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 専門分業化が進む港湾空港工事の品質確保にあたっては、現場で直接施工に従事する建

設技能者の果たす役割が重要であることから、北陸地方整備局港湾空港部では、工事の品

質確保に貢献した建設技能者を対象とした表彰制度を平成２８年度に創設し、品質・出来

形が良好であった工事に従事した建設技能者を選定して表彰を行っています。 

 このたび、伏木富山港湾事務所では、平成２８年度完成工事における建設技能者表彰受

賞者を下記のとおり決定しました。 

 本日、別途発表※した優良工事及び業務の事務所長表彰に併せて、表彰式を下記のとお

り執り行いますので、お知らせします。 

 

 

記 

 

 

１．受賞者 

    ・株式会社 得能組   中村成良 様 （型枠工） 

    ・株式会社 細川組   柳内直宏 様 （溶接工） 

       （工事名）：伏木富山港（伏木地区）岸壁（-14m）改良工事 

       （元請負者名）；砺波工業株式会社 

 

２．表彰式 

日 時：平成２９年７月２４日（月）午後１４時００分～ 

     場 所：伏木富山港湾事務所 大会議室 

         富山市牛島新町１１－３ 

 

 

 

  ※『平成２８年度完成の優良工事及び業務の事務所長表彰について（お知らせ）』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記者発表資料 

配 付 日 時  

平成２９年７月２０日  

発表記者クラブ 

富山県政記者クラブ 

専   門   紙 

問い合わせ先 

国土交通省 北陸地方整備局 
伏木富山港湾事務所 
副所長     武田 均 
沿岸防災対策官 安井哲博 

     Tel:076-441-1901 
     Fax:076-443-1408 

 

Tel:076-441-1901


平成２９年７月２０日
資 料：富山河川国道事務所
配布先：県政記者クラブ
扱 い：配布後解禁

平成２８年度完成の優良工事及び業務の事務所長表彰について
（ お 知 ら せ ）

富山県内（一部岐阜県内を含む）事務所所管平成２８年度完成の優良工事等について、別
紙のとおりと決定しましたのでお知らせ致します。

なお、表彰式（事務所長表彰）については、下記のとおり予定しています。
また、当日は局長表彰の披露も併せて行います。

記

○富山河川国道事務所
１．日時：平成２９年７月２４日（月）１０：００～
２．場所：ボルファートとやま TEL（０７６）４３１－１１１３

○黒部河川事務所
１．日時：平成２９年７月２４日（月）１４：００～
２．場所：黒部河川事務所 ２Ｆ 会議室 TEL（０７６５）５２－１１２２

○立山砂防事務所
１．日時：平成２９年７月２５日（火） ９：００～
２．場所：立山砂防事務所 会議室 TEL（０７６）４８２－１１１１

○利賀ダム工事事務所
１．日時：平成２９年７月２４日（月）１４：００～
２．場所：利賀ダム工事事務所 会議室 TEL（０７６３）３３－４７０１

○神通川水系砂防事務所
１．日時：平成２９年７月２５日（火）１４：００～
２．場所：神通川水系砂防事務所 会議室 TEL（０５７８）８２－１２２０

○伏木富山港湾事務所
１．日時：平成２９年７月２４日（月）１４：００～
２．場所：伏木富山港湾事務所 大会議室 TEL（０７６）４４１－１９０１

（問い合わせ先）
●富山河川国道事務所 工事品質管理官 金川 亨

０７６－４ 4３－４７０１ （内線３０２）
●黒部河川事務所 副所長（技術） 吉田 俊康

０７６５－５２－１１２２ （内線２０４）
●立山砂防事務所 副所長（技術） 金子 秀樹

０７６－４８２－１１１１ （内線２０４）
●利賀ダム工事事務所 副所長（技術） 岡田 茂彦

０７６３－３３－４７０１ （内線２０４）
●神通川水系砂防事務所 副所長（技術） 吉村 明

０５７８－８２－１２２０ （内線２０４）
●伏木富山港湾事務所 副所長（技術） 武田 均

０７６－４４１－１９０１ （内線１２）



平成２８年度完成優良工事等 事務所長表彰（富山県関係）

区 分 事 務 所 名 選定数 備 考

優良工事 富山河川国道事務所 ２ Ｐ３～

黒部河川事務所 １

立山砂防事務所 １

利賀ダム工事事務所 １

神通川水系砂防事務所 １

伏木富山港湾事務所 １

優良維持修繕工事 富山河川国道事務所 ２ Ｐ１１～

優良業務委託 富山河川国道事務所 １ Ｐ１４～

黒部河川事務所 ２

神通川水系砂防事務所 ２

優良建設技術者 富山河川国道事務所 ３ Ｐ１８～
（工 事）

立山砂防事務所 １

優良建設技術者 富山河川国道事務所 ３ Ｐ２３～
（業務委託）

黒部河川事務所 ２

立山砂防事務所 １

利賀ダム工事事務所 １

神通川水系砂防事務所 １

伏木富山港湾事務所 １

優良下請負者 富山河川国道事務所 ４ Ｐ２９～

黒部河川事務所 １

立山砂防事務所 １



平成２９年７月２０日

平成２８年度完成　優良工事等事務所長表彰一覧

（富山県内関係事務所所管）

［優良工事］

番
号

事務所名 工事名 受注者名 工事場所

1 富山河川国道事務所 小矢部川・合又川合流点処理
おやべがわ・ごうまたがわごうりゅうてんしょり

その３工事 株式会社岡部
おかべ 富山県小矢部市茄子島地先

2 富山河川国道事務所 常願寺川・朝日護岸
じょうがんじがわ・あさひごがん

その６工事 株式会社婦中興業
ふちゅうこうぎょう 富山県富山市朝日地先

3 黒部河川事務所 吉原副離岸堤
よしわらふくりがんてい

（Ｎｏ１４２）その１工事 株式会社飯作組
はんさくぐみ 富山県下新川郡

　　　入善町吉原地先

4 立山砂防事務所 Ｈ２６－２８　水谷第３号砂防堰堤補強
みずたにだい３ごうさぼうえんていほきょう

工事 石黒建設
いしぐろけんせつ

株式会社社
富山県富山市有峰、中新川
郡立山町芦峅寺地先

5 利賀ダム工事事務所 付替市道５工区法面対策工事
つけかえしどう こうくのりめんたいさく

砺波工業
となみこうぎょう

株式会社
富山県南砺市
　　　　利賀村向山地先

6 神通川水系砂防事務所 砂防堰堤補強他工事
さぼうえんていほきょうほか

宝興建設
ほうこうけんせつ

株式会社 神通川水系砂防事務所管内

7 伏木富山港湾事務所 伏木富山港（伏木地区）岸壁(-14m)改良工事
ふしきとやまこう(ふしきちく)がんぺき(-14m)かいりょう

砺波
となみ

工業
こうぎょう

株式会社 高岡市伏木万葉ふ頭



番号

事務所名

工期

請負金額

工事名 工事場所

平成２８年度完成　優良工事　［事務所長表彰］ 7

受注者

　砺波工業株式会社 伏木富山港湾事務所

　代表取締役社長　　上田　信和
平成２８年　３月１７日

～　平成２８年１１月３０日

　富山県砺波市中央町３－２１ ６６,７７１千円

　伏木富山港（伏木地区）
　　　　岸壁（-14m）改良工事

富山県高岡市伏木万葉ふ頭

工事内容

撤去工　 １式　（路盤材撤去、土砂撤去）
舗装工 149m　（路床不陸整正転圧 １式、路盤 １式、コンクリート １式、各種目地 １式）
復旧工 138m   （ｸﾚｰﾝﾚｰﾙ基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ嵩上げ １式、ｸﾚｰﾝﾚｰﾙ嵩上げ １式、
　　　　　　　　　　既設側溝隙間処理 １式）

選定理由

当該工事は、供用中の岸壁での工事であり、荷役作業やクルーズ船寄港等に支障を
与えないよう求められた。
受注者はクレーンレールの復旧を５月上旬～８月中旬の指定期間内で施工を完了さ
せる必要があったため、隣接する岸壁（-14m）の前年度工事完成区間や背後ふ頭用
地で行われる荷役作業との調整による柔軟な工程管理の対応や技術提案及び施工
時の創意工夫の実施により、指定期間内に品質も高く、かつ無事故で良好な施工を実
施した。
よって、本工事を優良工事として推薦する。



平成２９年７月２０日

平成２８年度完成　優良工事等事務所長表彰一覧

（富山県内関係事務所所管）

優良建設技術者［委託業務］

番
号

事務所名 業務名 受注者名 技術者名

1
富山河川
国道事務所

平成２８年度豊田新屋立体富山跨線橋
とよたしんやりったいとやまこせんきょう

　　　　　　　　　　（上り線）詳細設計業務
（のぼりせん）しょうさいせっけい

大日本コンサルタント
だ いに っぽ んこ んさ る た んと

株式会社

北陸支社
ほくりくししゃ

堀内　克男
ほりうち　かつお

（管理技術者）

2
富山河川
国道事務所 平成２８年度大沢野富山南道路予備設計修正

おおさわのとやまみなみどうろよびせっけいしゅうせい
業務

株式会社日本海コンサルタント
に ほ ん か い こ ん さ る た ん と

富山支店
とやましてん

山﨑　茂和
やまざき　しげかず

（管理技術者）

3
富山河川
国道事務所

平成２７・２８年度神通川水系河川整備計画
じんづうがわすいけいかせんせいびけいかく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　検討
けんとう

業務
日本工営
にほんこうえい

株式会社　北陸事務所
ほくりくじむしょ 高祖

こうそ
　成一

じょういち

（管理技術者）

4
黒部河川
事務所 平成２６・２７・２８年度　宇奈月

うなづき
ダム管理支援

かんりしえん
業務 株式会社 ＭＴ

新濱　光晴
しんはま　みつはる

（管理技術者）

5
黒部河川
事務所 平成２８年度　下新川海岸保全施設詳細設計

しもにいかわかいがんほぜんしせつしょうさいせっけい
業務

株式会社東京建設
とうきょうけんせつ

コンサルタント

北陸
ほくりく

支社
ししゃ

浅野
あさの

　剛
ごう

（管理技術者）

6
立山砂防
事務所 平成２７年度

　
　白岩砂防堰堤補強対策評価検討

しらいわさぼうえんていほきょうたいさくひょうかけんとう
業務

一般財団法人

　砂防
さぼう

・地
じ
すべり技術

ぎじゅつ
センタ－

向井　啓司
むかい けいじ

（管理技術者）

7
利賀ダム

工事事務所 平成28年度　利賀ダム貯水池周辺斜面観測業務
　　　　　　　　　　　　　　とが　　　　　　ちょすいちしゅうへんしゃめんかんそく

応用地質
おうようちしつ

株式会社  北陸支店
ほくりくしてん 千葉　伸一

ちば　しんいち

（主任技術者）

8
神通川水系
砂防事務所

平成２８年度神通川流域
じんづうがわりゅういき

における

　　　　　　　　　　土砂洪水氾濫対策検討
どしゃこうずいはんらんたいさくけんとう

業務

一般財団法人

　砂防
さぼう

・地
じ
すべり技術

ぎじゅつ
センタ－

加藤
かとう

　誠章
のぶあき

（管理技術者）

9
伏木富山

港湾事務所 伏木
ふしき

富山港
とやまこう

(伏木
ふしき

地区
ちく

)環境調査
かんきょうちょうさ 三洋

さんよう
テクノマリン株式会社

名古屋支店
な ご や し て ん

中嶋　一郎
なかじま　いちろう

（管理技術者）



番号

事務所名

業務名

工期

請負金額

選定理由

　本調査は、伏木外港建設周辺海域の環境調査を実施し、過年調査結果との比
較・分析を行うものである。
　受注者は調査の実施にあたり、発注者が提供する過年調査結果のほか、比較・
分析を行う際に補完する公表データ（富山県：「公共用水域水質測定結果」、「水産
情報システム」）などを使用し、分析結果の妥当性を確認した上で評価を行った。
　また、各現地調査実施後に速報として発注者へ随時報告を行うとともに、中間・最
終報告の各段階における比較・分析結果のポイントを概要版として整理するなど工
夫をこらし、良好な成果をあげた。
　よって、本技術者を優良建設技術者（委託業務）として推薦する。

平成２８年度完成　優良建設技術者（業務）　［事務所長表彰］ 9

技術者

中嶋　一郎
（管理技術者）

伏木富山港湾事務所

伏木富山港（伏木地区）環境調査

　三洋テクノマリン株式会社
　　　　　　　　　　　　名古屋支店
 
　愛知県名古屋市中区錦15-22

平成２８年　４月２５日
～　平成２９年　３月２４日

１７，２８０千円
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