、車線運用の工夫、ＬＣＣを含めた総合評価による橋梁形式決定
等を、受注者の高度な専門知識と経験により、わかりやすく整理している。
また、業務目的・業務内容を十分に理解し、業務管理表を用いて業務管理を行い、業務
が遅延することもなく、関係機関協議の進捗に大きく貢献する等、業務全般として高く評価
できるものであった。
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