
 

 

 

 

 

   

 
 

 

 
 

現場見学会予定一覧    ※詳細な行程等は別紙参照    

   ○主催：（一社）石川県建設業協会、 

金沢市立工業高校、羽咋工業高等学校、小松工業高校、翠星高校、金沢工業大学 

石川工業高等専門学校 

   ○協力：金沢生コンクリート（株）、石川県土木部・農林水産部、金沢市、金沢河川国道事務所 

 
お 問 い 合 わ せ 先 

 

北陸建設界の担い手確保・育成推進協議会［石川県部会］事務局  
国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所  

工事品質管理官 古山
ふるやま

 利也
と し や

 
           076-264-8579（品質確保課  直通）  

 

記者発表資料 

平成３０年 ６月２０日 
配布：石川県政記者クラブ 
扱い：配布後解禁 

Press Release

“建設界の未来を担う学生たち”を対象として現場見学会を行います。 
 

「北陸建設界の担い手確保･育成推進協議会(石川県部会)」による産･学･官連携の取り組み 

「北陸建設界の担い手確保・育成推進協議会（石川県部会）」では、建設関係団体・学

校・関係行政機関等が連携し、担い手確保・育成に向けた取り組みを行っています。 

このたび、石川県内の工業系の大学･高校等の学生･生徒を対象に、県内各地で展開され

ている公共事業の目的や効果、新技術の導入や環境改善が進む建設現場の実態等を理解し、

建設界の魅力にふれてもらうことを目的として、現場見学会を行います。 

 

実施日 学校名 学科・学年等 見学場所

建築科3年生
　　40名

・金沢生コンクリート（株）

・金沢市文化ホール改修工事

・県央土木事務所移転工事

土木科1年生
　　40名

・能越自動車道　輪島道路（小泉高架橋上部工事）
・金沢外環状道路海側幹線

6月22日（金） 金沢工業大学 環境土木工学科1年
・梯川改修　（金屋高水護岸工事）
・金沢東部環状　神谷内改良工事

建設造形科3年建築コース
　　18名

・金沢市城北市民運動公園
・県央土木事務所移転工事

建設造形科3年　土木コース
　　11名

・金沢外環状道路海側幹線　大浦地内
・国道8号加賀拡幅　湯の国橋上部工事

建設科1年
　　40名

・県央土木事務所移転工事
・金沢外環状道路海側幹線

建設科2年
　　37名

・小松海岸　人工リーフ工事
・国道8号加賀拡幅　湯の国橋上部工事

7月13日（金） 金沢工業大学
環境土木工学科1年～大学院2年
　　20～30名

・能越自動車道　輪島道路（本江地区道路改良工事）

7月17日（火） 翠星高校 環境科学コース3年　　18名
・県営ほ場整備　野田地区
・金沢外環状道路海側幹線

調整中
石川工業高等専
門学校

建築学科
環境都市工学科

調整中

6月22日（金） 金沢市立工業高校

7月6日（金） 羽咋工業高校

7月10日（火） 小松工業高校



見学場所

午前　①金沢生コンクリート㈱
　　　　②金沢市文化ホール改修工事
　　　　　　　　　発注者：金沢市文化政策課　　施工：豊蔵・長坂・高山ＪＶ
午後　③県央土木総合事務所移転工事
　　　　　　　　　発注者：石川県土木部　　　　　施工：豊蔵・橘・岡ＪＶ

行程

8:50   学校発
　　　　　↓
9:00  金沢生コンクリート㈱見学
　　　　　↓
10:45  金沢市文化ホール改修工事見学
　　　　　↓
　　　昼食・休憩・移動
　　　　　↓
13:30  県央土木総合事務所移転工事見学
　　　　　↓
15:10  学校着

備考
※　時間は目安のため、多少前後する場合があります。
※　取材にお越しになる場合は、ヘルメットの準備や駐車場所の連絡のため、前日までに下
記の担当まで連絡ください。

事前連絡先 （一社）石川県建設業協会　坂本　順司　TEL　076-242-1161

見学場所

午前　①能越道　輪島道路　　小泉高架橋上部工事
　　　　　　　発注者：金沢河川国道事務所　　　　　　施工：清水建設㈱
午後　②金沢外環状道路海側幹線
　　　　　　　発注者：石川県　県央土木事務所　　　　施工：㈱ピーエス三菱

行程

8:50   学校発
　　　　　↓
11:00  輪島道路　小泉高架橋上部工事　建設現場見学　～12:00
　　　　　↓
　　　移動・昼食・休憩
　　　　　↓
14:00  金沢外環状道路海側幹線　建設現場見学　～15:00
　　　　　↓
15:20  学校着

備考
※　時間は目安のため、多少前後する場合があります。
※　取材にお越しになる場合は、ヘルメットの準備や駐車場所の連絡のため、前日までに下
記の担当まで連絡ください。

事前連絡先 （一社）石川県建設業協会　坂本　順司　TEL　076-242-1161

６／２２（金）　金沢市立工業高校　建築科　　現場見学会行程

６／２２（金）　金沢市立工業高校　土木科　　現場見学会行程



見学場所

午前　①金沢市城北市民運動公園
　　　　　　　発注者：　金沢市緑と花の課　　　　施工：　兼六・和泉・田村ＪＶ
午後　②県央土木総合事務所移転工事
　　　　　　　発注者：　石川県土木部　　　　　　　施工：　豊蔵・橘・岡ＪＶ

行程

8:50   学校発
　　　　　↓
10:00  金沢市城北市民運動公園現場見学　～11:00
　　　　　↓
　　　移動・昼食・休憩
　　　　　↓
13:30  県央土木総合事務所移転工事見学　～14:30
　　　　　↓
15:30  学校着

備考
※　時間は目安のため、多少前後する場合があります。
※　取材にお越しになる場合は、ヘルメットの準備や駐車場所の連絡のため、前日までに下
記の担当まで連絡ください。

事前連絡先 （一社）石川県建設業協会　坂本　順司　TEL　076-242-1161

見学場所

午前　①金沢外環状道路海側幹線大浦地内
　　　　　　　発注者：　金沢市道路建設課
　　　　　　　施工：　　　邦和建設㈱・石川建設工業㈱・丸善建設㈱・㈱駒津組
午後　②国道8号加賀拡幅　湯の国橋上部工事
　　　　　　　発注者：　金沢河川国道事務所　　　施工：　川田工業㈱

行程

8:50   学校発
　　　　　↓
10:00  金沢外環状道路海側幹線大浦地内建設現場見学
　　　　　↓
　　　移動・昼食・休憩
　　　　　↓
13:30  国道8号加賀拡幅　湯の国橋上部工事現場見学
　　　　　↓
15:45  学校着

備考
※　時間は目安のため、多少前後する場合があります。
※　取材にお越しになる場合は、ヘルメットの準備や駐車場所の連絡のため、前日までに下
記の担当まで連絡ください。

事前連絡先 （一社）石川県建設業協会　坂本　順司　TEL　076-242-1161

７／６（金）　羽咋工業高校　建設造形科　建築コース　　現場見学会行程

７／６（金）　羽咋工業高校　建設造形科　土木コース　　現場見学会行程



見学場所

午前　①県央土木総合事務所移転工事
　　　　　発注者：　石川県土木部　　　　　　施工：　豊蔵・橘・岡ＪＶ
午後　②金沢外環状道路海側幹線
　　　　　発注者：　石川県　県央土木総合事務所　　　施工：

行程

9:00   学校発
　　　　　↓
11:00  県央土木総合事務所移転工事建設現場見学　～12:00
　　　　　↓
　　　移動・昼食・休憩
　　　　　↓
13:45  金沢外環状道路海側幹線工事現場見学　～14:45
　　　　　↓
16:00  学校着

備考
※　時間は目安のため、多少前後する場合があります。
※　取材にお越しになる場合は、ヘルメットの準備や駐車場所の連絡のため、前日までに下
記の担当まで連絡ください。

事前連絡先 （一社）石川県建設業協会　坂本　順司　TEL　076-242-1161

見学場所

午前　①小松海岸　人工リーフ工事
　　　　　　　発注者：　金沢河川国道事務所　　　施工：　（株）丸西組
　　　　②国道8号加賀拡幅　湯の国橋上部工事
　　　　　　　発注者：　金沢河川国道事務所　　　施工：　川田工業㈱

行程

9:00   学校発
　　　　　↓
9:20  小松海岸　人工リーフ工事 現場見学
　　　　　↓
　　　移動
　　　　　↓
10:45  国道8号加賀拡幅　湯の国橋上部工事現場見学
　　　　　↓
12:00  学校着

備考
※　時間は目安のため、多少前後する場合があります。
※　取材にお越しになる場合は、ヘルメットの準備や駐車場所の連絡のため、前日までに下
記の担当まで連絡ください。

事前連絡先 金沢河川国道事務所　古山　利也　TEL　076-264-8579

７／１０（火）　小松工業高校　建設科１年生　　　現場見学会行程

７／１０（火）　小松工業高校　建設科２年生　　　現場見学会行程



見学場所

午前　①県営ほ場整備事業 野田地区
　　　　　　発注者：　南加賀農林総合事務所　　　　施工：　石川建設株式会社
午後　②金沢外環状道路海側幹線
　　　　　　発注者：　県央土木総合事務所　　　　　施工：

行程

9:00   学校発
　　　　　↓
10:00  県営ほ場整備事業現場見学　～11:00
　　　　　↓
　　　移動・昼食・休憩
　　　　　↓
13:30  金沢外環状道路海側幹線工事現場見学　～14:30
　　　　　↓
15:20  学校着

備考
※　時間は目安のため、多少前後する場合があります。
※　取材にお越しになる場合は、ヘルメットの準備や駐車場所の連絡のため、前日までに下
記の担当まで連絡ください。

事前連絡先 （一社）石川県建設業協会　坂本　順司　TEL　076-242-1161

７／１７（火）　翠星高校　環境科学コース3年生　　　現場見学会行程



見学場所

午前　①梯川改修　 金屋高水護岸工事
　　　　　発注者：　金沢河川国道事務所　　　　　　施工：　（株）吉光組
午後　②金沢東部環状　神谷内改良工事
　　　　　発注者：　金沢河川国道事務所　　　　　　施工： （株）豊蔵組

行程

11:00   学校発　　　移動・昼食・休憩
　　　　　↓
13:00  梯川改修　金屋高水護岸工事　現場見学　～14:00
　　　　　↓
　　　移動
　　　　　↓
15:20  金沢東部環状　神谷内改良工事　現場見学　～16:20
　　　　　↓
17:00  学校着

備考
※　時間は目安のため、多少前後する場合があります。
※　取材にお越しになる場合は、ヘルメットの準備や駐車場所の連絡のため、前日までに下
記の担当まで連絡ください。

事前連絡先 金沢河川国道事務所　古山　利也　TEL　076-264-8579

見学場所
①能越自動車道　輪島道路　　本江地区道路改良工事
　　　　発注者：　金沢河川国道事務所　　　　　　　　　施工：　小倉建設㈱

行程

9:00   学校発
　　　　　↓
11:00  能越自動車道　輪島道路（本江地区道路改良工事）現場見学
　　　　　↓
　　　移動・昼食・休憩
　　　　　↓
15:00  学校着

備考
※　時間は目安のため、多少前後する場合があります。
※　取材にお越しになる場合は、ヘルメットの準備や駐車場所の連絡のため、前日までに下
記の担当まで連絡ください。

事前連絡先 （一社）石川県建設業協会　坂本　順司　TEL　076-242-1161

６／２２（金）　金沢工業大学　環境土木工学科１年生　　　現場見学会行程

７／１３（金）　金沢工業大学　環境土木工学科１年～大学院２年　　　現場見学会行程


