
 

 
 

令和２年７月 15 日 

中 部 地 方 整 備 局 

 飯 田 国 道 事 務 所 

 

「令和２年度 優良工事等表彰式」を開催！ 

～優良な工事・業務の施工会社や技術者へ表彰状の授与を行います～ 

1. 優良工事等表彰の概要について 

   昨年度中に完成・完了した工事及び業務の成績等が優秀で顕著な成果をあげた企業又

は技術者を表彰します。 

      また、受注企業と協力し、品質確保や品質向上等に貢献した協力会社や専任の技術者 

を同様に表彰します。 

   表彰者の一覧は別紙のとおりです。 

 

２. 表彰式の日時・場所     

 中部地方整備局長表彰 

１） 日時：令和２年７月２０日（月） 午前の部 11 時 00 分 午後の部 13 時 50 分 

２） 場所：ホテル名古屋ガーデンパレス ３階 栄、泉の間  

  

 飯田国道事務所長表彰 

    １）日時：令和２年７月２９日（水） 13 時 30 分 ～ 16 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     

    

※ 新型コロナ感染拡大防止の観点から、表彰式を複数のグループに分け、座席の 

  間隔を空ける等必要な対策を講じます。 

  取材される方におかれましても、新型コロナ感染拡大防止のため、マスク着用 

  事前の検温にご協力いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

３. 配布先     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 

塩尻桔梗ヶ原記者クラブ 

         

４. 解 禁   令和２年７月２０日（月）     

    

５. 問い合せ先           

   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 : 田中 智徳 

【表彰式関係】  副所長 : 後藤 雅剛 

【電 話】 0265-53-7200 

 

 

 
https://twitter.com/mlit iida



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 工事（業務）内容 表彰理由

平成３０年度　三遠南信飯
喬道路整備工事

長野県飯田市千代
　～
長野県飯田市龍江

木下建設（株） ¥389,810,000
平成30年 9月29日

～
令和元年10月31日

 本工事は、三遠南信自動車道路建設のた
め、擁壁・排水路等を建設するものである。

当該箇所は、関連工事・地元調整を必要とする条件
下で自ら積極的に調整努力し、円滑な施工の推進
に寄与するとともに、安全管理においても十分な対
策を講じて施工した。

平成３０年度　三遠南信天
龍峡IC道路建設工事

長野県飯田市川路 長豊建設（株） ¥379,738,000
平成30年 8月 3日

～
令和元年12月27日

本工事は、三遠南信自動車道路建設に伴
う、天龍峡ICを建設するものである。

当該箇所は、天龍峡ICを供用させながらの改良工
事であり、交通管理者等関係機関との調整、現道
交通の確保等、多岐にわたる条件下の中積極的に
調整努力を行い、円滑な施工に寄与するとともに、
安全管理においても十分な対策を講じて施工した。

平成３１年度　三遠南信天
龍峡IC休憩施設建築工事

長野県飯田市川路 神稲建設（株） ¥203,500,000
令和元年 5月10日

～
令和元年12月20日

本工事は、三遠南信自動車道路建設に伴
う、天龍峡IC休憩施設を建設するものであ
る。

当該施設は、名勝天龍峡に近接しており、関係機
関・地元等積極的な調整努力により、円滑な施工の
推進に寄与するとともに、安全管理においても十分
な対策を講じて施工した。

平成３０年度　１９号北部
交安整備工事

木曽維持出張所管内 大林工業（株） ¥218,680,000
平成31年 4月15日

～
令和 2年 3月19日

国道１９号の北部において交安整備工事を
行ったもの。
路体盛土工、アスファルト舗装工、排水構
造物工、縁石工、防護柵工、区画線工、道
路付属施設工、構造物撤去工

広範囲にわたる地下埋設物や上空支障物、市街地
での夜間作業を伴う各種交安整備は、工事全般に
ついて適切な工程管理と安全確認、地元住民との
調整の元、無事故で施工がなされた。

平成３１年度　１９号神戸
視距改良工事

長野県木曽郡南木曽町読
書

大宗土建（株） ¥196,295,000
令和元年 5月17日

～
令和 2年 3月27日

長野県木曽郡南木曽町において視距改良
工事を行ったもの。
掘削工（ICT）、路体盛土工、路床盛土工、
法面整形工（ICT）、残土処理工、法面工、
擁壁工、舗装工、排水構造物工、防護柵
工、道路付属施設工、構造物撤去工、仮設
工

ICT土工による工事は、全般について優れた施工が
なされ、適切で積極的な地元調整のもと苦情は無
く、次期工事に影響がないよう適切に対処し、無事
故で施工がなされた。

平成３０年度　１５３号修繕
整備工事

飯田維持出張所管内 勝間田建設（株） ¥381,876,000
平成31年 4月22日

～
令和 2年 3月27日

国道１５３号において、トンネル補修、横断
歩道橋補修及び塗装、舗装修繕を行う工
事。

施工箇所が点在し、工事内容も多工種にわたる工
事であったが、工事内容に応じた適切な技術者を配
置するとともに綿密な施工計画により、工事を完成
させた。また、長期間かつ点在する工事箇所の交
通規制を、他工事の交通規制とも調整しながら無事
故で施工した。

令和２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



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

令和２年度　優良工事等　表彰一覧

平成３０年度　三遠南信飯
喬道路整備工事

長野県飯田市千代
　～
長野県飯田市龍江

木下建設（株） ¥389,810,000
平成30年 9月29日

～
令和元年10月31日

鎌倉　康

本工事は、三遠南信自動車道路建設のた
め、擁壁・排水路等を建設するものである。

当該箇所は、関連工事・地元調整を必要とする条件
下で自ら積極的に調整努力し、円滑な施工の推進
に寄与するとともに、安全管理においても十分な対
策を講じて施工した。

平成３０年度　三遠南信天
龍峡IC道路建設工事

長野県飯田市川路 長豊建設（株） ¥379,738,000
平成30年 8月 3日

～
令和元年12月27日

代田　義明

本工事は、三遠南信自動車道路建設に伴
う、天龍峡ICを建設するものである。

当該箇所は、天龍峡ICを供用させながらの改良工
事であり、交通管理者等関係機関との調整、現道交
通の確保等、多岐にわたる条件下の中積極的に調
整努力を行い、円滑な施工に寄与するとともに、安
全管理においても十分な対策を講じて施工した。

平成３１年度　三遠南信天
龍峡IC休憩施設建築工事

長野県飯田市川路 神稲建設（株） ¥203,500,000
令和元年 5月10日

～
令和元年12月20日

大場　皇輝

本工事は、三遠南信自動車道路建設に伴
う、天龍峡IC休憩施設を建設するものであ
る。

当該施設は、名勝天龍峡に近接しており、関係機
関・地元等積極的な調整努力により、円滑な施工の
推進に寄与するとともに、安全管理においても十分
な対策を講じて施工した。

平成３０年度　１９号北部
交安整備工事

木曽維持出張所管内 大林工業（株） ¥218,680,000
平成31年 4月15日

～
令和 2年 3月19日

蓑島　博

国道１９号の北部において交安整備工事を
行ったもの。
路体盛土工、アスファルト舗装工、排水構造
物工、縁石工、防護柵工、区画線工、道路
付属施設工、構造物撤去工

広範囲にわたる地下埋設物や上空支障物、市街地
での夜間作業を伴う各種交安整備は、工事全般に
ついて適切な工程管理と安全確認、地元住民との
調整の元、無事故で施工がなされた。

平成３１年度　１９号神戸
視距改良工事

長野県木曽郡南木曽町読
書

大宗土建（株） ¥196,295,000
令和元年 5月17日

～
令和 2年 3月27日

森　勇二

長野県木曽郡南木曽町において視距改良
工事を行ったもの。
掘削工（ICT）、路体盛土工、路床盛土工、
法面整形工（ICT）、残土処理工、法面工、
擁壁工、舗装工、排水構造物工、防護柵
工、道路付属施設工、構造物撤去工、仮設
工

ICT土工による工事は、全般について優れた施工が
なされ、適切で積極的な地元調整のもと苦情は無
く、次期工事に影響がないよう適切に対処し、無事
故で施工がなされた。

平成３０年度　１５３号修繕
整備工事

飯田維持出張所管内 勝間田建設（株） ¥381,876,000
平成31年 4月22日

～
令和 2年 3月27日

大蔵　廣光

国道１５３号において、トンネル補修、横断
歩道橋補修及び塗装、舗装修繕を行う工
事。

施工箇所が点在し、工事内容も多工種にわたる工
事であったが、工事内容に応じた適切な技術者を配
置するとともに綿密な施工計画により、工事を完成さ
せた。また、長期間かつ点在する工事箇所の交通
規制を、他工事の交通規制とも調整しながら無事故
で施工した。

優良工事
技術者

中部地方
整備局長

表彰

飯田国道
事務所長

表彰



部門 表彰区分 工事（業務）名 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

令和２年度　優良工事等　表彰一覧

中部地方
整備局長

表彰

平成３１年度　三遠南信
道喬木地区環境調査業務

大日本コンサルタン
ト（株）
中部支社

¥48,411,000
平成31年 4月10日

～
令和 2年 3月31日

本業務は、三遠南信自動車道飯喬道路３
工区（喬木地区）の建設事業において、環
境に与える影響を把握し、貴重動植物の保
全対策を実施するために、動植物調査を実
施するものである。

従前より課題であった、貴重猛禽類の営巣地移動
について、過年度成果を充分に踏まえた対策を講
じ、調査期間中に雛の繁殖がされ懸案に進捗をも
たらした。動植物を対象にし、かつ、前例に乏しい事
案である中で豊富な知見を活かして積極的に調査
を推進した。

平成３１年度　１９号薮原
地区水文調査業務

（株）建設技術研究
所
中部支社

¥10,087,000
令和元年 6月28日

～
令和 2年 3月13日

本業務は、国道１９号薮原地区においてトン
ネル工事による周辺環境への影響を把握
するため、工事着手前の水文調査を実施す
るものである。

当該地区における水文調査の初年度であり、入念
な現地踏査と周辺地域との密なコミュニケーション
により、今後の調査計画まで取り纏めた。特に、当
該地区での湧水利用が多く複雑な条件であったが
適切に業務を遂行した。

平成３１年度　三遠南信
道青崩峠道路施工計画業
務

（株）片平新日本技
研
名古屋支店

¥45,320,000
令和元年 7月 4日

～
令和 2年 3月16日

本業務は三遠南信自動車道青崩峠道路の
建設事業実施にあたり、効率的に事業を進
めるための施工計画の立案及びそれぞれ
に伴う工事用道路設計を行うものである。

バイパスの盛土設計把握及び盛土工程を整理し、
トンネル掘削で発生する残土の土量配分を検討し、
搬出計画や仮置きが必要となる時期と土量を算
出。算出結果を基に仮置きの候補地測量を行い借
地契約の立案を的確に進め地元調整の基礎資料
を取り纏めた。

中部地方
整備局長

表彰

平成３１年度　三遠南信
道喬木地区環境調査業務

大日本コンサルタン
ト（株）
中部支社

¥48,411,000
平成31年 4月10日

～
令和 2年 3月31日

勝亦　修

本業務は、三遠南信自動車道飯喬道路３
工区（喬木地区）の建設事業において、環
境に与える影響を把握し、貴重動植物の保
全対策を実施するために、動植物調査を実
施するものである。

従前より課題であった、貴重猛禽類の営巣地移動
について、過年度成果を充分に踏まえた対策を講
じ、調査期間中に雛の繁殖がされ懸案に進捗をも
たらした。動植物を対象にし、かつ、前例に乏しい事
案である中で豊富な知見を活かして積極的に調査
を推進した。

平成３１年度　飯田国道
道路施設補修設計業務

玉野総合コンサルタ
ント（株）

¥54,945,000
平成31年 4月 5日

～
令和 2年 3月20日

阿部　光伸

飯田国道事務所管内の構造物補修設計及
び防災対策設計を行うもの。

現地状況を把握のうえ設計に反映するとともに、追
加作業に迅速に対応した。

平成３１年度　三遠南信
道天龍峡地区整備計画検
討業務

パシフィックコンサル
タンツ（株）
中部支社

¥35,871,000
平成31年 4月10日

～
令和 2年 2月28日

西谷　真吾

本業務は、一般国道４７４号三遠南信道天
龍峡地区において、休憩施設及び天龍峡IC
周辺道路の検討を行うとともに、名勝天龍
峡を渡河する天龍峡大橋の建設状況を記
録するものである。

2019年11月の飯喬道路開通に際して、広報・電気
施設設計・建築意匠・ラウンドアバウト交差点など
適切かつ速やかなマネジメントにより対応した。特
に、開通が11月になったことによる準備期間の圧縮
にも問題なく対応しており、優秀な成果と評価でき
る。

優良業務
技術者

優良業務

飯田国道
事務所長

表彰

飯田国道
事務所長

表彰



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 有能技能者

東海カッター興業（株）
コンクリート切断・ワイヤーソーイング工
事

福田　文雄

道栄建設（株）
擁壁・法面・石積・踏掛版・側溝・ケーブル
配管・情報ボックス・付帯設備工他

（株）伍福園 道路植栽工・地被類植付工

（有）小林工業 道路土工

（有）幸建 排水構造物工・道路付属物工・除草工

信越アステック（株） 舗装工 斎藤　善彦

（株）飯田綜合木材センター 大工（造作大工） 松下　勝彦

（株）シノダ設備 機械設備 平沢　謙二

新井電気工事（株） 電気 島岡　栄一

（株）石原工務店 防護柵工 石原　信治

常盤工業（株）木曽営業所 舗装工 大野　斉

北陽建設（株）木曽営業所 法面工 新井　智樹

（有）源次商店 伐採工 田中　建志

信越アステック（株） アスファルト舗装工事 荒井　幸裕

福美建設（株） 現場塗装工事 中島　啓司

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。

令和２年度　優良工事等協力会社　表彰一覧

平成３０年度　１９号北部交安整備工
事

木曽維持出張所管内 大林工業（株）

平成３０年度　三遠南信飯喬道路整
備工事

長野県飯田市千代
　～
長野県飯田市龍江

木下建設（株）

平成３１年度　三遠南信天龍峡IC休
憩施設建築工事

長野県飯田市川路 神稲建設（株）

平成３０年度　三遠南信天龍峡IC道
路建設工事

長野県飯田市川路 長豊建設（株）

平成３１年度　１９号神戸視距改良工
事

長野県木曽郡南木曽町読書

平成３０年度　１５３号修繕整備工事 飯田維持出張所管内 勝間田建設（株）

大宗土建（株）


	20200720-0
	20200720-1

