
○各試験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。
 注）1．建設機械施工試験の「2級第二次検定 第2回目」の申込み書は、一般社団法人北陸地域づくり協会で販売していません。

 2．申込み書は、本部および長岡・高田・長野・富山・金沢の各支所のみの販売となります。（新潟・坂町・会津若松・湯沢・松本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

令和３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　第一次検定
2月26日（金）～3月31日（水） 3月17日（水）～3月31日（水）

7月4日（日） 8月19日（木）

研
修
セ
ン
タ
ー

1級　第二次検定
（前年度学科合格）

10月3日（日） 令和4年
1月14日（金）1級　第二次検定

（当年度第一次検定合格） 8月19日（木）～9月2日（木）

2級　第一次検定（前期） 2月19日（金）～3月17日（水） 3月3日（水）～3月17日（水） 6月6日（日） 7月6日（火）

2級　第一次検定・第二次検定

6月21日（月）～7月20日（火） 7月6日（火）～7月20日（火） 10月24日（日）

令和4年
2月2日（水）2級　第二次検定

2級　第一次検定（後期） 令和4年
1月14日（金）

管
工
事･

電
気
通
信
工
事･

造
園

1級　第一次検定
4月12日（月）～5月20日（木） 5月6日（木）～5月20日（木）

9月12日（日） 10月14日（木）

1級　第二次検定
（前年度学科合格）

12月5日（日） 令和4年
3月2日（水）1級　第二次検定

（当年度第一次検定合格） 10月14日（木）～10月28日（木）

2級　第一次検定（前期） 2月19日（金）～3月17日（水） 3月3日（水）～3月17日（水） 6月6日（日） 7月6日（火）

2級　第一次検定・第二次検定

6月28日（月）～7月27日（火） 7月13日（火）～7月27日（火） 11月21日（日）

令和4年
3月2日（水）2級　第二次検定

2級　第一次検定（後期） 令和4年
1月14日（金）

建
築
・
電
気
工
事

1級　第一次検定・第二次検定
1月15日（金）～2月12日（金） 1月29日（金）～2月12日（金）

6月13日（日） 7月16日（金）

振
興
基
金

1級　第二次検定
10月17日（日） 令和4年

1月28日（金）1級　第二次検定
（当年度第一次検定合格） 7月16日（金）～7月30日（金）

2級　第一次検定のみ（前期） 1月15日（金）～2月12日（金） 1月29日（金）～2月12日（金） 6月13日（日） 7月6日（火）

2級　第一次検定・第二次検定

6月22日（火）～7月20日（火）

7月6日（火）～7月20日（火）

11月14日（日）

令和4年
1月28日（金）

2級　第二次検定
（除く前年度学科合格）

2級　第二次検定
（前年度学科合格） 1月29日（金）～2月12日（金）

2級　第一次検定のみ（後期） 7月6日（火）～7月20日（火） 令和4年
1月21日（金）

建
設
機
械

1級 第一次検定・第二次検定
2月1日（月） ～3月31日（水） 2月15日（月）～3月31日（水）

第一次:6月20日（日） 8月4日（水）

建
機
協

第二次:6月20日（日）（筆記）
11月18日（木）

- 実技：第一次検定合格・免除者宛通知 第二次:8月下旬～9月中旬（実技）

1級 第一次検定のみ 2月1日（月） ～3月31日（水） 2月15日（月）～3月31日（水） 第一次:6月20日（日） 8月4日（水）

2級 第一次検定・第二次検定
2月1日（月） ～3月31日（水） 2月15日（月）～3月31日（水）

第一次:6月20日（日） 8月4日（水）

第二次:6月20日（日）（筆記）
11月18日（木）

- 実技：第一次検定合格・免除者宛通知 第二次:8月下旬～9月中旬（実技）

2級 第一次検定 1回目
2月1日（月） ～3月31日（水） 2月15日（月）～3月31日（水）

第一次:6月20日（日） 8月4日（水）

2級 第二次検定 1回目 第二次:8月下旬～9月中旬（実技） 11月18日（木）

2級 第一次検定 2回目 9月16日（木）～10月20日（水） 9月21日（火）～10月20日（水） 令和4年1月16日（日） 令和4年
3月9日（水）

2級 第二次検定 2回目 日本建設機械施工協会から送付 2月15日（月）～3月31日（水） 第二次:8月下旬～9月中旬（実技） 11月18日（木）

種　　別…  土木：土木施工管理　管工事：管工事施工管理　電気通信工事：電気通信工事施工管理　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　建設機械：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　建機協：( 一社 ) 日本建設機械施工協会
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7
明治時代の文化財建造物を移築・活用
東京国立近代美術館工芸館（国立工芸館）の移転
整備について

■■石川県　土木部　営繕課

9
合成桁橋の急速床版撤去工法の開発
Hydro-Jet RD工法

■■飛島建設（株）

13
シルバーライン鋼製スノーシェルター補修設計
支承部の補修について

■■（株）構造技研新潟

視　点

1 ふるさとの今
■■富山県土木部　次長　市井昌彦

地域の動き 

3
備えあれば…被害少なし
河床掘削・伐木の必要性

■■新潟県　糸魚川地域振興局　地域整備部

5
コロナ禍における“現場見学会”

【Web見学会】（仮称）黒埼跨道橋架設工事について
■■新潟市土木部　西部地域土木事務所

中州掘削後（能生川）▶P.3

出前授業の様子▶P.5

技術 ﾚﾎﾟｰﾄ        【最後に問い合わせ先を入力してください。】 

 

明治時代の文化財建造物を移転・活用 
  

東京国立近代美術館工芸館（国立工芸館）の移転整備について 
 

石川県 土木部 営繕課 

 
 

東京国立近代美術館工芸館は、国の地方創生の一環である政府機関の地方移転の提案募

集に対して、「工芸王国・石川」とも呼ばれる本県にふさわしい施設として提案した結果、

これが認められて 2016 年 3 月に移転が決定しました。明治時代の文化財建造物を移転

整備し、移転の決定から 4 年半の歳月を経て日本海側初の国立美術館が誕生しました。  

 

 

１．事業概要 

東京国立近代美術館工芸館は、近現代の工芸及びデ

ザイン作品を幅広く収集・展示する国立美術館です。

国の地方創生施策の一環である政府関係機関の地方移

転に対して、「工芸王国・石川」とも呼ばれる石川県に

ふさわしい施設として提案し、移転が決定したもので

す。移転後の通称を「国立工芸館」と冠し、日本海側

初の国立美術館として 2020年 10月に開館しました。 
 外観は正面向かって左側は師団司令部の執務室とし

て使われていた第九師団司令部庁舎、右側には陸軍将

校の社交場だった金沢偕行社を県立能楽堂横から移築

しました。これら歴史的建造物をガラス張りのエント

ランスで繋いでいます。いずれも明治時代に建てられ

た木造建築物であり、明治になって導入され始めた西

洋建築の特徴や技法が散りばめられた建物です。飾り

の付いた上げ下げ窓、天井にはシャンデリアと漆喰の

レリーフが飾られ、また、ケヤキ造りの重厚な階段を

備えるなど随所に当時の面影を見ることができます。 

２．解体・調査について 
登録文化財の価値を維持するため、移築部分の意匠

を保存するとともに、可能な限り軸組を残す必要があ

りました。解体時には古材を一つひとつ丁寧に取り外

しながら採寸、番付、軸組調査、強度試験、写真撮影

を詳細に行い、形状寸法のリスト表を作成したうえで

復原・補強方法を検討しています。解体時の調査の結

果、2 つの建物の窓枠など外観の色が、現在と明治期
の建設当時とは異なっている痕跡が確認されたことか

ら、第九師団については窓枠などをこげ茶色に、偕行

社については緑色に、それぞれ建設当時の姿を再現し

ています。また、屋根から突き出たドーマー窓も見所

の一つです 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図-1 位置図（金沢市出羽町地内） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

写真-1 国立工芸館 竣工写真 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2 復元後 平面図 
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国立工芸館 竣工写真▶P.7

実際の作業状況▶P.9

補修工事状況▶P.13

「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。
※�このロゴは平成30年６月１日に国土交通省が決定したロゴです。建設業界はもちろん、
業界を超えて社会全体から応援される取り組みへと「深化」するシンボルとなっています。

シリーズ 
現場技術者の「知得」 

しっとく 

15 ＩＣＴ普及拡大に向けた取組
■■北陸地方整備局　企画部　施工企画課

職場紹介

17
一所懸命
顧客のニーズに応え人と環境にやさしい道づくり

■■前田道路（株）　北陸支店

先輩なう！

19 建設コンサルタントに入って感じたこと
■■旭調査設計（株）　土木設計部　小山田　匠さん

ＩＣＴ砂防体験講習会の開催の様子▶P.15

Ｒ２日東道交通安全施設整備工事
新潟県村上市南新保～村上市牧目

社会貢献▶P.17

■新潟中央環状道路で、地域がGood（グッと）近くなる！
　新潟市土木部は、令和２年９月15日の夜間、東日本高速道路株式会社新潟支社に委託し
て、新潟中央環状道路の北陸自動車道交差部（西区木場地内）において、新橋の架設工事
を行いました。
　長さ71.5ｍ、重さ約220ｔもの巨大な橋桁を「送り出し工法」という方式により、たっ
た１晩で架設しました。本工法による、高速道路上への橋りょう架設は、新潟県内で初め
てです。当日の施工状況は「Web見学会」として、YouTube上に公開しており、「黒埼跨
道橋」と検索することでご覧いただけます。
　本市では、本橋を含む国道８号から国道116号の区間について、令和５年春の供用を目
指して、整備を進めています。
� R２.９.16撮影　「送り出し」無事完了


