
　　　　平成23年度交通基盤部優良工事等表彰者名簿（事務所長表彰）
【島田土木事務所】

受賞者 工事名 工事内容

㈱エコワーク
平成２２年度 （国）３６２号舗装補修
（道路維持）工事(舗装工)

舗装工事は時間帯通行規制を伴うが、ホーム
ページにより日々の規制時間の案内を行ったほ
か、施工計画の工夫により規制時間を短縮し道
路利用者へのサービス向上を図った。また、地
元小学生に現場見学会を開催するなど地域交流
も図った工事である。

岡村建設工業㈱
平成２１年度 （主）焼津森線地域活力
基盤創造交付金（道路改築）工事（ア
スファルト舗装工）

夜間時の交通量の多い現道部の舗装新設工事に
おいて、ソーラー式の工事規制標識電光板を設
置するとともに単管バリケードをオレンジの
ネットフェンスで覆う等、安全に配慮し施工を
行った。

㈱杉山工務店
平成２１年度 （一）上青島焼津線新合
併支援重点道路整備事業工事（歩道改
修工）

歩行者の多い駅前の歩道改修工事において、施
工中段差が発生する箇所にはゴムマットを設置
し歩行者の安全確保を図るとともに、商店街の
街路灯のさび止めを行うなど地元に喜ばれる施
工を行った。

大井建設㈱
平成２２年度 （一）家山停車場線緊急
生活支援道路事業工事（歩道工）

地域や沿道の方々と県が一緒になって策定した
計画を実現化した歩道工事である。施工中は、
沿道の方々との調整や施工計画の見直しにより
工程管理に努め、トラブルもなく工事を完成さ
せた。

㈱友田組
平成２２年度 （国）３６２号緊急防災
対策・地域活性化臨時整備事業（道
路）災害防除工事（山留工）

土砂崩壊を防止する工事であるが、作業ヤード
が狭く不安定な斜面地形のため、施工範囲を短
区間に区切り片押し施工とするなど施工計画に
工夫を凝らし、トラブルもなく工事を完成さ
せ、さらに通行止規制をかけずに1ヶ月の工期短
縮を図った。

三和建設㈱
平成２２年度 （国）４７３号橋梁改築
（地域連携２Ａ）地域高規格工事（菅
山第１高架橋下部工）（第２工区）

橋梁下部工場所打ち杭工において、想定支持地
盤線の変更に伴う杭長を変更出来るように、事
前に対策しておくなどの創意工夫に優れ、出来
ばえが大変良く工事を完成させた。

㈱小柳津建設
平成２１年度 （主）焼津森線地域活力
基盤創造交付金（道路改築）工事（歩
道設置工その２）

交通量も多く、店舗からの出入りや店舗展示物
に関し配慮が必要な歩道設置工事において、事
前に地元と十分な調整することにより大きな苦
情も無く工事を完了させた。

㈱加藤組
平成２１年度 （主）細江金谷線　空港
アクセス道路整備工事（道路造成工
第３工区）

補強土壁工において工法変更を提案するなど、
作業効率や品質の向上に努めるとともに、隣接
する複数の工区と協議会を開催し工程調整を行
い、遅滞することなく工事を完成させた。

㈱木村組
平成２１年度 （主）細江金谷線　空港
アクセス道路整備工事（道路造成工
第４工区）

過積載防止対策として車両重量計による運搬車
両の検量を行うなど、第三者への安全対策に努
めるとともに、隣接する複数の工区と協議会を
開催し工程調整を行い、遅滞することなく工事
を完成させた。

㈱梶山組
平成２１年度 水川上出急傾斜地崩壊対
策（一般-大規模）工事（第２工区）

家屋に近接した急傾斜地の崩壊対策工事であ
る。施工中は、近接家屋に住む方々などの生活
に配慮し、工程の調整等を行い、トラブルもな
く工事を完成させた。

㈱エイデン
県営住宅田尻団地1号棟公営住宅整備
事業（電気設備）工事

関連工事との調整が良く、施工図作成にあたり
モックアップを作成するなどして、入居者の住
環境に配慮した良好な県営住宅の建設をおこ
なった。
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共和建設㈱

　　　八木保之
ヤギ         ヤスシ

平成２１年度 笠名西ノ谷　県単急傾斜
地崩壊対策工事（擁壁工）

急傾斜地崩壊防止工事において、綿密なコンク
リートの打設計画を作成したことにより、十分
な養生期間の確保による品質の向上や、人家裏
での作業時間の短縮を実現することができた。

静和工業㈱

　　　金原智明
キンパラ　トモアキ

平成２１年度 （主）焼津森線外　緊急
防災対策・地域活性化臨時整備事業
（道路）橋梁工事（牛田橋外１橋）

コンクリートのテストピースの採取個数を増や
し、強度出現の確認頻度を増やすことにより、
交通の早期開放に努めた。また、工事看板を一
般の人に分かりやすく作成することに努めた。

ショーボンド建

設㈱静岡支店

　　　小林健一
コバヤシ　ケンイチ

平成２２年度 （国）１５０号緊急防災
対策・地域活性化臨時整備事業(道路)
橋梁工事（新六間川橋）

既設橋台の鉄筋調査結果に基づく変更を、的確
かつ速やかに行った。また、将来塗替えが困難
になる部分の防食仕様を変更し、高い品質を確
保した。

㈱中山建設

　　　青島　繁
アオシマ　　　シゲル

平成２２年度 滝沢北開戸緊急豪雨対策
（急傾斜）工事（法面工）

人家裏での法面工事において、事前および施工
中に住民と丁寧に調整したこと、法尻への防塵
シート設置等による周到な防護対策により、大
きな苦情も無く工事を完成させた。
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門 ㈱町組
平成２２年度 （一）春野下泉停車場線
社会資本整備総合交付金（県道橋梁補
修）工事（下泉橋橋脚補強工）

渇水期における橋脚補強工事であるため作業員
を増員し工程管理に努めた。増員により作業の
輻輳があるため「各種協議会」を開催し、日々
の安全管理を作業員全員に徹底させ事故やトラ
ブルもなく工事を完成させた。

【焼津漁港管理事務所】
受賞者 工事名 工事内容

㈱古川組静岡支
店

平成21年度焼津漁港　広域漁港整備
泊地（-9.0ｍ）2浚渫工事

施工方法や施工管理に工夫を凝らすことで、優
れた出来形を確保した。また、漁船の入出港や
水質の汚濁へのきめ細かな配慮で苦情なく工事
を完成させた。

静和工業㈱
平成21年度焼津漁港　漁港施設災害復
旧工事（焼津外港-7.0ｍ北岸壁）

水揚げ作業との調整により施工範囲が制限され
る中、施工方法に工夫を凝らすことで優れた出
来形と高い品質を確保し、安全に工事を完成さ
せた。

河津建設㈱
平成22年度焼津漁港　広域漁港整備
焼津南防波堤（改良）消波ブロック製
作・据付工事

消波ブロックの品質向上とブロック据付の施工
方法、施工管理について、工夫を凝らすことで
優れた出来形と高い品質を確保した。

㈱橋本組
平成22年度焼津漁港海岸　漁港海岸保
全施設整備（侵食）　養浜工事

養浜砂の的確な施工管理、品質管理により優れ
た出来形、出来ばえを確保した。また、第三者
に対する安全対策を的確に行い工事を完成させ
た。

河津建設㈱

　　伊豆澤憲二
イズサワ　　　ケンジ

平成21年度焼津漁港　漁港施設災害復
旧工事（新屋-7.0ｍ西岸壁(2)）

水揚げ作業との調整により施工範囲が制限され
る中、施工方法や使用材料について創意工夫を
提案し、優れた出来形と高い品質で安全に工事
を完成させた。

㈱橋本組

　　　神田道治
カンダ　　ミチハル

平成22年度焼津漁港海岸　漁港海岸保
全施設整備（侵食）　養浜工事（その
２）

施工機械を工夫することで効率的に工事を進
め、優れた出来形と出来ばえを確保した。ま
た、釣り人等に注意をはらい事故なく工事を完
成させた。
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平成22年度焼津漁港　広域漁港整備
外港護岸（改良）消波ブロック製作・
据付工事

漁協とのきめ細かな調整と付近を航行する漁船
に対する安全対策により事故なく工事を完成さ
せた。また、出来形、品質についても優れたも
のであった。
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【御前崎港管理事務所】
受賞者 工事名 工事内容

㈱橋本組

平成21年度御前崎港２１年災害関連港
湾環境整備施設災害復旧工事（その
１）

防波堤上部工事において、打設方法や仕上げ、
品質、養生に工夫を凝らした。また、施設利用
者に対する安全対策を行ったほか、地域貢献に
努めた。

㈱三井組

平成22年度御前崎港海岸海岸（高潮）
事業胸壁工事

胸壁工事においてコンクリートの品質確保に創
意工夫を行った。また、広報誌配布による工事
PRや、港内清掃等の地域貢献に努めた。

鈴与建設㈱

　　　　安倍一
アベ　　　ハジメ

平成21年度御前崎港防波堤（Ａ）２１
年港湾災害復旧工事

防波堤の消波ブロック製作据付工事において、
強度管理の頻度を増やすなど品質向上に努め
た。また、地域貢献にも努めた。

㈱古川組静岡支

店

　　　鈴木孝志
スズキ　　　タカシ

平成22年度相良港港湾維持修繕（指
定）航路・泊地浚渫工事

地元漁協との合意形成を図り、効果的な事業の
実施に努めた。また、作業現場の安全確保にお
いて種々の創意工夫を行った。

【静岡空港管理事務所】
受賞者 工事名 工事内容

㈱丸紅

　　　山崎大介
ヤマザキ　ダイスケ

平成２１年度 静岡空港県単独空港整備
工事（付替道路工）

急峻な地形の現場で作業ヤードの確保や、湧水
対策に工夫を凝らした。また、地元住民との調
整に努め苦情もなく工事を完了した。

㈱加藤組

　　　紅林昌生
クレバヤシ　マサオ

平成２１年度 静岡空港県単独空港整備
工事（Ｓ３調節池法面対策工）

法面がスレーキング特性を有する泥岩で亀裂か
らの雨水浸入により変状が心配されたが工事中
観測により常に法面の状況を把握しながら施工
し事故もなく工事を完成させた。
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㈱木村組
平成２２年度 静岡空港ターミナル地区
西側整備事業費工事（場周柵･場周道
路･排水等工事）

空港の制限区域内・制限表面等制約のある中で
運行の妨げにならないよう監視員を配置するな
ど万全な安全対策を行い約５ヶ月という短い工
期で事故なく完成させた。
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