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2018年 夏号

第56期定時株主総会
2

巻頭言：
ր嚝ׂ僻ַ⣌䎘ם傽չց
⺅紛䔢㕂鉿䔢〉㸗ⳡ剿呧侧堅

3

平成30年度7月豪雨お見舞い
第56期定時株主総会 開催
躍進する FFP

4

表彰関係

6

二年次研修 キャリア研修

7

営業所長会議 工場長会議

8

NEXCO-USA 道場体験記 vol.2

9

技術研究所ニュース（第48回）
システムニュース

10 工事紹介：ⵌ嶮ꇓ佻䍔匯ⵌ佻䍔ꫀ匯佻䍔╚㎼佻䍔
12 クロスロード：ꫀ锞佻䍔╚㎼佻䍔
14 ガイアートOB会：勓ꌃ匯ⵌ佻ꌃ╚ꌃ佻ꌃⵌ佻ꌃ▟䈣佻ꌃ
16 マネジメントシステムニュース
17 クロスインフォメーション：╚ꌃ佻䍔ⵌ佻䍔㎂㎼佻䍔
18 白糸通信
わが家のペット自慢：㎂㎼佻䍔㖉颅澵؆عشًס
公的資格取得者

19 うちの子見てください：▟䈣佻䍔勎匆鮂؆ֽס㲳؆մ
がんばっている人シリーズ：╚ꌃ佻䍔喖氭㝕鬷؆
みちくさ

ソフトバンク苫東安平ソーラーパーク2新設工事

北海道支店

私たちが工事を担当しています

左から 加藤、平野、辻

◆平野 治男  ㎇潨ס㝚갅⩱ס槁㖪ֿךյס׆䌮עյ
մմմմմմմմմ盚ךַםն偡䈰  劓勒 ך瓦סꅼ
մմմմմմմմմ䯴ױםמն㴞䧯ךױ㴗⪢٬⣌䎘睗┞ך
մմմմմմմմմֿ؆ױףն
◆辻
隆 ♀䌑ס儣־鱉⚈ױֽיնIB ס
մմմմմմմմ槁㖪עյⵌ嶮ꇓْؕة٭槁㖪ך
（熊谷組）
մմմմմմմմֿ䌮ױׁն
◆加藤
智 * י״ע$5 䐭塌סךꅎ䧯䈰◜ն(/44
մմմմմմմմ廠ꓪ㊭瞏偆䪫銉㸬⪜ג槁㖪מ䶏
（只石組）
մմմմմմմմ׀ךֿכ׆յⳈיכ䒣גױםמն
発 注 者
施工場所
工
期
現場代理人

東芝エネルギーシステムズ株式会社
勇払郡安平町字早来源武 331番 1他
2017.4.17〜2020.6.30
平野 治男

秋田自動車道

東北支店

現場南側からの全景 モジュール取付 約 40％（6 月 16 日撮影）

⪢㎼ס溺坎յֽ泸坎ךն
勓䈰◜עյ動䋋־黆ך笴  ⮔ס鴇곐ֵמյ蝑㸯末䉖כ걋䱸㴗䌐永
סך救驟篁٬ ع٭ؓؕ؝+7 מ㝚갅⩱溪괎䨾陭翝ס槁㖪ךն
㴗䌐永עյ儯⾔  䌑מ傽勓י״עך㝕锺埛ث٭زם鏫ꅎֿ鉿ג㐌ךյ
䓜免דױע둚筦ㆶ㟱ֿגךث٭زגַיכյ׆塌מյ䧰ֿ㎼עך
✄⯜俠ֻסי勓呬溷ث٭زם气氙ֿגױױעն־כ׆ס׆յ
ր٭ز
ث㸗ꪎ䈰㖪溪玧ס㐌ցױַיַכնס׆㐌㔔עյ嬟鼛溷ꮳ곢ꓪע㸴ם
ׂյ䓜槁㖪ע俤㐌긖畤  ऩ   ך㕈ؓסٝؕ厜⺫㕈狸מյ  卶
ס㝚갅⩱ؾقٜ陭翝ױն溪괎⮂ⲇ  עյ䌑ꪨ◙䞯溪괎ꓪֿ笴
 .8I 䌑┞ך薭㵵䎁┾   ס䊝潸䓜ס䌑ꪨ괎ⲇ巆魀ꓪ潸䓜ס溪괎ꓪכ
ױםն 劓╚僆סךꅼ䯴椙 עךն
*$5 هٜסا٭غ嵛氠յغגױٞ٭٤❈氠סי偡䈰硄槏鉿ַյ⽟ꁊס
㸯㳔吾յ㐌㔔⛿宐ׇס槏闋ⲇⶾׇ䕑י偡䈰鉿ױֽיזն槁㐂ךױյⶾ
ⲇ噺脢ⲇⶾסյⲚⲇכסրحٞ捇㵬ցך䈰◜עꅼ؆ױַךն䈰劻עꩽַך
ֿյ㴗⪢睗┞յ⣌䎘睗┞ך皿䈰ꁸֹֻյֿ؆ױףն
（平野 治男）

秋田管内舗装補修工事

私たちが工事を担当しています

後列左から 名久井、小松原、
名越

◆花澤



丈弥

◆牛島 有規


◆名久井敏歩



◆名越


雄大

◆小松原健介



◆古舘



敦子

前列左から

古舘、
花澤、
牛島

勓䈰◜箽潒גױםכն劄䔿ךױ䈰㝜
⭙ֿי؆ױףն
㻗╚ꄼ瑼氭ꇓ✑סך噺עךյ救מ销
מַֹםꖂיׄח槁㖪婧ַױַיն
僃鱍׀蝆גױםׂםםמն肪䢍עכ
䚐כַ䘼ַױն
㐌⩧瑼氭ס䔢מ皑ֹ׀ךֿ◜♐חյ
傽չ窢
ꅼױַיն
傽勓嶮מ屉׳旓ֻ㜻傽מֹסյ嬐傽旓ֻ
ױַי◜♐יն
瑼氭עյַַֽ낛朮յ냊ײ朮յ玷ֿ
ׂג؆ֵױն儱긊ꆸמצ匡ַדׂיն

発 注 者 東日本高速道路株式会社 東北支社
施 工 場 所 秋田自動車道 協和 IC〜能代南 IC
日本海東北自動車道 岩城 IC〜河辺 JCT
工
期 2017.4.1〜2019.1.20
現場代理人 花澤 丈弥
監理技術者 牛島 有規

ー
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GAEART X

勓䈰◜ס偡䈰ⶓꪨֵך瑼氭蔦ⳛ黆ꇓעյ䌐䧯  䌑ס瑼氭ⷁ *$ 瑼氭ⵌ
*$ ꪨꪛꄼ免䌐䧯  䌑* ⾔ⶾס$ 瑼氭ⷁ *$ ꪨ  黆納ⵊ䈰◜յ䌐䧯  䌑ס樤
╁喖㽬 *$ ⪧皲 *$ ꪨꪛꄼ免瞏յ㝂ׂⶓסꪨך偆锺䐭陭◜噺מ䓜獗ֿꫀיז
ⶓג׀ꪨױֵךն偡䈰䬎䓜瑼氭硄槏◜ⳡ䨾硄⫐ע凫㴻  黆納ⶓꪨ
ֿ㝂ׂյגױյ畤곢㶮⬗㐌㔔ך偡䈰⺪茣免劻ֿꮹֵכ׆յ粪䭥⟵縪
ֿ䌮ׂꅼ؆ױַך؆ն槁㐂יַֽמ偆锺◜噺免ס蕻鍮ֿ媘ַיזⲑⵊ
ַי砈䨾ֿ㝂ׂ掾㐂ױַיն儨⬈ס㶮宜ס䔔꼸ך蕻鍮ס䴮⥣ֿ詇
ׂꅼ鉿״גגյ䴮⥣ֿ詇ַ砈䨾ꈷ䫘י偡䈰ױַיն
╚םֹסאյ䌐䧯  䌑䍲מ凫㴻  黆納ⶓꪨס黆╋ꆌ莈ꮐ婝㸐瞬יכ٠
ٕؕٞو٭䑑ꮐ饦吁偡䈰ֿגױյ勓䌑䍲偡䈰◙㴻ױֽיն
㴗⪢ך䗪ꈌםꇓ鴤ֹ׀ךֿׂטյֿיזםכ╩┞نشذت؆זף
（花澤 丈弥）
ױַיնմմմմ

関東支店

東北自動車道

蓮田サービスエリア
（新上り線）
舗装工事

私たちが工事を担当しています

左から 伏見、石田、津曲

◆津曲

祥彰

痒鬪䈰◜ֿךֹאםמյ宜䑛׀紛״
ֿי؆ױףն

武志

偆讙氭4"و٭؛٤יׄ⻔מյ僻ׂ嚝
ׂوّ٭زֿٝך٭؆ױףն

結理

䌑潨גױםמն♀䌑ֿ؆ױףն



◆伏見


◆石田

発 注 者 東日本高速道路株式会社 関東支社
さいたま工事事務所
施 工 場 所 埼玉県さいたま市岩槻加倉
（KP10.5）〜
群馬県館林市赤生田町
（KP46.0）
工

期 2018.4.17〜2019.6.10

現場代理人 伏見 武志

中国支店

監理技術者 津曲 祥彰

現場は着工前なので航空写真です。36,000 ㎡の広大さが伝わればと思います。

⪢㎼ס溺坎յֽ泸坎ךն
勓䈰◜עյ匯ⵌ蔦ⳛ黆ꇓס讙氭ؙتل٭ئٛؓ4"ס䬺㝕䈰◜ךն匯ⵌ
蔦ⳛ黆ꇓך劄ꌬ䖥מꁿַ㖪䨾⛺מ翝յ┪納 4" עꌬ⫐ס⯼⪜מ劄䔿ס
⚪䤣偡陭ךն⯈״גס׆氠脢ֿ㝂ׂյ䢌䙎溷ם庋겧ֿゼ꾴גױַיזםכն
偆┪納 4" ע㕋椝澛讙氭䉖䈢䀁㐌⫐מ俠⤫յ偆 4" סㅰ噺ꪛ㢼䔿ע槁㐂묷
嶆㐌⫐┫┪ֵמ納ס讙氭 4" ┞✄ⵊ┫י納㸗氠 ס4" מ瓌鉿ױն䬺
㝕䈰◜箽◗䔿עյ/&9$0 匯傽勓硄⫐ך劄㝕筦 ס4" כ气ױ㜟ױն
╭ם䈰◜⫐㵼ע蕻鍮䈰ֿךյ
䱖寊圸ꅎ朮ꮐ饦吁յ
埉餟瞏潂ׂד؆ךն
槁㖪⫐עך䐭碎䈰◜㏸䈰◜偡䈰ֽיյ♑獗ס䈰瓦ַ⻉נ⫅סכ䖩锡
ױםמնꪛꄼךױ䈰劻ױֵ摾ׂյ䗉ַ槁㖪ֿךֹאםמ㴗⪢睗
┞מ摾◜侚٬摾捇㵬ך槁㖪箽ֻֿמֹ؆ױףն
讙氭 4" ꮹ㴻ֽס㏸氙־♀ךֵֹ嚝ךײնַַׇֽ냃㺑؆
ׂג؆ככ׆׀ך䘼ַױն㴞䧯ס갾ע匯ⵌ蔦ⳛ黆ꇓ讙氭 4" מ溺؆儱
긊ֽ皑ה㶐ַדׂն



（石田 結理）

鳥取西道路気高第２トンネル舗装工事

私たちが工事を担当しています

左から 鈴木、冨松、山田

◆冨松

英治

⯼㎇ס劸氭괎納⪴⻎徧מ䑛׀籽׀յ摾◜侚٬
摾捇㵬ך䈰◜㴞䧯յ耘ꏞֿ냊״
ֹֿמ؆ױףն

将史

⣪撬ֿךյ 䌑ꅙ籽㜭㖪ؤסך٤ؠٛع٭
蕻鍮ךն
斪╚洤⮴כ劻עמⰺצץ峜䟨ױն

琴也

סי״ע槁㖪ֿךյ凂מ鬘ֿׄ؆ף
ױն




◆山田



◆鈴木


発 注 者 国土交通省 中国地方整備局
鳥取河川国道事務所
施 工 場 所 鳥取県鳥取市気高町地内
工
期 2018. 3.27〜2018.10.31
現場代理人 冨松 英治
監理技術者 山田 将史

上層路盤工セメント改良施工中

⪢㎼ס溺坎յֽ泸坎ךն
䓜䈰◜┞ע薭㎼ꇓ  ⺴★סꄼ庋겧ס累⾔★צꄼ㴗⪢ס牞⟛潨溷גכյ
럜⺅澛럜⺅䉖勓둚⻎־䉖귱驟永귱驟מ蔷⪢ꩽ笴 LN ס럜⺅锞ꇓ鴤ֵמ
宜둚睗ع٤ؾٜ⫐ؤס٤ؠٛع٭蕻鍮╭✄גכ蕻鍮䈰◜ךն
偡䈰俙ꓪؤע٤ؠٛع٭蕻鍮 "  ऩյ⫑䓺寊鴤 - Nյ婧黆ꇓ㘶汔
هٞ ؠش- Nյ潏吉䎿 - N 瞏ֵֿյ槁㐂⫑䓺寊鴤ס偡䈰㴞◗յ
┪㺽鴤潒䈰偡䈰╚ךնմ
 劓עמꅙ籽ꖗ瞔ؤ٤ؠٛع٭❈氠تגّٛ٭ؚنوش䈰岺ؤך٤ؠ
ٛع٭蕻鍮ס偡䈰鉿ַגױնع٤ؾٜ⯼ס䔿דױע蕻鍮䈰◜侉虘䈰◜
偡䈰״גַיյؤ٤ؠٛ❵סع٭簊┞偙ꄼ鉿ⲯך椙溷מ偡䈰־ַם׀ך
鞪俠╚ךնגױյ㜭㖪ס偡䈰־כ׆םכյع٤ؾٜ㑁⫐ؤיזֵך٤
ؠٛסع٭鮐עמ峜䟨ֿ䖩锡ךն
槁㖪ؠ٭م־׆עꁸֻֿױյ獗〉յⶾⲇ噺脢┞כ蔹㎒篙י摾◜侚٬
（山田 将史）
摾捇㵬ך皿䈰ꁸֻכַג䘼ַױն
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東北地方整備局 局長表彰
（優良工事）受賞

東日本高速道路株式会社関東支社 支社長表彰
（優秀工事）受賞

/P䌑劓溪鉿
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