
賞名 論　文　名 会社名等 技士会 執筆者名

ケーソン制作の安全施工と問題点 　鈴木工業(株) 山　形 奥山　俊昭

安全管理「自分自身への教育」 　石川建設工業(株) 福　島 阿部　武喜

住民参加によるイメージアップとトータルコスト
の縮減例

　池原工業(株) 群　馬 水出　栄治

鋼橋床版工の品質確保と工程短縮への対応 　(株)市川工務店 設計技術部 岐　阜 野崎　勝己

「愛宕大橋」における基本計画の問題点 　入交建設(株) 企画開発室 高　知 横田　昭彦

第三者に対する安全対策について 　(有)平葮建設 青　森 高橋　勝

道路改良工事における仮設工事の問題点と
対策

　山形建設(株) 土木部 山  形 長沢 興一

小規模都市河川工事の工程管理 　京成建設(株) 千　葉 平野　耕司

山留壁打設時のＢＨ工法による障害物撤去 　戸田建設(株) 東京支店 東　京 山口　仁

玉石混じり砂礫層でのシールド工法における
長距離掘進と急曲線施工

　(株)土屋組 土木部 岐　阜 児玉　孝哉

景観に配慮した防波堤のコンクリートケーソ
ン、ナチュラルカラー工法について

　(株)古川組 静岡支店 静　岡 遠藤　時康

第１回　技術論文 入賞者 リスト
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賞名 論　文　名 会社名等 技士会 執筆者名

最優秀賞 地域になじむさわやか現場でゼロ災の確立 （株）松尾工務店 神奈川 上田 吉一

建設現場におけるメンタルトレーニング 山形建設（株） 山 形 明日 茂年

土砂運搬時における安全対策 戸田建設（株） 東 京 溝口 幸生

都市計画街路東本町幸原線工事について 山本建設（株） 静 岡 竹沢宗太郎

桁養生について 丸亀産業（株） 三 重 西本 勝紀

コスト縮減に係わる設計変更について 今井産業（株） 島 根 長谷川 譲

いわゆる一つの工程管理（臨場からの一考） （株）タナックス 秋 田 佐藤  勲

事前審査制度を糧にして （株）早野組 山 梨 平賀 栄嗣

創意工夫によるｺﾝｸﾘｰﾄ品質管理及び工夫工法に
よる工程管理

砺波工業（株） 富 山 吉崎 正人

変更を伴う競合現場での現場管理について  林建設工業（株） 富 山 野井  孝

ジャンボ土のうにしたけれど 田中建設（株） 滋 賀 福居 明男

Ｐ９橋脚基礎工及び仮設工について （株）岩永組 熊 本 梅本 邦興

第三者に対する安全対策及び新入者に対する安
全教育の手法

味岡建設（株） 熊 本 池田 秀晴

第２回　技術論文 入賞者 リスト
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佳作



賞名 論　文　名 会社名等 技士会 執筆者名

最優秀賞
 小さなしごと、大きなあしあと 布志名跨線橋 壁高欄工事
を施工して

 松江土建（株） 島 根  津森 敏信

 北海道の厳寒期におけるコンクリート工事  西江建設（株） 北海道  小浅 明仁

 下水道工事に於ける施工管理 （株）杉山組 岩 手  砂田 敏明

 多自然型護岸を施工して  工藤建設（株） 秋 田  塚本 政広

 ＥＰＳ工法における施工管理上の問題点と対応  田畑建設（株） 群 馬  黒澤 勝衛

 ISO9001における統計的手法に基づく不適合事例の分析
と その活用

 長田組土木（株） 山 梨  今澤 伸次

 園児の手足形レリーフを配した高水護岸工事 （株）野本組 新 潟  保坂 恒雄

 第12回日本ジャンボリーアクセス道路工事における補強
土壁工法（ワイヤ－ウォール工法）の施工あれこれ

 秋田土建（株） 秋 田  小玉 幸夫

 おもしろくてためになるＣＡＤ＆デジカメ  金森建設（株） 長 野  小林 良慈

 突発事故により損傷した大口径下水管の補修工事  管清工業（株） 愛 知  伊藤  久

 土木工事と環境対策  旭建設（株） 沖 縄  仲宗根 保

 国道４号交差点上の桁架設
 日本車輌製造
（株）

日本橋梁建設  和田 昌浩

第３回　技術論文 入賞者 リスト
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賞名 論　文　名 会社名等 技士会 執筆者名

中古タイヤを法面保護工の法枠としてリサイクル（廃棄物最終処分場の法面遮水
シート保護工の開発と本工事での改善）

　清水建設(株)北海道支店

　登別市
　北海道開発ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)

北海道

石川　一也
境　　吉秀
堀口　　寛
澤出　　博
伊藤　元一

小口径泥水式塩ビ管用推進機の開発
　須山建設（株）
　ｱｻﾋｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）

静　岡
菅沼　弘一
小島　　功

長さ20.0ｍを超える鋼矢板Ⅲ型を打込むまでの苦労話 　岩田建設（株） 北海道
丹野　義明
藤井　教生

みんなに喜ばれるイメージアップを 　小幡建設工業（株） 青　森 柳町　博美

膨張性地山のトンネルを施工して 　(株）早野組 山　梨 辻　  哲彦

ヒューマンエラーの防止について－工事用道路における安全性の確保－ 　高崎建設工業（株） 長　野
渡辺　　工
下原　洋征
萱取　幸一

横桁と頂版部ジャッキアップを併わせたアンダーボックスの施工 　矢作建設工業（株）　　 愛　知
宇佐美　仁
竹岡　由積

開削トンネルボックス築造工法の新工法について 　株木建設（株）広島支店 広　島 大竹　寛治

夏場における長大吊橋の補剛桁鋼床版溶接（来島大橋補剛桁架設工事）
　三菱重工工事（株）

　(株）東京鐵骨橋梁
橋梁建設

原  　　久
奥村　　浩
大山　茂樹

アーチ橋の台船工法 　三菱重工工事（株） 橋　建 海田  　晃

三陸鉄道の法面工事における施工管理について 　(株）伊藤組 盛岡支店 岩　手 氏家　正春

トンネル工事の測量管理の工夫 　角館建設工業（株） 秋　田 奥　健治郎

地滑り現場での特殊土留工 　富久泉工業（株） 福　島 阿部　邦宏

災害復旧工事及びこれからの土木技術者として 　東昭建設（株） 栃　木 福田　徳弥

自在搬送型天井クレーンの実用化（多摩川上流雨水幹線その４工事）
　東京都下水道局
　戸田建設（株）東京支店

東　京

神之田利美
伊澤　　章
和田　洋一
高木　　栄

上面増厚工法による床版補強を施工して 　(株）早野組 山　梨 花房　　工

コンクリート構造物のひび割れ対策 　長田組土木（株） 山　梨 佐藤　信二

廃ガラスリサイクル材を活用した表層舗装工事 　中野土建（株） 長　野 小林　伸次

滞水砂層における大口径長距離推進 　(株）加賀田組 新　潟 長谷川仙一

Ｒ＝17ｍ、Ｓ字急曲線施工における掘進管理 　佐藤工業（株） 富　山
原田　　晃
中村　伸三
本田　　琢

新幹線トンネルにおける新型桟橋使用による掘削とインバート打設の同時施工シス
テム

　(株）熊谷組 北陸支店 石　川 浅井　貞一

橋脚フーチングせん断補強鉄筋の施工上の問題点と対応 　(株）土屋組 岐　阜 加藤　真直

新しい建設発生土流用調整システム（貯留地・貯留土事業）について
　愛知県土木部

　(財)愛知県都市整備協会
愛　知

寺沢　英和
中村　道彦
大島　千生

CSGコンクリートの性状及び製造設備 　西松建設（株） 愛　知
木村　一正
細川　雅一
前田　　薫

水中岩掘削における効率アップの工夫
　(株）吉田組
　(有）高須組

愛　知
深谷　浩喜
高須　徳市

被爆遺構石垣保存整備工事を終えて 　深堀建設（株） 長　崎 山口　勝則

橋台コンクリートの温度管理について 　(株）河野幸建設 宮　崎 河野　泰義
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賞名 論　文　名 会社名等 技士会 執筆者名

最優秀賞 　「安全」は「協働」から 戸田建設（株） 東　京 吉本 光志

　市街地における推進工事の工程管理と環境対策 （株）南建設 青　森 長内 英明

　高速道路建設工事での施工管理 日本技術開発（株） 東　京 前川 行正

　地下鉄大規模開削工事におけるセメント混入汚泥の
減量化

前田建設工業（株） 東　京 堀江 　博

　トンネル工事における県道下掘削時の崩落防止 （株）早野組 山　梨 望月　 司

　橋梁夜間一括架設の工事例 （株）酒井鉄工所 日本橋梁建設
阿茂瀬 邦男
田廣 高志

　事前調査と工期短縮 川田工業（株） 北海道 宇佐美 和久

　重要構造物の施工計画とトレーサビリティーの記録 吉田建設興業（株） 宮　城 伊藤 千治

　情報管路布設工事における安全管理について （株）早野組 山　梨 渡邉 章光

　急傾斜地の護岸工事における問題点と解決策 （株）市川工務店 岐　阜 河田 直喜

　腐食下水管路施設の補修及び悪臭防止対策の実施 （株）山越 愛　知 伊藤 　久

　ＯＡ化によるデータ処理及び提出書類作成の省力化 （株）上滝 長　崎 近藤 光浩

　架設工事用門型鉄塔の設計と施工 三菱重工工事（株） 日本橋梁建設
川本 浩司
栗山 慎吾
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