
測量業務部門

円
点

概　　要

優良建設関連業務表彰を受賞して

管理技術者 小笠原　義仁 優良技術者表彰
業　務　概　要 請負額 18,500,400

地域整備部長表彰

受注者名（所在地） （株）開発技研　（青森県青森市佃二丁目２２番２１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 常海橋銀線交付金(道路改築）用地測量　業務委託
業務箇所 青森市浪岡大字郷山前地内

履行期間 平成28年8月30日～平成29年1月31日 評定点 84
完成年月日 平成29年1月31日 代表者 代表取締役

小笠原　義見都

推薦理由
　本業務は、一般県道常海橋銀線青森県青森市浪岡大字郷山前地内での道路改築事業に必要な用地
測量・調査を行ったものである。
　道路詳細設計成果に基づき、現地での作業を進めるにあたり、複数の業務関係者と調整を図ったととも
に、地元関係者との各種協議についても誠実な対応に努めるなど真摯に取り組み、業務を完了させた。
　以上、特に「難易度が高い業務に対し優れた技術力を発揮したもの」に該当することから、優良業務とし
て認められたものである。

受賞コメント

用地幅杭設置測量 　Ｌ=0.444km
用地測量　　　　　　　 A=8.43万m2

推薦公所 東青地域県民局
地域整備部

総括調査員 工藤　裕二
主任調査員 藤川　仁史

調査員 三上　惠

 この度、東青地域整備部長表彰を受賞する事と
なりわたしども役職員一同、誠に光栄な事と喜ん
でおります。
　今回の受賞を誇りに更なる技術力向上、業務
に対する認識を高め信頼される企業として地域
の社会資本整備の一翼を担える様、精進して参
りたいと思います。

代表取締役
小笠原義見都

管理技術者
小笠原義仁
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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
海岸施設点検　　　 　N=9.0箇所
長寿命化計画策定　 N=6.0式

推薦公所 東青地域県民局
地域整備部

総括調査員 工藤　満典
主任調査員 原子　靖夫

調査員 平澤　大地
推薦理由

　本業務は、「海岸保全施設維持管理マニュアル」（平成26年3月）に基づき、東青地域県民局が管理する
海岸のうち９箇所の海岸施設の点検を行うとともに、海岸施設の適切な更新計画である長寿命化計画を
策定する業務である。本業務では、適切な点検に基づく施設更新計画の策定はもとより、海岸施設の修
繕工法、修繕単価の積極的な提案を行い、長寿命化計画におけるライフサイクルコストの一律化に寄与
した。
　以上、特に「特筆すべき技術提案があったもの」に該当することから、優良業務として認められたもので
ある。

受賞コメント

　この度は東青地域県民局地域整備部建設関連業務
表彰を賜り、誠にありがとうございます。
　本業務では、海岸施設の一定区間や重点点検箇所
の設定、修繕工法や修繕単価の設定にあたって調査
員様や河川砂防課の担当者様の様々なご意見やご指
導をいただきました。積極的な相互の姿勢により構築
された修繕計画が長寿命化計画に反映されたと考え
ており、関係者の皆様には厚くお礼申し上げます。
　今後もこの受賞を励みに、更なる品質向上・技術力
の向上に努めてまいります。

管理技術者
舘岡 浩之

代表取締役
金 隆夫

履行期間 平成28年10月19日～平成29年3月25日 評定点 81
完成年月日 平成29年3月15日 代表者 代表取締役

金　隆夫

管理技術者 舘岡　浩之 優良技術者表彰
業　務　概　要 請負額 13,446,000

地域整備部長表彰

受注者名（所在地） （株）コンテック東日本（青森市大字野尻字今田９１－３）

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 東田沢海岸外長寿命化計画策定業務委託
業務箇所 東津軽郡平内町大字東田沢外地内
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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

地域整備部長表彰

受注者名（所在地） (株)みちのく計画　［青森県青森市浜館一丁目14番地3］

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 ３・５・１沼館三日町線 道路改築道路付替詳細設計業務委託
業務箇所 八戸市大字内丸地内

管理技術者 福井　誠喜 優良技術者表彰
業　務　概　要 請負額 28,922,400
履行期間 平成28年3月31日～平成29年3月25日 評定点 82
完成年月日 平成29年3月24日

代表者
代表取締役
間山　克子

推薦理由
　本業務は、青森県八戸市大字内丸地内の市管理公衆用道路の付替に必要な多段式（雛壇形）現場打
ち擁壁の詳細設計、施工計画を行ったものである。　設計に先立ち行われた土質試験により、軟弱地盤が
確認された擁壁基礎部の軟弱地盤対策、アパート近接地での自立山留式擁壁の施工など施工上の制約
を加味した施工計画の立案に加え、度重なる関係機関協議に対して真摯に取り組み、結果として業務期
間内に調整を完了させた。
　以上、特に「難易度が高い業務に対し優れた技術力を発揮したもの」に該当することから、優良業務とし
て認められたものである。

受賞コメント

地質調査　　　　　　N=1.0式
道路付替詳細設計　　N=1.0式
工法概略検討

推薦公所
三八地域県民局
地域整備部

総括調査員 鈴木　繁寿
主任調査員 松橋　聡
調査員 堀内　俊雄

代表取締役
間山　克子

管理技術者
福井　誠喜

この度、三八地域県民局地域整備部長表彰の名誉を

賜りましたのは、ご指導いただきました調査員の皆様、本

設計実現のために協議を重ねてくださいました皆様の力

添えのおかげであり、心から感謝申し上げます。

この賞を励みに当社の目標である「品格と品質の向上」

を目指してさらに努力して参ります。今後とも関係各位の

皆様のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
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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
砂防堰堤詳細設計　　　 　N=1式 推薦公所 三八地域県民局

地域整備部
総括調査員 古川　達夫
主任調査員 鹿内　修

調査員 櫻庭　良亮
推薦理由

　本業務は、二級河川新井田川水系新井田川の支渓館前沢において、砂防堰堤1基の詳細設計を行っ
たものである。用地取得困難地を避けるため緻密な堰堤配置計画を行うとともにコンパクトな透過型の砂
防堰堤を提案し、コスト縮減を図った。また履行期間が短い中、多岐にわたる検討課題を迅速に処理し業
務を完了させた。
　以上、特に「特筆すべき技術提案があったもの」に該当することから、優良業務として認められたもので
ある。

受賞コメント
　この度、三八地域県民局地域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地域
整備部職員の皆様、ご協力頂いた関係各位の皆様に
は、心より感謝申し上げます。今回の受賞を励みとし、
更なる技術力向上と地域社会の発展に貢献できるよう
尽力して参りますので、今後ともご指導、ご鞭撻の程、
宜しくお願い申し上げます。

東北支社長

木富　順三

管理技術者

平　和博

履行期間 平成28年11月10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 東北支社

支社長　木富　順三

管理技術者 平　和博 優良技術者表彰
業　務　概　要 請負額 13,726,800

地域整備部長表彰

受注者名（所在地） 三井共同建設コンサルタント(株)　（仙台市青葉区中央四丁目10番3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 館前沢通常砂防詳細設計業務委託
業務箇所 八戸市大字是川地内
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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

橋梁補修設計　　　 　N=1式

推薦公所 西北地域県民局
地域整備部鰺ヶ沢道路河川事業所

総括調査員 吉村　健逸
主任調査員 西﨑　健児

調査員 三浦　巧巨
推薦理由

　本業務は、青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町地内の大高山第二陸橋の橋梁補修事業として、橋梁
補修・耐震補強設計を行ったものである。青森県橋梁アセットマネジメントの趣旨を良く理解しており、耐
震補強工法選定においては支承交換（免震支承化、多点固定化）を含めた橋梁全体系での比較検討を
行い、かつ維持管理面にも配慮した提案を行うなど技術力を発揮した。
　以上、特に「特筆すべき技術提案があったもの」に該当することから、優良業務として認められたもので
ある。

受賞コメント

  このたびは、地域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。

代表取締役 管理技術者
佐藤和昭 長内寿

履行期間 平成28年7月14日～平成29年2月28日 評定点 85
完成年月日 平成29年2月28日 代表者 代表取締役

佐藤　和昭

管理技術者 長内　寿 優良技術者表彰
業　務　概　要 請負額 13,197,600

地域整備部長表彰

受注者名（所在地） (株)キタコン　（青森県弘前市大字宮川１－１－１）

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 国道１０１号（大高山第二陸橋）橋梁補修設計業務委託
業務箇所 西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町地内
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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

地域整備部長表彰を受賞して

この度は、栄えある地域整備部長表彰の栄誉を賜り、
心より感謝申し上げます。今後も技術の研鑽に励み、
青森県の良質な社会資本整備に貢献して参りたいと
存じます。

代表　支社長　村上　和夫 管理技術者　今野　篤

地域整備部長表彰

受注者名（所在地） （株）東京建設コンサルタント東北支社（仙台市青葉区一番町2-10-17）

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 奥入瀬川地震・高潮対策河川河道検討業務委託
業務箇所 おいらせ町 東下川原外地内

管理技術者 今野　篤 優良技術者表彰
業　務　概　要 請負額 16,977,600
履行期間 平成27年7月30日～平成28年9月30日 評定点 86
完成年月日 平成28年10月7日 代表者 東北支社　支社長

村上　和夫

推薦理由
　本業務は、奥入瀬川水系の河川整備計画等を策定するために必要となる治水、利水、環境に関する検
討を行うとともに、国土交通省協議資料の作成を行ったものである。
学識者意見聴取における助言指導に基づく植物希少種の分布・育成状況調査を速やかに実施した。度
重なる関係機関協議に対して真摯に取り組み、１年２ヶ月にわたって完了させた。
　以上の取り組みにより、特に「委託業務成績評定が特に優れているもの」に該当することから、優良業
務として認められたものである。

受賞コメント

治水計画検討　　　 　N=1.0式
正常流量の検討　　　N=1.0式
環境調査　　　　　　 　N=1.0式

推薦公所 上北地域県民局
地域整備部

総括調査員 大崎　順一
主任調査員 笠井　太志

調査員 野宮　一宏
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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

「下北地域整備部長賞」を受賞して

　この度、下北地域県民局地域整備部長表彰を賜り
誠に有り難う御座います。業務遂行にあたり、ご指
導頂きました調査職員並びに関係者各位の皆様には
感謝するとともに、心より御礼申し上げます。
今後ともこの受賞を励みとし、更なる品質・技術力
の向上に努め、地域社会の発展に貢献できるよう邁
進して参ります。

各種申請書作成　N=1.0式
道路整備事業計画書修正　N=1.0式
現地測量N=1.0式　他

川村　明生
推薦理由

　本業務委託は、下北半島広域避難路確保対策事業として整備を進めている薬研佐井線において、道路整備事業
計画書の修正や国有林野等における各種申請書作成を行ったものである。各業務の実施に当たっては、山間部で
未舗装且つ狭い幅員の現道での外業等困難な条件下において、現地調査や必要資料の整理等を短期間で安全且
つ迅速に作業を進め、無事業務を完了させた他、現橋の老朽化診断を速やかに実施し、その結果を踏まえ、架替え
を取りやめ長寿命化を図る更新計画を提案するなど、事業全体のコスト削減等に大きく貢献した。更に、ドローンを使
用して得た高精度のデータを活用し、検討内容の深化及び成果の品質向上につなげた。
　以上、特に「他の模範となると認められるもの」に該当することから、優良業務として認められたものである。

受賞コメント

推薦公所 下北地域県民局
地域整備部

総括調査員 横山　正起
主任調査員 對馬　永一

調査員

完成年月日 平成29年3月24日 代表者 代表取締役
佐藤　富夫

請負額 17,020,800
履行期間 平成28年5月25日～平成29年3月25日 評定点 83

代表取締役

佐藤 富夫

管理技術者

岩下 敬司

地域整備部長表彰

受注者名（所在地） エイト技術株式会社　（八戸市城下二丁目９－１０）

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 薬研佐井線道路改良申請書作成業務委託
業務箇所 むつ市大畑町赤滝山国有林外地内

管理技術者 岩下　敬司 優良技術者表彰
業　務　概　要
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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

青森事務所長 加藤誠司 管理技術者　真木伸隆

　この度は、下北地域県民局地域整備部長賞を賜り、
誠にありがとうございます。
　本業務は、動植物保全と事業推進の両立を目指し
て、臨機応変に対応できる組織体制で取組み、無事遂
行することができました。
　今回の受賞を励みに、これからもさらなる技術力の
向上に努めて参ります。

地域整備部長表彰

受注者名（所在地） パシフィックコンサルタンツ株式会社 （青森事務所：青森市堤町二丁目１番３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 薬研佐井線道路改良道路環境調査業務委託
業務箇所 むつ市大畑町赤滝山国有林～下北郡佐井村古佐井山国有林地内

管理技術者 真木　伸隆 優良技術者表彰
業　務　概　要 請負額 24,138,000
履行期間 平成28年4月2日～平成29年3月25日 評定点 85
完成年月日 平成29年3月21日 代表者 青森事務所長

加藤　誠司

推薦理由

受賞コメント

　本業務委託は、下北半島広域避難路確保対策事業として整備を進めている薬研佐井線において、猛禽類や稀少
植物等の環境調査を実施したものである。本業務の事業区域は山間部に位置し、更に現道は未舗装で幅員も狭く、
熊の出没も懸念されるなど、現場での外業は困難なものであったが、請負者は無事故で業務を遂行した。また、毎年
変化するクマタカ等の繁殖状況や、最新の工事スケジュールの実施方針について、請負者は、高度な専門知識や解
析能力等をもって広い視野で総合的に判断し、動植物保全と事業推進を両立させる事業実施方針を取りまとめるな
ど、成果の水準は非常に高いものであった。
　以上、特に「特筆すべき技術提案があったもの」に該当することから、優良業務として認められたものである。

　下北地域整備部長賞を受賞して

猛禽類調査　　　 　N=1.0式
植物調査　　　　　　N=1.0式

推薦公所 下北地域県民局
地域整備部

総括調査員 横山　正起
主任調査員 對馬　永一

調査員 川村　明生
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