
測量業務部門

円
点

概　　要

県土整備部長表彰を受賞して

県土整備部長表彰

受注者名（所在地） (株)大成コンサル　（弘前市大字取上五丁目１２－７）

平成２９年度　青森県県土整備部優良建設関連業務表彰（公表）

業　務　名 遠部・久吉ダム堆砂測量業務委託
業務箇所 平川市碇ヶ関遠部外地内

管理技術者 樋川　誠 優良技術者表彰
業　務　概　要 請負額 5,626,800
履行期間 平成28年8月3日～平成29年1月31日 評定点 81
完成年月日 平成29年1月31日 代表者 代表取締役

石澤　幹夫

推薦理由
　本業務は、遠部ダム及び久吉ダムの堆砂測量を行い、堆砂量・洗掘量を算定し、適切なダム管理に資
するための測量業務である。これまでは、作業員が船に乗りレッドロープ等を用いて水深を測定していた
が、本業務において「調査用リモコンボートによる深浅測量（音響測深）」をいち早く取り入れ、ＩＣＴ推進に
貢献し、他の模範となると認められることから、優良業務として推薦されたものである。

受賞コメント

遠部ダム堆砂測量　　　　　２８測線
久吉ダム堆砂測量　　　　　４８測線

推薦公所 中南地域県民局
地域整備部

総括調査員 小田桐　信明
主任調査員 笹森　正幸

調査員 西村　弘之

　この度は、県土整備部長表彰を頂き、深く感謝申し
上げます。本業務は、国土交通省新技術情報（ＮＥＴＩ
Ｓ）登録の｢調査用リモコンボートによる深浅測量(音響
測深)」を活用することにより、環境に優しく、安全かつ
高精度な観測を行うことが出来ました。今後、更にＩＣＴ
推進に向け邁進して参りたいと思います。

代表取締役
石澤　幹夫

管理技術者
樋川　誠
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建築関係建設コンサルタント業務部門

円
点

概　　要

代表取締役　鈴木雄二 管理技術者　進藤勝人

業　務　概　要 請負額 45,432,393

県土整備部長表彰

平成２９年度　青森県県土整備部優良建設関連業務表彰（公表）

業　務　名 つがる警察署建替設計業務委託
業務箇所 つがる市木造赤根　地内
受注者名（所在地） (株)八洲建築設計事務所　（青森市松原３－１４－１３）
管理技術者 進藤　勝人 優良技術者表彰

履行期間 平成28年5月17日～平成29年2月24日 評定点 80
完成年月日 平成29年2月24日 代表者 代表取締役

鈴木　雄二

警察署庁舎新築設計　一式
警察署車庫新築設計　一式
署長公舎新築設計　　一式

推薦公所 東青地域県民局
地域整備部

総括調査員 黒澤　晋一
主任調査員 中村　健、柿崎　英明

調査員 石岡　伸吉、西村　三郎
推薦理由

　本業務は、つがる警察署建替に伴う庁舎の新築設計業務である。他施設より高い耐震安全性能が求
められ、建設予定地の地盤は軟弱であり構造的な対応が求められたが、性能を満たす提案がなされた。
　また、当該建築物の性格上、通常の事務所建築とは異なるものが多く、署長公舎や車庫等の付属建物
の設計を同時に行い、業務期間内に完了させた。以上のことから他の模範となる優良業務である。

受賞コメント

　この度は、県土整備部長表彰を賜りまして、誠にありがとう
ございます。関係各位の皆様のご協力のおかげをもちまし
て、利便性、安全性に配慮した建物を設計することができま
したこと、心より感謝を申し上げます。
　この受賞を励みとし、更なる品質・技術の向上を目指し、地
域社会の発展に貢献できるよう努力してまいります。
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土木関係建設コンサルタント業務部門

円
点

概　　要

　このたびは、県土整備部長表彰の栄誉を賜り、誠にありが
とうございます。ご指導を賜りました調査職員並びに関係職
員の皆様に心より感謝申し上げます。
　当社は、半世紀にわたる歩みの中で、幾多の経験を積み
重ね、『技術と品質』に磨きをかけてまいりました。これから
も新たな時代のニーズに応えると共に、さらに技術の研鑽を
積み重ね、地域社会に貢献できるよう尽力していく所存で
す。
　今後も、皆様方のより一層のご指導ご鞭撻を賜ります様、
宜しくお願い致します。

佐藤和昭 板垣紀幸

請負額 14,666,400
履行期間 平成28年9月7日～平成29年2月28日 評定点 86
完成年月日 平成29年2月28日 代表者

花牟礼　茂人

代表取締役 管理技術者

根川　徹主任調査員

県土整備部長表彰

受注者名（所在地） (株)キタコン　（青森県弘前市大字宮川1丁目１－１）

平成２９年度　青森県県土整備部優良建設関連業務表彰（公表）

業　務　名 岩崎西目屋弘前線橋梁架替（小割沢橋）詳細設計業務委託
業務箇所 西目屋村大字川原平地内

管理技術者 板垣　紀幸 優良技術者表彰
業　務　概　要

受賞コメント

　本業務は、西目屋村川原平地内の小割沢橋の架け替えに必要な、測量、地質調査及び橋梁詳細設計
を実施したものである。急峻な地形と急流河川を渡河する橋梁設計で、複雑な地層地質の分布状況を分
かりやすくするために、３Ｄモデル化による技術資料を作成した。これにより、基礎杭の支持層や位置が
容易に把握でき、設計計画の工夫と綿密な協議に役立てることができた。また、維持管理と耐久性向上
対策の設計方法についても重点的に取組み、特に技術提案において他の模範となるものであった。

代表取締役
佐藤　和昭

推薦理由

横断測量               N=8本
解析等調査業務     N=1式
橋梁詳細設計        N=1橋

推薦公所 中南地域県民局
地域整備部

総括調査員 中谷　昌弘

調査員
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土木関係建設コンサルタント業務部門

円
点

概　　要

滑走路・誘導路改良実施設計　N=1.0式
（土木施設・電気施設）

推薦公所

総括調査員 岩谷　隆
主任調査員 相馬　泰之

調査員 成田　一洋

青森空港管理事務所

推薦理由
　本業務は、空港既設舗装の老朽化に伴う舗装改良事業を設計した業務である。
　設計に当たっては、多年度（６年）に渡る事業工程であることから、その施工順位に係る既設舗装の的
確な評価と、空港舗装という特殊な施工分野における諸条件をクリアする作業機械や工事工程等が提案
されたものである。
　舗装改良事業は、計器着陸装置の高カテゴリー（CATⅢ）による空港運用を継続しながらの施工条件と
なり、作業時間の制約のほか、同時に行う航空灯火更新工事との輻輳が予想される等、工事工程の計
画
が難題であったが、高度な航空行政知識は元より、航空灯火等関係施設との施工調整、航空関係機関と
の協議に必要な、詳細で多岐に渡る工事工程の計画等、調整力を発揮した業務であった。
　以上のように、業務目的の理解度とその必要情報の把握に優れ、技術力に信頼があり、度重なる難題
に積極性と責任感を持って業務を遂行し、特に委託業務成績評定点が優れていたことから、優良建設関
連業務として認定されたものである。

受賞コメント
　この度、県土整備部長表彰を賜りましたことは、この
上ない名誉なことと厚く御礼申し上げます。
　弊社は空港専門の建設コンサルタントとして、青森空
港の建設地の選定から開港に至るまで、調査・計画・
設計に係る多くの業務を担当させていただきました。開
港後も様々な局面でコンサルタント業務に従事させて
いただいています。この度の表彰を機に、青森空港発
展のために一層の企業努力を重ねてまいる所存でご
ざいますので、関係各位の更なるご指導・ご鞭撻を賜
りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長
松前　真二

管理技術者
桜井　裕也

履行期間 平成28年6月28日～平成29年3月21日 評定点 87
完成年月日 平成29年3月21日 代表者 代表取締役社長

松前　真二

管理技術者 桜井　裕也 優良技術者表彰
業　務　概　要 請負額 37,422,000

県土整備部長表彰

受注者名（所在地） (株)日本空港コンサルタンツ　（東京都中央区勝どき一丁目１３番１号）

平成２９年度　青森県県土整備部優良建設関連業務表彰（公表）

業　務　名 青森空港滑走路・誘導路等改良実施設計業務委託
業務箇所 青森市大字大谷地内
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地質調査業務部門

円
点

概　　要

県土整備部長表彰を受賞して
　この度は、県土整備部長表彰を賜り、誠にありが
とうございます。ご指導いただきました県土整備部
の皆様、関係各位に心から感謝いたします。
　青森県のビッグプロジェクトのひとつである駒込
ダム建設事業に携わることができたこと、さらに
技術と品質においてお褒めをいただいたことは 仙台支店長　長崎均 管理技術者　服部一成

至極の喜びです。当社の社訓である「誠意をもって
ことにあたり、技術を軸に社会に貢献する。」を実践できたことは、今後の大きな励みとなります。
　青森県のインフラ整備の一助となるべく今後とも積極的にかかわりたくご指導賜わりますよう
よろしくお願い申し上げます。

県土整備部長表彰

受注者名（所在地） 日本工営（株）　（東京都千代田区九段北１－１４－６）

平成２９年度　青森県県土整備部優良建設関連業務表彰（公表）

業　務　名 駒込ダム地質調査・解析業務委託
業務箇所 青森市大字駒込地内

管理技術者 服部　一成 優良技術者表彰
業　務　概　要 請負額 60,145,200
履行期間 平成28年6月23日～平成29年3月24日 評定点 84
完成年月日 平成29年3月23日

代表者
代表取締役社長
有元　龍一

推薦理由
　本業務は、駒込ダム本体設計に資する目的として、駒込ダム建設予定地周辺における地質調査・解
析、及び関係機関との協議に必要な打合せ資料の作成を行ったものである。現場は非常に急峻な地形
であり、特殊な方法による調査を、短期間に品質を低下させること無く作業を完了させた。また国との協
議資料作成に対して真摯に取り組み、業務期間内に国の了解を得ることに大きく貢献するなど、難易度
が高い業務に対し優れた技術力を発揮したことから、優良業務として認定されたものである。

受賞コメント

高品質ボーリング（φ86）　　N=5.0孔
ボアホールスキャナー観測　N=5.0孔
地質解析　　　　　　　　　　　 N=1.0式

推薦公所
東青地域県民局
地域整備部　駒込ダム建設所

総括調査員 笹　貴彦
主任調査員 斉藤　真吾

調査員 中村　匠
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