
平成28年7月15日

飯田国道事務所からのお知らせ

地域と連携した

緑の道づくり

国土交通省 中部地方整備局

飯田国道事務所

〒３９５－００２４
長野県飯田市東栄町３３５０番地

電 話 (0265) 53-7200（代表）
ファックス (0265) 53-7210

Ｅ-メール cbr-iikoku@mlit.go.jp

1.　優良工事等表彰の概要について

　優良工事等表彰は工事及び業務の成績等が優秀で顕著な功績
を納めた企業又は技術者を表彰します。
　また、受注企業と密に協力し、品質確保や品質向上等に貢献
した企業や専任の技術者を同様に表彰します。

 　　　表彰者の一覧は別紙の通りです。

２.　表彰式の日時・場所

　　　中部地方整備局長表彰
　　　　１）日時：　平成２８年７月２１日（木） 10時00分
　　　　２）場所：　ホテル名古屋ガーデンパレス　３階　栄

　　　　　　　　名古屋市中区錦３丁目１１－１３

　飯田国道事務所長表彰
　　　　１）日時：　平成２８年７月２８日（木） 14時00分
　　　　２）場所：　長野県飯田勤労者福祉センター　第３研修室

　 飯田市東栄町３１０８−１

３.　配布先　　　

４.　解　禁
　　　　平成２８年７月２１日（木）

５.　問合せ先　　

　　　国土交通省中部地方整備局 飯田国道事務所

【表彰内容関係】　副所長　 :二
ふた

村
む ら

　隆之
た か ゆ き

【表彰式関係】　　副所長　 :竹内
た け う ち

　充
みつる

【電　話】　0265-53-7200

「平成２８年度 優良工事等表彰式」

　　　　飯田市役所記者クラブ、伊那市役所記者クラブ、
　　　  駒ヶ根市役所記者クラブ、木曽合同庁舎記者室

～優良な工事や業務の施工会社や技術者へ表彰状の授与を行います～



部門 表彰区分 工事（業務）名 工事場所 請負者名 請負金額 工期 技術者氏名 工事（業務）内容 表彰理由

平成２６年度
三遠南信八重河内道路
建設工事

長野県飯田市南信濃 長豊建設(株) ¥262,645,200
H26.10.15～
H27.11.30

道路改良　１式、仮設工　１式、道路土
工　１式、地盤改良工　１式、法面工　１
式

地滑り防止区域内作業において、頻繁に地滑
りを表示するアラートが鳴り作業中止となる中、
現場の統括を図り他工事と調整し、工事の進
捗・安全の確保に配慮しながら過酷な施工条
件下において事故無く工事を完成させた。

平成２６年度
三遠南信神之峰道路
建設工事

長野県飯田市龍江～
長野県下伊那郡喬木村富
田

木下建設（株） ¥275,184,000
H27.3.31～
H28.1.29

道路土工　１式、法面工　１式、擁壁工
１式、石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工　１式、舗装工
１式、排水構造物工　1式、防護柵工　１
式、標識工　１式、道路付属物工　１
式、情報ボックス工　１式

作業現場が広範囲に分布する中、隣接する複
数の工事との工程調整が必要であったが、工
事連絡協議会を開き、進んで調整、協力して工
期内完成に努力した。また、岩掘削による周辺
家屋への影響を 小限にするための工法提案
など円滑な施工を行った。

平成２６年度
木曽維持管内維持修繕
工事

木曽維持出張所管内
木曽土建工業
（株）

¥580,856,400
H26.4.1～
H27.7.15

道路維持・修繕作業　１式

国道１９号の約８３ｋｍ区間の道路維持作業を
実施する中、緊急時の対応として２４時間出動
態勢を整え、平成２６年度の南木曽町の災害
（土石流・法面崩落）、御嶽山噴火に伴う緊急
作業及び例年を越える大雪に対し、人材・機器
を早期に整え適切に対応した。

平成２６年度
飯田維持管内修繕整備
工事

飯田維持出張所管内 （株）ヤマウラ ¥172,692,000
H27.3.27～
H28.1.25

舗装工　１式、区画線工　１式、道路付
属施設工　１式、橋梁床版工　１式、構
造物撤去工　１式、仮設工　１式

劣化損傷の著しい橋梁床版の修繕において、
損傷劣化となった原因について追及し、今後の
耐久性に留意した工法の提案等をおこないな
がら品質を確保し施工をおこなった。また、施
工の手順等についても検討を行うなど、技術者
としての信頼が高い。

平成２５年度
１５３号伊南バイパス
田切中下部工事

長野県上伊那郡飯島町 勝間田建設（株） ¥242,740,800
H26.3.25～
H27.9.25

道路土工　１式、地盤改良工　１式、ＲＣ
橋脚工　１式、橋梁付属物工　１式、仮
設工　１式、排水構造物工　１式、舗装
工　１式、構造物撤去工　１式

約３０ｍ（フーチング上）の橋脚施工において、
新技術の積極的活用、きめ細かな品質管理・
出来高管理を行い、全体として品質の良いコン
クリート構造物を完成させた。

中部地方
整備局長

表彰

平成２６年度
三遠南信八重河内道路
建設工事

長野県飯田市南信濃 長豊建設(株) ¥262,645,200
H26.10.15～
H27.11.30 小原

コハラ

　茂樹
シゲキ

道路改良　１式、仮設工　１式、道路土
工　１式、地盤改良工　１式、法面工　１
式

地滑り防止区域内作業において、頻繁に地滑
りを表示するアラートが鳴り作業中止となる中、
現場の統括を図り他工事と調整し、工事の進
捗・安全の確保に配慮しながら過酷な施工条
件下において事故無く工事を完成させた。

平成２６年度
三遠南信神之峰道路
建設工事

長野県飯田市龍江～
長野県下伊那郡喬木村富
田

木下建設（株） ¥275,184,000
H27.3.31～
H28.1.29 鎌倉

カマクラ

　康
ヤスシ

道路土工　１式、法面工　１式、擁壁工
１式、石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工　１式、舗装工
１式、排水構造物工　1式、防護柵工　１
式、標識工　１式、道路付属物工　１
式、情報ボックス工　１式

作業現場が広範囲に分布する中、隣接する複
数の工事との工程調整が必要であったが、工
事連絡協議会を開き、進んで調整、協力して工
期内完成に努力した。また、岩掘削による周辺
家屋への影響を 小限にするための工法提案
など円滑な施工を行った。

平成２６年度
木曽維持管内維持修繕
工事

木曽維持出張所管内
木曽土建工業
（株）

¥580,856,400
H26.4.1～
H27.7.15 長島

ナガシマ

　輝男
テルオ

道路維持・修繕作業　１式

国道１９号の約８３ｋｍ区間の道路維持作業を
実施する中、緊急時の対応として２４時間出動
体制を整え、平成２６年度の南木曽町の災害
（土石流・法面崩落）、御嶽山噴火に伴う緊急
作業及び例年を越える大雪に対し、人材・機器
を早期に整え適切に対応した。

平成２８年度　優良工事等　表彰一覧

優良工事

中部地方
整備局長

表彰

飯田国道
事務所長

表彰

優良工事
技術者

飯田国道
事務所長
表彰
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部門 表彰区分 工事（業務）名 工事場所 請負者名 請負金額 工期 技術者氏名 工事（業務）内容 表彰理由

平成２８年度　優良工事等　表彰一覧

平成２６年度
三遠南信此田地区道路
建設工事

長野県飯田市南信濃 神稲建設(株) ¥277,020,000
H26.8.29～
H27.11.30

道路改良　１式、仮設工　１式、法面工
１式、構造物撤去工　１式、応急処理工
１式

施工箇所が狭隈で、1.5車線の狭い現道直下で
の作業に加え地滑り防止区域内での施工であ
り、地山の状況観察を頻繁に行い緊急災害対
応を積極的に行い、安全に配慮し工事を完成
させた。

平成２６年度
飯田維持管内トンネル
補修工事

飯田維持出張所管内 （株）宮坂組 ¥160,488,000
H27.3.28～
H28.1.26

舗装工　１式、排水構造物工　１式、区
画線工　１式、トンネル工　１式、橋梁付
属物工　１式、橋梁補修補強工　１式、
現場塗装工　１式、橋梁用排水管取替
工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工
１式

長大トンネル（約４Kｍ）の規制に加え、橋梁床
版の部分打替工事において長期終日片側交
互通行かつ車両制限下のもと、安全を確保し
施工を行った。

中部地方
整備局長

表彰

平成２７年度
飯田国道管内
維持管理計画検討業務

(株)オリエンタルコ
ンサルタンツ中部
支店

¥35,877,600
H27.8.8～
H28.3.22

本業務は、飯田国道管内の道路構造
物についてその点検結果を集約し、効
率的に維持管理事業を進めるための計
画検討を行うものである。

過去10年間の膨大な構造物点検資料を集約
し、複数のパラメータにより優先度評価を行い
維持管理計画を策定し、効率的かつ継続的に
維持管理を実施していくため、点検結果や補修
履歴の時点修正ができるデータベースの構築
を行い、業務成果の向上を図った。

平成２７年度
飯田国道管内
事業整備計画検討業務

大日コンサルタント
（株）

¥53,784,000
H27.4.17～
H28.3.25

本業務は、長野県南部における地域状
況、交通状況等を整理し、飯田国道事
務所の改築事業について地域の状況
及び地元ニーズに合った事業展開を行
うための基礎資料を作成するとともに、
それらを基にした事業評価資料を作成
するものである。

長野県南部における地域状況を視覚的に分か
り易く整理し、また、三遠南信自動車道や伊南
バイパスのストック効果、権兵衛峠開通効果等
を適切に打ち出し、事業再評価やシンポジウム
の資料に反映させる等の成果を上げた。

平成２７年度
飯田国道管内
道路施設点検業務

平成27年度　飯田
国道管内道路施
設点検業務技建
開発・中地協設計
共同体

¥71,388,000
H27.9.3～
H28.3.31

本業務は、道路施設の損傷及び変状を
早期に発見し、安全及び円滑な交通を
確保するとともに、沿道や第三者への
被害の防止を図り、効率的な維持管理
に必要な基礎資料を得るため、道路施
設の状況等を確認するものである。

点検時の不具合が第三者被害につながること
が予想される箇所などについては、速やかに
適切な安全措置を行うとともに調査職員及び出
張所の職員へ報告を行い、情報提供をはかる
など第三者への被害防止に重点をおくなど的
確に業務を遂行した。

平成２７年度
飯田国道管内
交通量調査業務

（株）島田建設コン
サルタント

¥10,746,000
H27.5.29～
H28.3.18

本業務は、飯田国道事務所管内の道
路（一般国道１９号、１５３号、４７４号
等）における交通量及び渋滞長調査を
実施するものである。

管内において複数の調査箇所が点在する中
で、各交通管理者との調整、地域、学校や道路
利用者へ周知を十分に行い、無事故で地域な
どからの苦情等なく業務を完了させた。

中部地方
整備局長

表彰

平成２７年度
飯田国道管内
事業整備計画検討業務

大日コンサルタント
（株）

¥53,784,000
H27.4.17～
H28.3.25 瀬古

セコ

　賢司
ケンジ

本業務は、長野県南部における地域状
況、交通状況等を整理し、飯田国道事
務所の改築事業について地域の状況
及び地元ニーズに合った事業展開を行
うための基礎資料を作成するとともに、
それらを基にした事業評価資料を作成
するものである。

資料作成及びヒアリング調査にあたっては、調
査職員との十分な打合せを行い、スケジュール
を常に意識して業務の進捗管理を把握するとと
もに、業務内容が多岐にわたる中、担当技術
者同士の連携を密にし、全体をとりまとめる中
心的役割を担った。

飯田国道
事務所長

表彰

平成２７年度
飯田国道管内
維持管理計画検討業務

(株)オリエンタルコ
ンサルタンツ中部
支店

¥35,877,600
H27.8.8～
H28.3.22 増田

マスダ

　貴充
タカミツ

本業務は、飯田国道管内の道路構造
物についてその点検結果を集約し、効
率的に維持管理事業を進めるための計
画検討を行うものである。

資料の作成にあたっては、調査職員との十分
な打合せを行い、スケジュールを常に意識して
資料を作成するとともに、維持管理計画作成に
あたっては、技術者が多岐にわたっていたが、
横の連携を密にし、全体をとりまとめる中心的
役割を担った。

安全工事
飯田国道
事務所長

表彰

優良業務
技術者

優良業務

飯田国道
事務所長
表彰
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工事名 工事場所 請負者名 協力会社 担当工事内容 専任技術者

（株）近藤工務店 土工（路体盛土）、地盤改良工（吸着層）

ムサシ建設工業（株） 法面工（地山補強工） 大角
オオスミ

　秀夫
ヒデオ

（株）竹工業 法面工（地山補強工） 島田
シマダ

　和也
カズヤ

（有）小林工業 土工 北原
キタハラ

　孝次
コウジ

南信火薬販売（株） 岩盤破砕工 窪野
クボノ

　達也
タツヤ

大平建設（株） 構造物工

北陽建設（株）飯田営業所 法面工

平成２６年度
木曽維持管内維持修繕工事

木曽維持出張所管内 木曽土建工業（株） 伸永建設（株） 舗装工

東海カッター興業（株） 劣化コンクリート撤去工 丸山
マルヤマ

　哲也
テツヤ

信越アステック（株） 舗装工

（株）小平建設 橋脚（型枠・コンクリート打設）

（有）田中鉄筋 橋脚（鉄筋組立・圧接）

平成２６年度
三遠南信此田地区道路建設工事

長野県飯田市南信濃 神稲建設(株) 池端工業（株） 土工（掘削等）

（株）泉翔 床版打替（型枠）

長野ニチレキ（株） 舗装工（橋面防水）

平成２６年度
飯田維持管内トンネル補修工事

飯田維持出張所管内 （株）宮坂組

優良工事等表彰にあたって、専門技術を持つ技能労働者を抱え、専門部門を担当して、当該工事施工に貢献があった、優良工事、安全
工事の協力会社及び専任技術者に事務所長表彰を授与します。

平成２８年度　優良工事等協力会社　表彰一覧

平成２６年度
飯田維持管内修繕整備工事

飯田維持出張所管内 （株）ヤマウラ

平成２５年度
１５３号伊南バイパス田切中下部工事

長野県上伊那郡飯島町 勝間田建設（株）

平成２６年度
三遠南信八重河内道路建設工事

長野県飯田市南信濃 長豊建設(株)

平成２６年度
三遠南信神之峰道路建設工事

長野県飯田市龍江～
長野県下伊那郡喬木村富田

木下建設（株）
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