
平成３０年度　北陸地方整備局　事業研究発表会　－プログラム－

第１日目　９月１８日（火）

No. No. No. No. No.

13:30 ～ 13:42 1 1 1 1 1 13:30 ～ 13:42

高田河川国道事務所 調査第一課 山口　千幸 道路部 道路計画課 山田　拓也 阿賀野川河川事務所 工務課 斎藤　恭太 企画部 技術管理課 馬島　大地 建政部 計画・建設産業課 佐藤　明子

13:48 ～ 14:00 2 2 2 2 2 13:48 ～ 14:00

新潟国道事務所 管理第二課 石川　怜 営繕部 整備課 浅岡　麻美 阿賀野川河川事務所 工務課 加藤　陽子 企画部 施工企画課 中道　郁実 建政部 都市・住宅整備課 阿部　貴之

14:06 ～ 14:18 3 3 3 3 3 14:06 ～ 14:18

企画部 防災課 小島　達矢 長岡国道事務所 計画課 川口　貴大 富山河川国道事務所 工務第二課 折谷　佳城 高田河川国道事務所 工務第二課 島﨑　凌 建政部 都市・住宅整備課 平井　智大

14:24 ～ 14:36 4 4 4 4 4 14:24 ～ 14:36

金沢河川国道事務所 調査第一課 飯岡　詩織 長岡国道事務所 六日町国道 小林　一治 黒部河川事務所 ダム課 和田　太郎 高田河川国道事務所 調査第一課 北澤　大輔 信濃川下流河川事務所 関屋出張所 辰　裕矢

14:47 ～ 14:59 5 5 5 5 5 14:47 ～ 14:59

飯豊山系砂防事務所 調査課 大桃　直人 新潟港湾・空港整備事務所 海務課 家老　芳明 長岡国道事務所 工務課 小澤　誓哉 羽越河川国道事務所 道路管理課 杉本　裕哉 湯沢砂防事務所 工務課 玉木　美来

15:05 ～ 15:17 6 6 6 6 6 15:05 ～ 15:17

千曲川河川事務所 防災情報課 小川　聡 新潟港湾・空港整備事務所 海岸課 高野　篤 長岡国道事務所 防災情報課 齋藤　義喜 信濃川河川事務所 調査課　 親松　康義 高田河川国道事務所 調査第二課 松田　衛

15:23 ～ 15:35 7 7 7 7 7 15:23 ～ 15:35

長岡国道事務所 管理第二課 島津　美砂子 新潟港湾空港技術調査事務所 設計室 高田　康平 千曲川河川事務所 工務課 小飯塚　哲郎 信濃川河川事務所 計画課 森元　啓太朗 高田河川国道事務所 道路管理第二課 三五　彬喜

15:41 ～ 15:53 8 8 8 8 8 15:41 ～ 15:53

松本砂防事務所 調査課 坂井　咲香 専門技術研究会 伝統技術伝承研究会 田代　厚 新潟港湾空港技術調査事務所 技術開発課 高縁　夕羽希 信濃川河川事務所 施設管理課 齋藤　真 新潟国道事務所 計画課 國弘　純

16:04 ～ 16:16 9 9 9 9 9 16:04 ～ 16:16

北陸技術事務所 防災・技術課 霜鳥　哲也 阿賀川河川事務所 管理課 佐藤　清彦 新潟港湾空港技術調査事務所 調査課 渡邉　晃弘 信濃川下流河川事務所 建設専門官 山崎　義彦 新潟国道事務所 計画課 熊倉　敦博

16:22 ～ 16:34 10 10 10 10 10 16:22 ～ 16:34

金沢港湾・空港整備事務所 沿岸防災対策室 鈴木　智憲 飯豊山系砂防事務所 工務課 坂上　深優季 信濃川河川事務所 計画課 向井　菜緒 湯沢砂防事務所 調査課 高嶋　啓伍 千曲川河川事務所 管理課 児玉　大輔

16:40 ～ 16:52 11 11 11 11 11 16:40 ～ 16:52

敦賀港湾事務所 建設管理官室 松田　悠生 阿賀川河川事務所 大川ダム管理支所 江畑　和幸 信濃川下流河川事務所 調査設計課 秋田　桜彩 長岡国道事務所 工務課 出村　隆能 国営越後丘陵公園事務所 工務課 石川　裕康

16:58 ～ 17:10 12 12 12 12 16:58 ～ 17:10

地域づくり協会 企画事業部 大堀　和明 大町ダム管理所 　 西澤　和宏 阿賀野川河川事務所 調査課 瀬川　莉子 富山河川国道事務所 道路管理第一課 大矢　敦也

第２日目　９月１９日（水）

No. No. No. No. No.

8:35 ～ 8:47 13 13 13 13 13 8:35 ～ 8:47

黒部河川事務所 土砂管理課 地村　匠 高田河川国道事務所 道路管理第一課 飯田　正巳 富山河川国道事務所 工務第一課 能澤　祐明 松本砂防事務所 工務課 田中　純 金沢河川国道事務所 道路管理第二課 吉村　康平

8:53 ～ 9:05 14 14 14 14 14 8:53 ～ 9:05

立山砂防事務所 調査課 漢野　正典 高田河川国道事務所 直江津国道維持出張所 神代　悠介 富山河川国道事務所 工務第三課 牧野　嘉史磨 神通川水系砂防事務所 調査課 麓　太一 長野県 姫川砂防事務所
砂防課 野坂　隆幸

9:11 ～ 9:23 15 15 15 15 15 9:11 ～ 9:23

金沢河川国道事務所 道路管理第二課 杉田　萌 長岡国道事務所 湯沢維持 髙倉　優次 富山河川国道事務所 調査第二課 栁沢　友輔 三国川ダム管理所 　 伊藤　一輝 湯沢砂防事務所 用地課 石川　玄

9:34 ～ 9:46 16 16 16 16 16 9:34 ～ 9:46

富山河川国道事務所 河川管理課 松本　希菜 北陸技術事務所 雪害防災減災課 松澤　嘉啓 立山砂防事務所 工務課 笛木　久美 金沢河川国道事務所 工務第二課 内川　駿 道路部 道路工事課 小林　美憂

9:52 ～ 10:04 17 17 17 17 17 9:52 ～ 10:04

新潟県 土木部　砂防課 歌　朝之 北陸技術事務所 雪害防災減災課 池　信明 金沢河川国道事務所 調査第二課 中　友太郎 利賀ダム工事事務所 調査設計課 山口　将吾 用地部 用地対策課 高橋　智樹

10:10 ～ 10:22 18 18 18 18 18 10:10 ～ 10:22

三条市 建設部　建設課 池端　勇理 北陸技術事務所 施工調査・技術活用課 長谷川　崇 金沢河川国道事務所 流域対策課 田知行　志保 阿賀川河川事務所 工務課 鈴木　祝之 新潟国道事務所 用地第一課 山田　脩平

10:28 ～ 10:40 19 19 19 19 19 10:28 ～ 10:40

河川部 地域河川課 渡邉　圭 金沢河川国道事務所 道路管理第一課 追分　将貴 千曲川河川事務所 調査課 真安　智大 伏木富山港湾事務所 新湊出張所 大島　寿治 総務部 厚生課 廣澤　嵩英

10:51 ～ 11:03 20 20 20 20 10:51 ～ 11:03

道路部 道路管理課 市原　寛之 千曲川河川事務所 調査課 梅澤　亮友 新潟市 下水道部　東部地域下水道事務所 荒木　悠 総務部 人事課 五十嵐　汐里

11:09 ～ 11:21 21 21 21 11:09 ～ 11:21

港湾空港部 港湾事業企画課 渡辺　啓太 新潟国道事務所 工務第一課 野原　正嗣 総務部 総務課 小山　浩二

11:27 ～ 11:39 22 22 22 11:27 ～ 11:39

長岡国道事務所 柏崎維持 井崎　健 新潟国道事務所 計画課 佐藤　匠 富山河川国道事務所 用地第二課 田中　冬弥

11:45 ～ 11:57 23 23

新潟国道事務所 調査課 松本　優里 長岡国道事務所 長岡維持 矢澤　修一

時　間
Ⅲ－１安全・安心（災害対応・防災）
Ⅲ－２安全・安心（維持管理・全般）①

Ⅱアカウンタビリティ
Ⅲ－２安全・安心（維持管理・全般）②　　Ⅵ雪

Ⅰ－２イノベーション（全般）
Ⅴ環境

Ⅰ－１イノベーション（新技術・施工）
Ⅳくらし・活力
Ⅶ行政・法令実務

時　間

会場：４Ｆ 合同会議室 会場：４Ｆ 共用会議室３ 会場：４Ｆ 共用会議室２ 会場：４Ｆ 共用会議室１ 会場：１Ｆ 入札室・記者会見室

Ａグループ Ｂグループ Ｃグループ Ｄグループ Ｅグループ

急流河川姫川における洪水時の流量観測の実態と補完手法の立案につい
て

メディアへのヒアリングを踏まえた冬期雪害広報の改善について
大規模地すべりをとめろ
～排水トンネル掘削工事における切羽前方探査の取り組みについて～

働き方改革と生産性向上に向けた取り組み 北陸地方整備局管内の地価動向における一考察

国道49号取上地区の防災対応について 佐渡海上保安署の整備における津波避難ビルの取組
効率的な樹木伐採への挑戦
～萌芽抑制の取り組みについて～

ICT活用工事の実態と普及に向けた取り組みについて 北陸地方におけるまちなか居住に向けた取り組みについて

概括的被害情報収集システムの構築
スマートフォン用アプリを用いたイベント時の交通渋滞対策について
～長岡まつり大花火大会～

特殊な施工条件下での課題対応と工夫
～斜め深礎杭の施工事例～

弁天大橋における橋梁架替に伴う施工事例について 新潟市における中心市街地と都市交通の現状と課題について

梯川分水路における出水時モニタリングの結果のとりまとめ 工事に伴う地元とのコミュニケーションについて 不帰谷合流点の夜間監視におけるＣＣＴＶの機器仕様について
洪水時の河床変動現象の推定
～関川下流部における事例～

関屋モリ上げ隊（関屋管内若手・女性技術者連絡会）活動について

透過型砂防堰堤の出水時の土砂流出抑制効果と土砂移動モニタリングの
取組について

湊まち新潟歴史ウォーク10年の歩み 国道２５３号八箇峠道路事業の事業工程管理について Ｅ７日東道村上瀬波温泉ＩＣ法面災害における被災箇所調査について 地域住民との協働・役割分担による砂防施設整備の取り組みについて

スマートフォンによるカメラ画像表示と表示制限に関する検討 ３Ｄレーザースキャナ測量による飛砂対策効果の検証について 国道２５３号八箇峠道路に関わる電気通信設備について 信濃川河道改修における改修履歴と影響評価について
日本風景街道「枝垂れ桜の咲く里への回り道」による１００年の景観づくり
の取り組みについて

長岡国道管内の定量評価による防災対策優先区間の検討について
無人調査装置を活用した桟橋式構造岸壁の点検手法について～ROV及び
水中3Dスキャナーによる現地実証試験～

鋼矢板二重締切上の堤防兼用道路と排水機場の供用が一体となった樋門
改築工事の施工について

大河津分水路河口テラスの形成に関する調査（中間報告） 「うみがたり」開業に伴う周辺交通環境の検討

梓川上流域（上高地）の河床上昇対策に対する松本砂防事務所の取り組
みについて

北陸の河川伝統技術について 水理模型実験による反射波低減構造の検証について
洗堰予備ゲート設置における課題と改善（水中維持管理ロボットの活用含
む）

朝日温海道路沿線におけるインフラツーリズムやストック効果最大化に関
する取組について

防災情報共有化システムにおける情報収集力向上に関する検討 泡の巻地区河川改修事業と地すべり対策 福井港海岸整備事業の技術的検討について
信濃川下流におけるH-ADCPおよび遠赤外線画像解析による流量観測手
法の実用化について

にいこくサポーター増員戦略報告

港湾業務艇を活用した新たな緊急物資海上輸送形態の確認について 松岡砂防堰堤群事業を例にした鉄道事業者との事業調整について 大河津分水路改修事業　環境保全への取り組み（植物） UAVを用いたLP測量と砂防事業におけるi-Constructionの可能性ついて 河川法第99条委託を活用した地域支援について

敦賀港（鞠山北地区）防波堤の補強対策について 大川ダム総合点検と長寿命化計画
信濃川下流における河道掘削の取組～湿地環境の創出と持続可能な河
道管理を目指して～

上空１２０ｍでつなぐ橋梁の架設計画について
国営越後丘陵公園の入園者アップに向けた改善プランの策定について（中
間報告）

短時間多量降水による広域斜面の崩壊予測と地域に寄り添った防災・減
災について

大町ダム選択取水設備の大規模リフレッシュ工事を終えて
よみがえれ大河の自然
～砂州内蛇行水路形成による砂礫河原再生の新たな試みについて～

道路美化活動の取り組み

時　間

会場：４Ｆ 合同会議室 会場：４Ｆ 共用会議室３ 会場：４Ｆ 共用会議室２ 会場：４Ｆ 共用会議室１ 会場：１Ｆ 入札室・記者会見室

時　間
Ⅲ－１安全・安心（災害対応・防災）
Ⅲ－２安全・安心（維持管理・全般）①

Ⅱアカウンタビリティ
Ⅲ－２安全・安心（維持管理・全般）②　　Ⅵ雪

Ⅰ－２イノベーション（全般）
Ⅴ環境

Ⅰ－１イノベーション（新技術・施工）
Ⅳくらし・活力
Ⅶ行政・法令実務

黒部川における土砂移動の現状と課題、現在の取り組みについて 国道８号名立地区の集中豪雪対応について 庄川における地下水に配慮した低水護岸の施工について 白骨温泉隧通しの工事に関する報告 全国初となる橋梁補修工事へのＥＣＩ方式の適用について

サブ谷砂防堰堤における経済的かつ合理的な補強対策の検討 除雪トラックのカッテングエッジ長寿命化検討について 金沢河川国道事務所空調設備改修工事について 航空レーザ測深機（ALB）を用いた砂防施設管理の提案 ドローン活用による所内の取り組み

石川県の特性を踏まえた事故危険区間の抽出方法について 遠赤外線融雪装置による崩落雪対策の運用効率化検証 七尾氷見道路における環境保全措置の取組みについて UAVレーザー測量及びナローマルチビーム測量を用いたダム深浅測量 ２つの町内会が共同所有する土地取得の取組みについて

元付工下流部の護岸損傷に対する復旧方法の検討 冬期情報サイトの取り組み（道路管理者間の冬期道路情報共有） 常願寺川上流の環境に配慮した砂防施設の施工についての中間報告 金沢東部環状道路における高機能舗装Ⅱ型の施工事例について 職員の技術力向上の取り組みについて

地すべり事業における旧タイプアンカー対策工検討のための調査方法につ
いて

北陸雪害対策技術センターの広報 「金沢河川国道事務所道路デザイン指針（案）」の策定について 利賀ダムダムサイト地質調査横坑の施工について 用地補償における専門業者による見積を徴収する場合の取扱いについて

『三方よし』の三条市における社会資本の包括的維持管理委託について 除雪機械の情報化施工技術の検討について
甚之助谷地すべり万才谷排水トンネル工事における緑化試験施工につい
て

阿賀川長井地区河道掘削CIM導入効果
食品製造工場の移転における食品の品質確保に重点をおいた補償につ
いて

河口部の土砂移動特性等を踏まえた河道計画および河道維持管理計画
検討の手引き（案）の取りまとめについて

平成３０年の大雪への対応状況および今後の課題について 大町ダム等再編事業(実施計画調査)における環境調査について
伏木富山港（新湊地区）岸壁（-12m）（北）築造工事における鋼管杭の施工
について

標準報酬と事務簡素化に向けた考察
～あなたの社会保険料はこうして決まります～

※「時間」は各々の発表時間を示し、質疑応答、休憩の時間は除く。
※一部の論文については、非開示情報等の関係上、非公表となっております。ご了承願います。

北陸で初めての直轄診断
－富山県黒部市 音沢橋における取り組み－

1/10規模出水による千曲川自然再生事業の効果について～自然営力によ
る砂礫河原再生～

国土学的視点で見たマンホール鉄蓋の構造変遷とインフラ・イノベーション
発生条件の考察

北陸で、咲かそう。
～近年の採用活動の取組について～

子供が安全に通学できるまちづくり～ETC2.0プローブデータを活用した生
活道路の交通事故対策～

中・小規模修繕工事における既存技術と融合した情報化技術について

港湾施設の維持管理に携わる職員の技術力アップに向けて
朝日温海道路の橋梁詳細設計におけるCIM活用及びCIMモデル詳細度の
違いによる効果検証

情報公開制度の概要と請求件数の増加に伴う業務改善の検討について

歩道の目地草防止対策について 朝日温海道路におけるICTを活用した測量作業の効率化について 破産法人名義の財産の処分について
広報コンクール 

（事例発表） 

11:20～11:50 
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