
優秀工事（支社長表彰）

施工および品質管理など、全般的にわたり優秀である工事 （計３件３社）

札樽自動車道 朝里川橋下部工補修工事

■受賞者 TSUCHIYA株式会社
■工期 2019年4月～2021年3月
■工事概要 札樽自動車道朝里川橋等の下部工におけるコンクリート構造物の補修を実

施した工事
■受賞理由 人家が隣接する施工環境での大規模な構造物のはつり作業において適切な

対応を行うことにより品質・安全など全般にわたり優秀であったこと。

道央自動車道 移動式防護柵管理ヤード舗装工事

■受賞者 前田道路株式会社
■工期 2020年6月～2021年2月
■工事概要 札幌管理事務所管内において、移動式防護柵の管理ヤード等を複数整備した

工事
■受賞理由 ICT技術を活用した高度な施工やIT技術を活用した遠隔立会等を行うことに

より、品質・安全など全般にわたり優秀であったこと。

別紙



優秀工事（支社長表彰）

道央自動車道 茶志内地区集水井設置工事

■受賞者 株式会社 山田組
■工期 2019年7月～2021年3月
■工事概要 岩見沢管理事務所管内において、地すべり対策として集水井を設置した工事
■受賞理由 急峻な施工箇所において工事用通路の安全対策や、集水井内の安全の確保等

適切な対応を行うことにより品質・安全など全般にわたり優秀であったこと。



安全管理優秀工事（支社長表彰）

安全管理が特に優れていた工事（計４件3社）

道央自動車道 北広島IC橋（ロッキング橋脚）耐震補強工事
■受賞者
ドーピー建設工業株式会社

■工期
2018年4月～2021年3月

■工事概要
北広島IC橋等において、ロッキング橋脚
の耐震補強を行った工事

■受賞理由
交通量の多い施工ヤードにおいて、数多く
の適切な安全対策を行い安全管理が優秀
あったこと。

札樽自動車道 伏古高架橋遮音壁改良工事
■受賞者
株式会社富士テック

■工期
2019年3月～2021年1月

■工事概要
札樽自動車道において、遮音壁の改良を
行った工事

■受賞理由
落下防止対策のため移動可能な足場を活
用した対策等を行い安全管理が優秀であ
ったこと。

札樽自動車道 伏古高架橋塗替塗装工事

■受賞者
山田塗装株式会社

■工期
2018年2月～2021年１月

■工事概要
伏古高架橋において、桁の塗替塗装を行っ
た工事

■受賞理由
足場下の国道に対する落下対策や作業員へ
の丁寧な安全対策を行い安全管理が優秀で
あったこと。



安全管理優秀工事（支社長表彰）

道央自動車道 パンケ砂川橋塗替塗装工事
■受賞者
山田塗装株式会社

■工期
2019年4月～2021年1月

■工事概要
パンケ砂川橋において、桁の塗替塗装を
行った工事

■受賞理由
足場の設置を工夫し、通路の確保による
安全対策等を行い安全管理が優秀であっ
たこと。



工程管理優秀工事（支社長表彰）

工程管理が特に優れていた工事（計4件3社）

道央自動車道 室蘭管内舗装補修工事
■受賞者
日本道路株式会社

■工期
2019年４月～2021年2月

■工事概要
室蘭管理事務所管内で舗装の補修を行った
工事

■受賞理由
高速道路本線と休憩施設の２箇所の施工箇
所において通行止期間内で工事を進捗させ
工程管理が優秀であったこと。

道央自動車道 旭川管内動物進入対策工事
■受賞者
株式会社日本パーツセンター

■工期
2019年5月～2020年12月

■工事概要
旭川管理事務所管内において、立入防止柵
等の動物進入対策を実施した工事

■受賞理由
事務所管内に施工箇所が点在する工程管理
が難しい工事において、各種対策により週
休２日を確保する等工程管理が優秀であっ
たこと。

道央自動車道 旭川管内車線区分柵設置工事

■受賞者
大林道路株式会社

■工期
2019年5月～2020年12月

■工事概要
旭川管理事務所管内において車線区分柵を
設置した工事

■受賞理由
施工計画において適切なタイムテーブルを
検討し、施工の進捗に合わせて見直すこと
で工程を早める等工程管理が優秀であった
こと。



工程管理優秀工事（支社長表彰）

工程管理が特に優れていた工事（計4件3社）

道東自動車道 帯広管内車線区分柵設置工事
■受賞者
大林道路株式会社

■工期
2019年４月～2021年3月

■工事概要
帯広管理事務所管内において車線区分柵を
設置した工事

■受賞理由
施工能力の低い工種に対する施工班の増強
や、施工機械を改良することによる施工性
の向上等工程管理が優秀であったこと。



優良工事（事務所長表彰）

安全管理、品質管理、コスト縮減、工程管理のいずれかが他の模範となると評価した工事
（計9件8社）

道央自動車道 室蘭管内車線区分柵設置工事 （室蘭管理事務所）
■受賞者
セイト―株式会社

■工期
2019年５月～2021年3月

■工事概要
室蘭管理事務所管内で車線区分柵を設置し
た工事

■受賞理由
良好な工程調整を実施し、工事を完成させ
たこと。

道央自動車道 大沼公園TB料金所増築工事 （室蘭管理事務所）
■受賞者
工藤建設株式会社

■工期
2019年4月～2020年10月

■工事概要
大沼公園トールバリアの料金所の増築を
行った工事

■受賞理由
工事の一時中止が生じたが綿密な工程調整
を行い工事を完成させたこと。

道央自動車道 苫小牧中央インターチェンジ橋（鋼上部工）工事 （苫小牧管理事務所）
■受賞者
岩倉建設株式会社

■工期
2019年3月～2021年3月

■工事概要
苫小牧インターチェンジにおける橋梁上部
工を施工した工事

■受賞理由
交通規制期間を短縮させるなど良好な工程
管理を実施し工事を完成させたこと。



優良工事（事務所長表彰）

道央自動車道 苫小牧中央インターチェンジ工事 （苫小牧管理事務所）
■受賞者
岩田地崎建設株式会社

■工期
2018年5月～2021年3月

■工事概要
苫小牧中央インターチェンジの整備を実施
した工事

■受賞理由
受注者間の工程調整による良好な工程管理
によりIC建設工事を完成させたこと

道央自動車道 苫小牧管内標識補修工事 （苫小牧管理事務所）
■受賞者
株式会社保工北海道

■工期
2018年６月～2020年7月

■工事概要
苫小牧管理事務所管内の標識補修を行った
工事

■受賞理由
再利用可能な設備を活用するなど工夫し、
各種コスト削減を実施しつつ工事を完成
させたこと。

札樽自動車道 創成川西高架橋塗替塗装工事 （札幌管理事務所）
■受賞者
株式会社佐野塗工店

■工期
2019年３月～2021年３月

■工事概要
創成川西高架橋等の桁の塗替塗装を行った
工事

■受賞理由
複数橋梁について同時に施工を行い、良好
な工程管理で工事を完成させたこと。



優良工事（事務所長表彰）

札樽自動車道 銭函川橋高欄補修工事 （札幌管理事務所）
■受賞者
大林道路株式会社

■工期
2019年5月～2021年2月

■工事概要
銭函川橋の壁高欄補修を実施した工事

■受賞理由
他工事との工程調整や、高速道路合流部で
の施工など厳しい施工条件のなか各種安全
対策により無事故無災害で工事を完成させ
たこと。

札樽自動車道 札幌管内標識補修工事 （札幌管理事務所）
■受賞者
株式会社保工北海道

■工期
2019年5月～2021年2月

■工事概要
札幌事務所管内の標識補修を行った工事

■受賞理由
工事範囲が点在するなか、良好な安全管理
によって無事故無災害で工事を完成させた
こと。

道央自動車道 札幌管内標識補修工事 （札幌管理事務所）
■受賞者
株式会社キクテック

■工期
2018年6月～2021年1月

■工事概要
札幌事務所管内の標識補修を行った工事

■受賞理由
工事内容の変更に対して的確対応し、良好
な工程管理により工事を完成させたこと



優秀業務（支社長表彰）

成果が優秀だった業務（1件1社）

道東自動車道 新千歳川橋耐震補強設計
■受賞者
八千代エンジニヤリング株式会社

■工期
2019年7月～2020年11月

■業務概要
新千歳川橋における耐震補強設計業務

■受賞理由
豊富な知識と経験に基づき、工程短縮提案や、環境保護に配慮した設計などによる優れ
た設計を行ったこと。

優良業務（事務所長表彰）

成果が優良だった業務（1件1社）

道東自動車道 広内トンネル詳細設計 （帯広管理事務所）

■受賞者
株式会社ロード・エンジニアリング

■工期
2019年10月～2020年12月

■業務概要
道東自動車道におけるⅡ期線におけるトンネル設計業務

■受賞理由
Ⅱ期線におけるトンネル設計において、供用中のⅠ期線への影響に配慮した
設計を実施し、現地条件に基づいた適切な提案による設計を行った。
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