
令和元年度　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１１日（水）

No. No. No. No. No.

13:30 ～ 13:42 1 1 1 1 1 13:30 ～ 13:42

企画部 施工企画課 小島　達矢 新潟港湾・空港整備事務所 海岸課 千田　奈津子 建政部 都市・住宅整備課 佐々木　太郎 防災室 防災室 追分　将貴 信濃川河川事務所 施設管理課 齋藤　真

13:48 ～ 14:00 2 2 2 2 2 13:48 ～ 14:00

北陸技術事務所 防災・技術課 田嶋　史人 金沢港湾・空港整備事務所 地域調整課 美濃　汰一 富山河川国道事務所 調査第二課 永原　慎一朗 三国川ダム管理所 管理係 伊藤　一輝 信濃川河川事務所 管理課 小山　英夫

14:06 ～ 14:18 3 3 3 3 3 14:06 ～ 14:18

新潟国道事務所 工務第一課 猪井　夏雄 新潟港湾空港技術調査事務所 設計室 百海　郁弥 羽越河川国道事務所 工務第二課 渡部　恭平 高田河川国道事務所 防災課 花沢　裕哉 信濃川河川事務所 管理課 有澤　良佑

14:24 ～ 14:36 4 4 4 4 4 14:24 ～ 14:36

長岡国道事務所 管理第二課 遠閒　将太 新潟港湾空港技術調査事務所 技術開発課 豊島　愛莉 利賀ダム工事事務所 総務課 今井　奈央子 立山砂防事務所 調査課 漢野　正典 信濃川下流河川事務所 管理課 中道　郁実

14:52 ～ 15:04 5 5 5 5 5 14:52 ～ 15:04

新潟港湾空港技術調査事務所 環境課 岡元　渉 企画部 技術管理課 舘野　拓海 信濃川下流河川事務所 関屋出張所 辰　裕矢 信濃川河川事務所 計画課 森元　啓太朗 道路部 道路管理課 大河　滉典

15:10 ～ 15:22 6 6 6 6 6 15:10 ～ 15:22

羽越河川国道事務所 調査課 保坂　裕 営繕部 整備課 中島　郁弥 道路部 道路計画課 沓掛　有佑 富山河川国道事務所 工務第一課 古川　蒼空 新潟国道事務所 管理第二課 木村　梨琴

15:28 ～ 15:40 7 7 7 7 7 15:28 ～ 15:40

黒部河川事務所 調査課 折谷　佳城 長岡国道事務所 工務課 松本　優里 国営越後丘陵公園事務所 調査設計課 深田　恭祐 北陸技術事務所 防災・技術課 霜鳥　哲也 飯豊山系砂防事務所 工務課 宮崎　大輔

15:46 ～ 15:58 8 8 8 8 8 15:46 ～ 15:58

高田河川国道事務所 調査第一課 荒井 真治 信濃川下流河川事務所 海岸課 九冨　斉 伏木富山港湾事務所 企画調整課 後藤　佑介 千曲川河川事務所 調査課 西澤　大雅 金沢河川国道事務所 調査第二課 笹崎　聖人

16:14 ～ 16:26 9 9 9 9 9 16:14 ～ 16:26

富山河川国道事務所 調査第一課 笹川　拓哉 新潟国道事務所 計画課 横山　朋弘 長岡国道事務所 計画課 田中　周弥 松本砂防事務所 調査課 山形　公次 千曲川河川事務所 調査課 小飯塚　哲郎

16:32 ～ 16:44 10 10 10 10 10 16:32 ～ 16:44

富山河川国道事務所 工務第二課 大橋　由紀子 三条市 建設課 滝口　靖浩 新潟県 交通政策局
港湾整備課 山岸　和弘 信濃川下流河川事務所 調査設計課 藤ノ木　沙良 北陸技術事務所 施工調査・技術活用課 小浦方　一彦

16:50 ～ 17:02 11 11 11 16:50 ～ 17:02

新潟国道事務所 調査課 佐藤　涼奈 新潟市 政策企画部
2019年開港150周年推進課 岩本　節音 松本砂防事務所 調査課 山田　啄也

第２日目　９月１２日（木）

No. No. No. No. No.

8:50 ～ 9:02 11 12 12 12 11 8:50 ～ 9:02

金沢河川国道事務所 調査第一課 荒井　輝 信濃川河川事務所 計画課 立野　祐輔 用地部 用地企画課 小熊　健太郎 港湾空港部 海洋環境・技術課 齋藤　英治 富山河川国道事務所 能越国道維持出張所 白石　美緒

9:08 ～ 9:20 12 13 13 13 12 9:08 ～ 9:20

飯豊山系砂防事務所 調査課 一越　優弥 阿賀野川河川事務所 工務課 山田　浩輝 用地部 用地企画課 樋口　航 長野県 姫川砂防事務所
砂防課 黒岩　楠央 富山河川国道事務所 黒部国道維持出張所 高比良 秀仁 

9:26 ～ 9:38 13 14 14 14 13 9:26 ～ 9:38

金沢河川国道事務所 工務第二課 野口　智史 高田河川国道事務所 調査第二課 冨澤　一輝 総務部 契約課 鎌田　和哉 新潟港湾・空港整備事務所 沿岸防災対策室 松原　正伸 阿賀川河川事務所 工務課 渡邉　あゆみ

9:44 ～ 9:56 14 15 15 15 14 9:44 ～ 9:56

金沢河川国道事務所 輪島国道出張所 岩間　亮友 河川部 河川計画課 小坂　直生 総務部 会計課 渡邊　　晃 岐阜県 河川課 小保田　博斗 北陸技術事務所 品質調査課 田代　和吉

10:12 ～ 10:24 15 16 16 16 15 10:12 ～ 10:24

湯沢砂防事務所 調査課 佐藤　梨乃 敦賀港湾事務所 企画調整課 綿貫　開人 高田河川国道事務所 道路管理第二課 三五　彬喜 北陸技術事務所 施工調査・技術活用課 山田　拓 阿賀野川河川事務所 調査課 武田　真未

10:30 ～ 10:42 16 17 17 16 10:30 ～ 10:42

北陸地域づくり協会 企画事業部 大堀　和明 富山河川国道事務所 用地第二課 柳　達也 北陸技術事務所 雪害防災減災課 松澤　嘉啓 神通川水系砂防事務所 工務課 木田　憲伸

10:48 ～ 11:00 17 18 18 17 10:48 ～ 11:00

高田河川国道事務所 工務第二課 中　友太郎 総務部 総務課 石田　亮太郎 土木研究所 雪崩・地すべり
研究センター 野坂　隆幸 利賀ダム工事事務所 調査設計課 出村　隆能

11:06 ～ 11:18 19 19 11:06 ～ 11:18

立山砂防事務所 水谷出張所 佐藤　史崇 長岡国道事務所 管理第一課 藤間　豊
山内　慎吾

国道18号妙高大橋のニューマチックケーソン基礎の施工について 利賀ダム区域内に生育する重要植物の保全対策について適正な公文書管理を実施するために 雪崩対策施設の健全度評価

アジテータ車におけるシリカフュームスラリー添加による高耐久コンクリートの製造方法に関す
る研究について

DNA解析技術・撮影技術等の導入による生物調査の高度化・効率化の取り組み外国籍の関係者の所在履歴の特定について 国道１７号新潟県長岡市東川口地先　凍結抑制舗装試験フィールド調査報告

砂防堰堤の水平打継目対策の試験施工の実施結果及びその効果について 小阿賀樋門におけるサケ遡上環境改善に向けた取り組み女性技術者にも優しい現場環境改善について 除雪機械の情報化施工技術の開発ユダヤ人難民関係者を対象とした「みなとオアシス敦賀」を活用した港の見学会について

ほくりくフレッシュニュースを活用した広報活動について 冬期情報管理の連携強化について

砂防施設整備における３次元測量及びＣＩＭの有用性について－飯豊山系砂防事務所の取り
組み事例より－

ＲＣ中空床版橋の床版抜け落ち予防調査・補修対策の方針北陸地区所有者不明土地対策連携協議会の果たす役割について （砂）濁沢ワイヤネット堰堤の捕捉効果と現状について阿賀野川の認知度向上への取り組み

手取川における中州樹林化抑制への取り組みについて(中規模出水を踏まえた中間報告) ニホンイノシシによる道路の被害状況および被害に対する取り組みについて
事業認定の転換期
－積極的な土地収用制度の活用を－

白山による災害支援における対外調整について河川改修事業における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応について

新たなＩＣＴ施工の取組
～ＭＣツインヘッダによる軟岩・中硬岩の法面整形について～

河道内における伐採木の根茎処理・ツル状植物の根茎処理の検討
ＳＥＡＢＩＳ（旅費等内部管理業務共通システム）の電子決裁機能を活用した旅費事務の効率
化について

適時・的確な避難に繋げるソフト対策の中小河川を中心とした現場での実践越後平野における生態系ネットワークの形成に向けた取り組み

地すべり性堆積物を有するトンネル掘削について 阿賀川礫河原再生事業における中小洪水の重要性と事業効果電気・ガソリン・軽油契約の集約化及び単価自動変更契約について 「白山」大規模災害時の支援活動と今後の課題について上越ふゆみち情報配信社会実験の報告

Ⅰ－２イノベーション（全般）
Ⅱアカウンタビリティ

時　間

会場：４Ｆ 合同会議室 会場：２Ｆ 港湾海岸電算室会場：４Ｆ 共用会議室２ 会場：４Ｆ 共用会議室１会場：４Ｆ 共用会議室３

時　間 Ⅰ－１イノベーション（新技術・施工）
Ⅲ－２安全・安心（維持管理・全般）
Ⅴ環境

Ⅳくらし・活力
Ⅶ行政・法令実務

Ⅲ－１安全・安心（災害対応・防災）
Ⅵ雪

新潟開港150周年記念事業について 監視カメラを活用した斜面動態監視手法の開発国道8号白根バイパスの全線開通に伴う整備効果について

倶利伽羅防災トンネルにおけるCIMの活用検討 消融雪設備の効率的な維持管理に関する検討「万代島地区将来ビジョン」の策定について ｢命を守る｣小中学生を対象とした水防災教育プログラムの作成支援第７回 全国「道の駅」連絡会総会・シンポジウム等の取組報告

神通川河口部の流下能力評価における課題と取り組みについて 北八幡樋門改築に伴い実施した堤防開削調査による堤防機能の評価について｢やまこし復興交流館おらたる｣を拠点とした自動運転サービス実証実験について 画像解析を用いた焼岳火山監視システムの構築について万代島ルート線における広報事例の報告

急流河川姫川の河川管理における航空 レーザ測深（ALB）の適用について 金沢の自転車施策における１０年のあゆみ
伏木富山港新湊地区中央ふ頭再編事業
～使いやすく、競争力のある港を目指して～

「水防災意識社会」の取り組みとしての危機管理型水位計の設置について新潟海岸の土砂動態の整理・考察について

下新川海岸荒俣地先におけるサンドポケット試験運用による砂浜保全効果について 鋼製砂防堰堤の腐食発生と長寿命化対策の検討について国営越後丘陵公園の入園者アップに向けた様々な取組について Ｌアラートを用いた自治体情報の収集についてトンネル工事における休日の確保「週休2日」実現に向けた取組みについて

地域に開かれたダムを目指して～利賀ダムの取り組み～ 立山カルデラ源頭部で確認された明治期以降施工の砂防設備について水理模型実験による防波堤反射波低減構造の検証

国道８号白根バイパスにおけるＩＣＴ舗装の取り組みについて 完成後50年を経過した新黒川水門の健全度評価道路の賢い使い方に向けた取り組みについて 保倉川出水時の内水排除支援状況について埋立護岸における吸い出し防止対策に関する研究

荒川における河口部河道計画について 新潟国道事務所版橋梁補修要領（案）について北陸ブロック新広域道路交通ビジョンの中間とりまとめについて 平成３０年７月豪雨出水　神通川堤防欠損緊急復旧工事についてＰＦＩ方式による富山県警察学校整備事業について

社会的ニーズに配慮した港湾業務艇の設計と建造 全国初　整備局版メンテナンス年報の公表関屋モリ上げ隊（関屋出張所管内若手・女性技術者連絡会）2018年度の活動について 信濃川流域の降雨特性の変化傾向に関する検討について
北陸地方整備局における週休２日の取り組み
～建設現場の働き方改革を目指して～

Ｂグループ

時　間 Ⅰ－１イノベーション（新技術・施工）
Ⅲ－２安全・安心（維持管理・全般）
Ⅴ環境

Ⅳくらし・活力
Ⅶ行政・法令実務

Ⅲ－１安全・安心（災害対応・防災）
Ⅵ雪

Ａグループ ＥグループＣグループ Ｄグループ

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

Ⅰ－２イノベーション（全般）
Ⅱアカウンタビリティ

時　間

会場：４Ｆ 合同会議室 会場：２Ｆ 港湾海岸電算室会場：４Ｆ 共用会議室２ 会場：４Ｆ 共用会議室１会場：４Ｆ 共用会議室３

砂防施設点検におけるＵＡＶの活用について 信濃川・魚野川における樹木伐採の様々な取り組みについてＥＴＣ２．０の取得情報を活用した道路整備 三国川ダム操作規則の変更について金沢港南地区　無量寺岸壁再整備事業（地盤改良）について

次世代社会インフラ用ロボットのフィールド試行と今後の展開 樋管ゲートの無動力化について北陸地方における公的不動産の活用について 北陸地方における防災機関の連携強化の取組～災害対応タイムライン策定～砂浜から石積護岸整備へ（新潟港海岸（西海岸地区））

部分塗替えを基本とした鋼橋の塗装塗替え計画の検討
24年ぶりに実施した塩水遡上抑制を目的とする信濃川水門のゲート操作について
～平成30年度信濃川下流塩水遡上対応の記録～

広報コンクール 

（事例発表） 

10:30～11:00 


	帯版 

