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一般社団法人 全国建設業協会 
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〔 公 印 省 略 〕 

 

平成 28 年度「建設工事の施工上の工夫・改善、事業提案事例」 

のホームページ掲載について（お知らせ） 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は本会の活動に対しまして、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、標記については、『平成28年度「建設工事の施工上の工夫・改善、事業提案事

例」の選考結果について』（平成28年10月6日付 全建事発第86号）にてお知らしてい

るところですが、本年度選定された50事例について、本会会員専用ホームページ「施工

の工夫・改善事例集」に、平成29年2月17日（金）より追加させていただきますのでご

案内申し上げます。 

ホームページ掲載事例は、工事現場における施工の工夫・改善事例を集めたものにな

りますので、貴会会員企業の皆様の参考にしていただければ幸いでございます。ご多忙

のところ恐縮ですが、貴会会員企業の皆様に対して、周知賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

なお、本年度ホームページに掲載させていただいた事例の応募者の皆様には、記念品

をご本人（所属企業）宛てに直送させていただきますので、ご承知おきくださいますよ

う、併せてお願い申し上げます。 

 

敬具 

 

【本サイトへのアクセスについて】 

 全国建設業協会ホームページ ホーム画面 http://www.zenken-net.or.jp/ 

                 ↓ 

会員専用コンテンツ（注） 

  ↓ 

施工の工夫・改善事例集 

 
（注）会員登録がお済みでない場合は、新規登録（無料）が必要です。各都道府県建設業協会

の会員企業の方であれば、どなたでも登録していただくことができます。 

 

以 上 

担当：事業部（松縄・中森・金丸） 

    TEL：03-3551-9396 

     FAX：03-3555-3218 

    e-mail：jigyo@zenken-net.or.jp 

http://www.zenken-net.or.jp/


No
所属
協会 応募タイトル 分野 企業名 担当者名

1 北海道 上部・付属工コンクリートSF（スピードフォーム）工法 土木 株式会社福津組 藤田　恵一

2 ＩＣＴ技術の活用 土木 上北建設株式会社 小笠原　守

3 ワンマントータルステーションによる線形測量 土木 田中建設工業株式会社 久保田　英樹

4 無線カメラ設置による床掘作業時の安全確認 土木 田中建設工業株式会社 鶴ヶ﨑　馨

5 緊急復旧工事での臨機応変な安全確保 土木 丸か建設株式会社 髙橋　正人

6 場所打杭工における硬岩掘削の工夫について 土木 丸か建設株式会社 中川　良和

7 盛土の排水対策と崩落防止対策 土木 丸か建設株式会社 鎌田　祥友

8 ダンプトラック運行安全管理 土木 丸か建設株式会社 佐々木　寿樹

9 水中部（不可視部）における立会検査の工夫 土木 津田海運株式会社 宮本　弘信

10 潮待部における型枠組立の施工性・安全性・品質の向上 土木 津田海運株式会社 安住　優希

11 堤防上の支障物の『見える化』 土木 株式会社村田工務所 黒田　幸

12 若手技術者の人材不足について 土木 熱海建設株式会社 安住　誠

13 海上作業における施工管理の効率化 土木 熱海建設株式会社 岸川　季史

14 吊り治具の製作・使用 土木 熱海建設株式会社 工藤　佑真

15 鋼矢板圧入時の騒音軽減対策について 土木 熱海建設株式会社 太田　康

16 ブロックマット吊り金具の改善による安全性、施工性の向上 土木 熱海建設株式会社 猪野　輝夫

17 熱中症対策の工夫 土木 熱海建設株式会社 渡辺　英寿

18 航空写真を利用した現場案内 土木 熱海建設株式会社 白鳥　憲俊

19 作業環境（現場仮設トイレ）の改善 土木 熱海建設株式会社 平形　徹

20 台形ＣＳＧダムにおける施工、品質の向上 土木 河北建設株式会社 對馬　力道

21 防潮堤工事での残存型枠の施工 土木 若生工業株式会社 畠山　和晴

22 空から築く安全管理 土木 株式会社丸本組 大友　重人

23 クリアシートによる風速確認 土木 株式会社丸本組 芳賀　和俊

24 基礎躯体打ち継ぎ枠の省力化 建築 株式会社丸本組 佐藤　大峰

25 現場の見える化 建築 株式会社丸本組 熊谷　宏太

26 消火水槽設置に伴う仮設止水施設の設置 建築 株式会社丸本組 武山　航耶

27 所轄警察署との連携による安全スローガンの掲示 その他 株式会社丸本組 伊藤　潤哉

「建設工事の施工の工夫・改善事例」（ＨＰ掲載分）

（平成28年度　都道府県別）

青森

宮城



No
所属
協会 応募タイトル 分野 企業名 担当者名

28 躯体コンクリートの削孔内部における既設鉄筋の確認 土木 山形建設株式会社 高橋　剛

29 地域と現場をつなぐ「かわら版」 その他 山形建設株式会社 堀　和喜夫

30 福島 スピード・地域経済・環境保全を考慮した復興公営住宅建設 建築 藤田建設工業株式会社 宮崎　聡

31 茨城 周辺住民に解りやすい、2週間工程表の掲示 土木 株式会社新みらい 大濵　大吾

32 吊り荷作業時における強風作業中止判断基準について 土木 国際建設株式会社 深沢　壮

33 大型土のう製作鋼材による作業能率の向上 土木 国際建設株式会社 竹川　訓永

34 鋼矢板打設時のクレーンヤード合理化による施工サイクル向上 土木 国際建設株式会社 中山　好仁

35 人力による舗装仮復旧施工の省力化 土木 国際建設株式会社 野澤　誠

36 出水期における河川内作業の工程短縮と安全確保 土木 株式会社加賀田組 杉田　保信

37 推進工事における仮設備の工夫 土木 株式会社新潟藤田組 鈴木　忠行

38 工事施工箇所近接地への粉じん対策の工夫 土木 株式会社新潟藤田組 浅野　浩一

39 地域の要望に応えた厳冬期隧道補修工事 土木 第一建設工業株式会社 鈴木　健史

40 長尺・重量物の作業構台上における、支柱移動・建込台車 土木 北陽建設株式会社 降幡　克美

41 大型土のう製作方法の更なる省力化を目指して 土木 中野土建株式会社 徳竹　雅博

42 既製機械を現場条件に合わせ加工使用した事による工夫 土木 株式会社藤巻建設 清水　正人

43 専用治具を使用した残存型枠パネル組立工程の短縮 土木 中野土建株式会社 浅川　栄二

44 耐震工事の粉塵対策 建築 株式会社北條組 湯本　堅固

45 静岡 廃材搬出作業中の安全性の向上と作業時間短縮 建築 山本建設株式会社 木ノ内　寛章

46 波返し　施工ブランケット足場 土木 株式会社森長組 齋藤　竜也

47 残土運搬の過積載防止 土木 株式会社中川工務店 由良　正人

48 砂防ダム施工における処理水の再利用について 土木 竹下建設工業株式会社 田中　有朋

49 作業効率の向上を目的とした床版コンクリート打設順序の選定 土木 株式会社上滝 唐田　泰貴

50 コンクリートウェイトを用いた切取防護柵の設置 土木 株式会社西海建設 又野　友之輔

（都道府県順・敬称略）

兵庫

長崎

山形

山梨

新潟

長野



「施工の工夫・改善事例集」サイトへのアクセスについて 

 

① (一社)全国建設業協会のホームページ（https://www.zenken-net.or.jp）にアクセス。 

 
 

 

 

 

           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

をクリック。 

「施工の工夫・改善事例集」

をクリックすると各事例を閲

覧することができます。 

※会員登録(無料)が必要 

② 

③ 
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