
記者発表資料

平成３０年７月２６日

本資料の発表をもって解禁

｢第１９回 信濃川工事施工研究発表会｣ 及び｢平成２９
年度完成 優良工事等表彰式｣ を開催します

１．日 時：平成３０年７月３０日（月）
第１９回 信濃川工事施工研究発表会(発表及び表彰)

「平成２９年度完成 優良工事等表彰式」を同時開催

２．場 所：長岡産業交流会館「ハイブ長岡」(２階 特別会議室)
長岡市千秋3丁目315-11（℡ 0258-27-8812）

【優良工事等表彰式】
信濃川河川事務所所管の工事等に関し、その施工が特に優秀であり、他の模

範となるものを表彰することにより建設技術の向上と建設事業の推進に資する

ことを目的としています。

今回、平成２９年度に完成した優良工事等の事務所長表彰を行います。併せて

局長表彰の披露も行います。

受賞者については、別紙｢平成２９年度完成 優良工事等選定結果｣を参照下さい。

【信濃川工事施工研究発表会】
信濃川河川事務所工事安全対策協議会では、工事現場における安全対策及び

施工技術の向上を目的に施工研究発表会を開催しています。

平成２９年度工事において、現場技術者が取り組んだ技術的な検討や創意工

夫等をまとめた論文を募集し、その中から優れた事例を発表・共有することに
より一層の技術向上を図ります。

論文応募総数１２件の中から｢発表論文｣として６件選定されました。

【問い合わせ先】
記者発表クラブ

北陸地方整備局 信濃川河川事務所
長岡市記者会、長岡地域記者会 広報担当 専門官 青木 信男
十日町記者クラブ、三条市記者会
小千谷新聞、小出郷新聞、業界紙 電話：0258-32-3020（内線216）
FMゆきぐに、越南タイムス FAX ：0258-33-8168



平成２９年度完成 信濃川河川事務所優良工事等表彰式

第１９回 信濃川工事施工研究発表会

次 第

日時：平成30年7月30日(月)13:20～16:00
場所：長岡産業交流会館（ハイブ長岡）

１．第１９回信濃川工事施工研究発表会( ) １３時２０分～発表

（１）開 会
（２）開会挨拶 信濃川河川事務所工事安全対策協議会 会長
（３）発 表 全６論文（以下のとおり）

①蒲原用水路補償工事における安全対策について
（蒲原用水路補償その４工事、㈱吉田建設、小竹 豊）

②油漏れ事故発生時における対策について
（十日町出張所発動発電設備改修工事、大島電気㈱、尾身紀彦）

③ＩＣＴ活用と従来施工の比較
（大河津分水路工事用道路その２他工事、㈱大石組、郷 直人）

④３Ｄモデル・模型を利用した施工管理について
（信濃川中流河道掘削他工事、㈱曙建設、佐藤一幸）

⑤担い手確保の取り組みについて
（信濃川中流河道掘削その２工事、小杉土建工業㈱、星野英雄）

⑥信濃川の堤防維持管理作業での特定外来植物について
（ 、㈱永井工業、渡邉康二）平成２９年度越路・妙見管内河川管理施設維持管理工事

（４）講 評 信濃川河川事務所工事安全対策協議会 副会長
（５）投 票

２．会場内配席変更 １４時４５分～

３．信濃川河川事務所優良工事等表彰式 １５時００分～
（１）開 式
（２）信濃川河川事務所長表彰
（３）北陸地方整備局長表彰披露
（４）信濃川河川事務所長挨拶
（５）受彰者代表挨拶
（６）閉 式
（７）記念撮影

４．第１９回信濃川工事施工研究発表会( ) １５時４５分～表彰
（１）表 彰
（２）閉会挨拶 信濃川河川事務所工事安全対策協議会 副会長
３）記念撮影（



論文
分類

論 文 タ イ ト ル
（ 工 事 名 ）

分会名

 ① 安全部門

蒲原用水路補償工事における安全対策について
　（蒲原用水路補償その４工事）

大河津

油漏れ事故発生時における対策について
　（十日町出張所発動発電設備改修工事）

十日町

土砂運搬に係わる安全対策について
　（岩沢河道掘削その２工事）

十日町

 ② 施工部門

ジャイロプレス工法による施工について
　（大河津分水路右岸部取付擁壁その２工事）

大河津

ＩＣＴ活用と従来施工の比較
　（大河津分水路工事用道路その２他工事）

大河津

維持管理工事について
　（平成２９年度十日町管内河川管理施設維持管理工事）

十日町

維持工事における施工管理の効率化について
　（平成２９年度堀之内管内河川管理施設維持管理工事）

堀之内

３Ｄモデル・模型を利用した施工管理について
　（信濃川中流河道掘削他工事）

堀之内

 ③ 建設産業の役割部門

地域貢献への取り組み
　（大河津分水路工事用道路その１工事）

大河津

担い手確保の取り組みについて
　（信濃川中流河道掘削その２工事）

堀之内

 ④ その他部門

維持管理工事における施工創意工夫について
　（平成２８・２９年度大河津管内河川管理施設維持管理工事）

大河津

信濃川の堤防維持管理作業での特定外来植物について
　（平成２９年度越路・妙見管内河川管理施設維持管理工事）

越路

① 安全部門
　　・建設労働災害の根絶を目指して、工事現場で取り組んだ安全対策に関するもの

② 施工部門
　　・工事現場等で取り組んだ施工管理・工程管理・出来形管理・品質管理に係る工夫や改善

　　・工事現場等での生産性向上（ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ､情報化施工、新技術等の活用）に関するもの

③ 建設産業の役割部門
　　・担い手確保の取り組み、社会貢献、災害支援等に関するもの

④ その他部門
　　・①～③以外に関するもの

第１９回　信濃川工事施工研究発表会　応募論文一覧

受注者名
役職・氏名 （※印は発表者）

㈱吉田建設
現場代理人　小竹 　豊 ※
監理技術者　安達 直人

大島電気㈱
現場代理人　尾身 紀彦 ※

㈱曙建設
現場代理人　廣井 謙太
監理技術者　草場 克彦

㈱曙建設
現場代理人　伊津 康弘
監理技術者　親松 聡夫
現場技術員　有吉 大輔

㈱大石組
現場代理人　郷    直人 ※
監理技術者　栗原 雅信

㈱村山土建
現場代理人　風間 宣尚

伊米ヶ崎建設㈱
現場代理人　小岩 広則
監理技術者　小岩 広則

※ 青色着色は 「発表論文」

㈱曙建設
現場代理人　佐藤 一幸 ※
監理技術者　佐藤 一幸 ※

㈱曙建設
監理技術者　太刀川 利幸
現場代理人　宮島 良明

小杉土建工業㈱
現場代理人　星野 英雄 ※
担当技術者　瀬沼 優稀

大河津建設㈱
現場代理人　神保 辰則
監理技術者　神保 辰則

㈱永井工業
現場代理人　渡邉 康二 ※
主任技術者　桑原 靜子



   別　紙

【工事】
北陸地方整備局長表彰 （信濃川河川事務所関係）

〔優良工事〕

工事名

1 信濃川中流河道掘削他工事

信濃川河川事務所長表彰

〔優良工事〕

工事名

1 大河津分水路工事用道路その２他工事

〔優良建設技術者〕

工事名

1 信濃川中流河道掘削他工事

〔優良工事における下請負者の表彰〕

下請負者名 専門工事業 工事名 （元請負者）

1 山幸建設㈱ とび・土工工事業 信濃川中流河道掘削他工事 （㈱曙建設）

2 ㈱伊藤建設 とび・土工工事業 大河津分水路工事用道路その２他工事 （㈱大石組）

〔優良工事における下請負者の専任技術者表彰〕

下請負者名 技術者名 工事名 （元請負者）

1 山幸建設㈱ 廣井達志 （主任技術者） 信濃川中流河道掘削他工事 （㈱曙建設）

2 ㈱伊藤建設 牧　 信裕 （主任技術者） 大河津分水路工事用道路その２他工事 （㈱大石組）

【委託業務】
北陸地方整備局長表彰 （信濃川河川事務所関係）

〔優良委託業務〕

業務名

1 大河津分水路新第二床固詳細設計その２業務

〔優良建設技術者〕

業務名

1 大河津分水路新第二床固詳細設計その２業務

信濃川河川事務所長表彰

〔優良委託業務〕

業務名

1 平成２９年度信濃川流量観測(長岡・小千谷地区)業務

〔優良建設技術者〕

業務名

1 平成２８年度燕地区用地調査等（その１）業務

2 平成２８年度大河津分水路流況解析及び水理模型実験業務

岡田隆志 (主任担当者) ／ ㈱アルゴス

大原技術㈱

氏名 （役職） ／ 受注者名

受注者名

村越重紀 (管理技術者) ／ ㈱建設技術研究所 北陸支社

八千代エンジニヤリング㈱ 北陸支店

氏名 （役職） ／ 受注者名

磯部　滋 (管理技術者) ／ 八千代エンジニヤリング㈱ 北陸支店

氏名 （役職） ／ 受注者名

平成２９年度完成　優良工事等選定結果

受注者名

㈱曙建設

㈱大石組

受注者名

氏名 （役職） ／ 受注者名

佐藤一幸 (現場代理人及び監理技術者) ／ ㈱曙建設


