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○各試験の申込み書については、一般社団法人 北陸地域づくり協会の本部および各支所で販売しています。
　 　＊1．建築施工管理試験の「2級学科のみ試験〔前期〕〔後期〕」申込み書は、一般財団法人 建設業振興基金のみの販売となります。
　 　＊2．建設機械施工試験の申込み書は、本部および長岡・湯沢・高田・松本・富山・金沢支所のみの販売となります。（新潟・坂町・会津若松・長野の各支所では販売していません。）
　 　＊3．舗装施工管理試験の申込み書は、本部および新潟・長岡・高田・長野・松本・富山・金沢支所のみの販売となります。（坂町・会津若松・湯沢の各支所では販売していません。）

一般社団法人 北陸地域づくり協会
　 〒950-0197 新潟県新潟市江南区亀田工業団地二丁目3番4号

 TEL（025）381-1301  FAX（025）383-1470
 http://www2.hokurikutei.or.jp

平成30年度 技術検定試験等実施日程表 （予定）
種別 級別等 申込書頒布期間（窓口） 書面申込受付期間 試験日 合格発表日 実施機関

土
木

1級　学科
2月23日（金）～3月30日（金） 3月16日（金）～3月30日（金）

7月1日（日） 8月17日（金）

研修センター

1級　実地
（前年度学科合格）

10月7日（日） 平成31年1月16日（水）
1級　実地

（当年度学科合格）
合格者宛通知

8月17日（金）～8月31日（金）
2級　学科（前期） 2月23日（金）～3月22日（木） 3月7日（水）～3月22日（木） 6月3日（日） 7月9日（月）
2級　学科・実地

6月25日（月）～7月23日（月） 7月9日（月）～7月23日（月） 10月28日（日）
平成31年2月5日（火）

2級　実地
2級　学科（後期） 平成31年1月10日（木）

管
工
事

1級　学科
4月16日（月）～5月21日（月） 5月7日（月）～5月21日（月）

9月2日（日） 10月4日（木）
1級　実地

12月2日（日） 平成31年2月22日（金）1級　実地
（当年度学科合格）

合格者宛通知
10月4日（木）～10月19日（金）

2級　学科（前期） 2月23日（金）～3月22日（木） 3月7日（水）～3月22日（木） 6月3日（日） 7月9日（月）
2級　学科・実地

7月9日（月）～7月31日（火） 7月17日（火）～7月31日（火） 11月18日（日）
平成31年2月22日（金）

2級　実地
2級　学科（後期） 平成31年1月18日（金）

造
園

1級　学科・実地
4月16日（月）～5月21日（月） 5月7日（月）～5月21日（月）

9月2日（日） 10月4日（木）
1級　実地

12月2日（日） 平成31年3月6日（水）1級　実地
（当年度学科合格）

合格者宛通知
10月4日（木）～10月19日（金）

2級　学科（前期） 2月23日（金）～3月22日（木） 3月7日（水）～3月22日（木） 6月3日（日） 7月9日（月）
2級　学科・実地

7月9日（月）～7月31日（火） 7月17日（火）～7月31日（火） 11月18日（日）
平成31年3月6日（水）

2級　実地
2級　学科（後期） 平成31年1月18日（金）

建
築

1級　学科・実地
1月19日（金）～2月16日（金） 2月2日（金）～2月16日（金）

6月10日（日） 7月20日（金）

振興基金

1級　実地
10月14日（日） 平成31年2月1日（金）1級　実地

（当年度学科合格） 7月20日（金）～8月3日（金）

2級　学科のみ（前期） 2月23日（金）～3月23日（金） 3月9日（金）～3月23日（金） 6月10日（日） 7月6日（金）
2級　学科・実地

6月22日（金）～7月20日（金）
7月6日（金）～7月20日（金）

11月11日（日）
平成31年2月1日（金）

2級　実地
（除くH29学科合格）
2級　実地

（H29学科合格） 2月2日（金）～2月16日（金）

2級　学科のみ（後期） 6月22日（金）～7月20日（金） 7月6日（金）～7月20日（金） 平成31年1月25日（金）

電
気
工
事

1級　学科・実地
1月19日（金）～2月16日（金） 2月2日（金）～2月16日（金）

6月10日（日） 7月20日（金）
1級　実地

10月14日（日） 平成31年2月1日（金）1級　実地
（当年度学科合格） 7月20日（金）～8月3日（金）

2級　学科のみ（前期） 2月23日（金）～3月23日（金） 3月9日（金）～3月23日（金） 6月10日（日） 7月6日（金）
2級　学科・実地

6月22日（金）～7月20日（金）
7月6日（金）～7月20日（金）

11月11日（日）
平成31年2月1日（金）

2級　実地
（除くH29学科合格）
2級　実地

（H29学科合格） 2月2日（金）～2月16日（金）

2級　学科のみ（後期） 6月22日（金）～7月20日（金） 7月6日（金）～7月20日（金） 平成31年1月25日（金）

舗
装

1級
1月12日（金）～2月23日（金） 2月9日（金）～2月23日（金） 6月24日（日） 10月24日（水） 道建協

2級

機
械

1級（学科）

2月1日（木）～4月2日（月）

3月2日（金）～4月2日（月） 6月17日（日） 8月2日（木）

建機協1級（実地） 学科合格・免除者宛通知 8月下旬～9月中旬 11月21日（水）
2級（学科）第1回 3月2日（金）～4月2日（月） 6月17日（日） 8月2日（木）
2級（実地） 学科合格・免除者宛通知 8月下旬～9月中旬 11月21日（水）

種　　別…  土木：土木施工管理　管工事：管工事施工管理　造園：造園施工管理　建築：建築施工管理　電気工事：電気工事施工管理　
舗装：舗装施工管理　機械：建設機械施工

実施機関…  研修センター：( 一財 ) 全国建設研修センター　振興基金：( 一財 ) 建設業振興基金　道建協：( 一社 ) 日本道路建設業協会　
建機協：( 一社 ) 日本建設機械施工協会

　一般社団法人北陸地域づくり協会で販売しない

視　点

１ 土木の仕事は人類の宝
■■富山県土木部次長　水口　功

技術レポート 

3
称名道路の落石対策
称名道路の落石と早期開通への取り組みについて

■■富山県　富山土木センター　立山土木事務所

5
Ｈ27・28能越道　中道路その３工事
事業開始時における各施工上の工夫について

■■寺井建設（株）　監理技術者　大﨑正章

9

無人化施工でICTを活用し総合的な
i-Constructionを実現
阿蘇大橋地区斜面防災対策工事の
無人化施工について

■■（株）熊谷組

オープニングイベント
（テープカット・くす玉開披）

▶P.3

マシンガイダンスバックホウ
法面整形状況▶P.5

マシンガイダンス泥濘部水平器
使用状況▶P.9

「北陸の建設技術」への意見、ご感想が 
ありましたらお聞かせください。　 
E-mail:hokugi＠hrr.mlit.go.jp 

「i-Construction（アイ・コンストラクション）」とは？

国土交通省では、建設現場で働く労働者一人一人の生産性を向上させ、魅力ある建設

現場を実現する「i-Construction」の取り組みを進めています。

「i-Construction」は、＂ICT 技術の全面的な活用＂、＂規格の標準化＂、＂施工時期の平準

化＂等の施策を建設現場に導入することによって、建設現場のプロセスの最適化を図り、

もって魅力ある建設現場を目指す取り組みです。

本誌では「i-Construction（アイ・コンストラクション）」に関連する取り組みや建設

現場などの記事を読者の皆様にわかりやすく知って頂くために、当該記事に上記ロゴを表

示しています。

職場紹介

15
お客様から喜ばれる土木構造物を提供し
信頼を獲得する

■■（株）北越舗道

先輩なう！

17
人々の安心・安全のために

■■北陸地方整備局　羽越河川国道事務所　大石ダム管理支所■
管理第二係　木伏　貴映さん

18
私達は地域社会の進化・発展に貢献するために働いてます。

■■小柳建設（株）　統括調達部土木調達部■
課長　蝶名林　潤さん

シリーズ 
現場技術者の「知得」 

しっとく 

13 ＩＣＴ活用工事における検査について
■■北陸地方整備局　企画部　技術管理課

直轄工事検査への臨場立会
▶P.13

国道　舗装工事 ETCレーン設置工事
▶P.15

木伏　貴映さん▶P.17

先輩なう！  
～建設界で頑張る先輩達の今をお届けします～         

 タイトル 

私達は地域社会の進化・発展に 
貢献するために働いてます。 

                    所属・氏名 
小柳建設株式会社 統括調達部土木調達部 課長 

蝶名林 潤さん 
  
  

＜蝶名林 潤＞ 
加茂農林高等学校 農業土木科 平成 7 年 3 月卒業 
小柳建設株式会社 平成 7 年 4 月入社 
所属：土木事業部 ～ 統括調達部 土木調達部 

 
【勤務先での近況を教えてください】 
私が所属している統括調達部には、統括調達部長 1

名、土木調達部 4 名、建築調達部 5 名の計 10 名が在

籍しています。協力業者様との価格の交渉、契約に必

要な注文書・注文請書の発行業務を行います。適正な

価格の交渉と契約締結業務を行う事により、会社の利

益の追究と適正な施工品質を確保するために欠かせな

い大変重要な部署です。私が担当しているのは、土木

調達部で、業務内容としては資材の購入、レンタル品

や現場を共に行ってくれる協力業者様の選定と価格の

交渉・決定までを行っております。 
 
【この職種を選んだ理由は？】 
 入社後 20 年間は土木事業部に所属しており、土木

工事現場の現場管理や現場代理人をしていました。高

校生の時から道路や橋、コンクリートの構造物に大変

興味があり、大きな物を自分で手掛けてみたいと夢を

持っていました。そんな中、小柳建設への入社を決め

た理由は、地元である県央地区に貢献できること。小

柳建設創業の地でもある加茂市は、私が学生時代を過

ごした地域であり、県央地区No.1の建設会社として、

地元で活躍している姿をみてきました。また、自分自

身の地元である三条市（旧下田村）での工事実績もあ

り、ここなら確実に地元に貢献できると感じ、入社を

決めました。加えて、今ではどこの企業でも実施して

いますが、当時はほとんど行っていなかった週休二日

制を実施し、働き方改革を誰よりも早く実施していた

ことに魅力を感じ、この会社で働きたいと思い、決断

しました。 
 
【この仕事のやりがい、楽しみは何ですが？】 
若手の時に上司から『土方は地球の彫刻家だ。』と

聞いた時に「凄い！！」と感銘を受けた覚えがあり

ます。後に知ったのですが、あの大物政治家であっ

た田中角栄先生の名言です。まさしく、今働いてい

る建設業は何も無いゼロの場所から土を削ったり盛

ったりしながら、構造物を造りだし、ビルやマンシ

ョンを構築する事で、地域の皆さんの安全・安心な

暮らしに役立つ仕事をしているのだと感じておりま

す。また、現場が完成した時に地元住民の方から「あ

りがとう。」と喜びながら笑顔で言われた時は今まで

の苦労が吹き飛ぶくらいの達成感が出てきます。そ

の土地に暮らしている方々が快適で住みやすいよう

環境整備をして地域貢献できる事が、一番のやりが

いであり、楽しい事であります。 
 
【オフタイムはどう過ごしていますか？】 
 趣味はバスケットボールです。観戦も、実際に行

う事もどちらも好きです。アルビレックスＢＢも良

く観戦にいきます。長女も中学の部活で始めたので

毎週末は練習試合を観戦に行っております。 
  
【将来の目標や夢はありますか？】 
 社長になる事。それには様々なことにチャレンジ

していかなくてはいけません。夢・目標は常に高く

持っていなければ人間は進歩していかないと思って

いますので、目指すところは『社長』です。 
 
【後輩達への一言】 
インフラ整備や自然災害が発生した時に最前線で

働けるのは建設業です。人間が生きていく中で必要

不可欠な仕事です。地域の進化・発展に貢献するた

め共に働きましょう。 

↓ここから入力してください。 

蝶名林　潤さん▶P.18

■新潟市東区　寺山公園　施工状況
　寺山公園は、緑に囲まれた健康・交流・子育て広場をコンセプトに、約4.6haの地区公園
として平成24年度から整備を開始しています。
　現在は、子育て交流施設い～てらすの建築が完成しており、公園部分には高木の植栽、
東屋や遊具の設置工事を行っています。写真手前のわんぱく広場には複合遊具・ブランコ・
ターザンロープなどの遊具を設置し、さらにこれから大型複合遊具を設置する予定です。
他のエリアも含めて東屋、ベンチ等や園路の舗装を順次行い、平成30年4月の供用に向け
て整備を進めています。


