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松戸新田114 － 5における消防署増
築、改修工事。RC造、3階+PH階。
延べ床面積3316.33㎡。請負代金額12億2926万1400
円。施工期間2017年3月24日～19年1月31日。工事成
績評定点82点。

古ケ崎736における架け替え下部
工事。
SRC複合門型ラーメン下部工、
護岸工、既設橋梁等撤去工、排水構造物工、支障物
撤去・復旧工、仮設工。請負代金額1億7450万1000円。
施工期間2017年9月6日～18年9月28日。工事成績評
定点81点。

表彰理由
当該施工箇所は交通量が
多く、通行止めによる施工
であったが、近隣住民を含
めた当該道路の利用者に対
して広範囲にわたり周知を
実施した。工事着手時には、
誘導員を 時間体制にする

松戸駅西口駅前広場におけるバリ
アフリー整備。24人乗りエレベータ
ー1基、上り・下りエスカレーター各1基、屋外階段
撤去・新設。これらに伴う取り合い部改修工事、電
気設備工事、
機械設備工事。
請負代金額6億8364万円。
施工期間2016年10月1日～18年6月29日。工事成績評
定点82点。

表彰理由

など近隣住民や利用者へ配
慮し、事故などの未然防止
への取り組みが優れていた。
また、作業環境の改善お
よび振動・騒音の発生期間
の短縮、さらには事故リス
クの低減を目的とし、人力
はつり作業を油圧式圧砕機
（ニブラ）に変更した。下
部工を含む構造物の築造で
は、鉄筋の温度上昇を抑制
するなどコンクリートの養
生に特段配慮し、現場代理
人の積極的な提案により、
良好に施工した。
品質・安全に対して独自
の工夫があり、良好で見栄
えの良い施工がなされてい
た。

う施工方法によって円滑に
表彰理由
工事を進めた。その他につ
敷地が狭いという制約が いても検討案を持ち込み、
ある中で、山留を設置して 監督職員、消防関係者と綿
基礎コンクリート打設を行 密に打ち合わせを行った結
果、工期に余裕ができた。
また、安全対策について
は、災害防止（工事安全）
協議会を開催した。
仮設材の設置方法や材質
等を工夫し、また猛暑の続
く夏期には製氷機設置等に
より良好な作業環境を維持
した。
周辺住民、道路利用者お
よび現場内の事故防止に努
力し、 か月の長期間にわ
たる工事を無事故で竣工さ
せた。
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この度は表彰という栄誉をいただき
ましたことを心より御礼申し上げま
す︒発注部署はじめ︑さまざまな方の
お力添えがあったからこそ成しえたこ
とであると感じております︒
公共インフラの整備というのは︑市
民の安全と安心︑そして快適な生活の
ために必要不可欠なものです︒そして
もう一つ大事なことは︑災害時に備え
て市内の業者が市民のために活躍しな
ければならないということです︒
われわれは︑さまざまな業者の目標
となって頑張っていかなければならな
い立場です︒この松戸市優良建設工事
表彰制度が実施されることで︑業者同
士良い工事をしようという競争源とな
り︑工事の平均点数上昇など良い結果
が出てきていると感じております︒
工事技術のさらなる錬磨に努力して
いくことはもちろん︑市民ならびに市
政のため何ができるかを考え︑これか
らも松戸市とともに発展していく企業
でなるべくまい進してまいりますの
で︑ご指導ご鞭撻よろしくお願いいた

松戸新田114 － 5における消防署構
内配電路通信路工事など。RC造、3
階+PH階。延べ床面積3316.33㎡。請負代金額１億
9764万円。施工期間2017年4月22日～19年1月31日。
工事成績評定点82点。

工事概要

工事概要

整備工事﹄︑㈱常磐電

機設備
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点以上
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中

㈱湯浅建設 湯浅健司代表取締役
三養橋架替下部工事

表彰理由
敷地内に隣接する消防局
を運営しながら工事を行う
制約の中、消防関係者や他
の工事業者と綿密な打ち合

などの通行に対し、センサ
ーによる警報音付きの案内
表示を設置。また、駅前広
場でのクレーン作業の際、
交通誘導員の配置にあわせ
て吊り上げている材料自体
から音声を発信し、周辺へ
の注意喚起を行うなど工夫
を凝らした対策を実施。ト
ラブルなく工期内に竣工さ
せた。
また、技術面では既存の
デッキや地下駐車場との取
り合い部分の改修など、多
くの工種の調整を的確に行
い、自主管理および検査を
適切に実施。良好な出来形
管理と品質管理により、工
事を完成させた。

わせをすることで、高圧配
線切り替え時も円滑に施工
するなど、工期内にトラブ
ルなく完遂した。また中央
消防署内で共同司令センタ
ーを運用することから、受
変電設備および幹線が二系
統に分けられており、さら
に非常用電源が二重になっ
ているなどといった複雑な
設計にもかかわらず、ケー
ブルや機器の色別化といっ
た工夫を行うとともに、工
事品質を確保し、優良な施
工を行った。
その他、工程進捗管理、
安全対策、品質チェックを
積極的に実施し、その出来
形および品質は良好だった。

受賞おめでとうございます
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際
します︒

㈱湯浅建設 湯浅健司代表取締役
松戸市中央消防署建設工事

駅前広場という制約があ
る施工場所かつ、 か月と
いう長い工期を要したが、
各工程で近隣商店や関係機
関と丁寧な調整を図るとと
もに、第三者への安全確保
に配慮した。歩行者や車両
21

台風︑豪雨災害
︑﹁
大変助

輝建設㈱ 本宮健志代表取締役
松戸駅西口駅前広場バリアフリー整備工事

工事概要

11

襲
触
皆

建設業界と
一体になって
表彰制度は工事の品質向上︑意欲向
上のために設けさせていただいたもの
です︒そして︑このように素晴らしい
仕事をしていただきました︒まさに松
戸市を支える３社です︒建設業界は後
を継ぐ人が少ないなど難しい時代とな
りましたが︑そのような中でも︑元気
な街を作るため︑皆さまと一体になっ
て松戸を盛り上げていきたいと考えて
います︒
また災害時︑建設業の皆さまには大
変助けていただきました︒今後は防災
面などから改めて取り組んでいき︑い
ざ災害があったときにどのように対応
する必要があるのかを考えていかない
といけないと思っております︒
この受賞を機に︑これからもさらに
技術を磨いていただき︑より一層の活
躍を期待しております︒

㈱常磐電機設備 島田紀雄代表取締役
松戸市中央消防署建設電気設備工事

工事概要

市民の安全安心のために
本郷谷健次市長 あいさつ

14

22
建設

湯浅、輝、常磐電機が受賞の栄誉
建設業

受賞者代表
㈱湯浅建設 湯浅健司代表取締役 あ
い さ つ

さらなる技術の向上を

2019年度松戸市優良建設工事表彰
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2019年（令和元年）12月4日（水曜日）

