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維持工事における安全対策及び創意

工夫について 
㈱カキザキ 

現場代理人 大場良太朗 

主任技術者 森  利明 
39 

2 ローラゲートのローラ点検について ㈱ミゾタ 
現場代理人兼監理技術者 

藤田 浩幸 
43 

3 
吊荷作業時の安全管理と騒音対策に

ついて 
沼田建設㈱ 

現場代理人 早坂 貴之 

監理技術者 菅 真也 
47 

4 
河川維持工事における安全対策につ

いて 
白岩土木建築㈱ 

現場代理人 柴田 淳 

監理技術者 加藤 浩 
51 

5 
崩壊地直下での土石流や土砂崩落に

対する安全対策について 
㈱柿﨑工務所 主任技術者 今田 康志 55 

6 本工事における安全対策について 
三菱電機システム

サービス㈱

現場代理人兼主任技術者 

小鹿 剛裕 
59 

7 林道通行の安全対策について ㈱柿﨑工務所 
現場代理人 高橋 修一 

主任技術者 今田 康志 
63 

8 
立谷沢川流域渓流整備工事に於ける

安全対策について 
㈱カキザキ 

現場代理人 加藤 和男 

監理技術者 高橋幸美智 
67 

9 林道作業時の安全対策について ㈱柿﨑工務所 
現場代理人兼監理技術者 

小野 隆 
69 

10 
肘折地区法面対策工事の安全管理に

おける工夫について 
沼田建設㈱ 

現場代理人 菅 真也 

監理技術者 梁田 康延 
73 

11 作業員の安全確保と意識高揚について 沼田建設㈱ 
現場代理人 横山 修 

主任技術者 下田雄一郎 
77 

12 安全運転に役立つ体験訓練について 永井建設㈱ 
現場代理人 越後 利一 

主任技術者 八鍬 栄幸 
81 

13 堰堤掘削時の土砂崩落対策について 永井建設㈱ 
現場代理人 齋藤 秀悦 

監理技術者 羽賀 達男 
83 

14 
堰堤嵩上げ工における安全対策につ

いて 
泰昌建設㈱ 

現場代理人兼監理技術者 

七戸 武志 
87 

15 施工方法の向上と安全管理の工夫 渋谷建設㈱ 
現場代理人兼監理技術者 

滝口 剛司 
91 

16 
寒河江川流域砂防施設整備工事の安

全管理について 
㈱建図 現場代理人 林  義昭 93 

17 
寒河江川流域東ノ沢整備工事の安全

対策について 
國井建設㈱ 

現場代理人 岡崎 学 

監理技術者 大沼 寛治 
95 

18 安全施工の強化及び施工環境の向上 渋谷建設㈱ 
現場代理人 武田 真吾 

監理技術者 長沢 佳一 
98 

19 
寒河江川流域見附砂防堰堤改良ほか

工事における安全対策について 
升川建設㈱ 現場代理人 菅野 真二 102 

20 地すべりブロック内での対応について 羽陽建設㈱ 現場代理人 武田 武徳 104 
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21 砂防堰堤工事に伴う安全管理について 升川建設㈱ 現場代理人 茨木 真人 106 

22 
現場近隣住民への工事内容周知につ

いて 
㈱佐藤工務 

現場代理人 菅原 史喜 

監理技術者 竹内 裕 
108 

23 
笹根トンネル鋪装工事における安全

管理について 
山形建設㈱ 

現場代理人兼監理技術者 

鈴木 基資 
110 

24 現場環境の改善について ㈱東洋技研 現場代理人 齋藤 健 112 

25 
工事における安全対策・地域貢献につ

いて 
上野土木建設㈱ 

現場代理人兼主任技術者 

山口 明正 
114 

26 塗装用足場の検討と工夫 神室工業㈱ 
現場代理人 菅  豊 

主任技術者 中嶋 祐一
118 
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27 
角川・銅山川流域砂防施設等状況把握

業務について 

㈱双葉建設コンサ

ルタント
主任技術者 奥村 幸一 122 

28 
砂防堰堤巡視の為の安全ロープと安

全な写真撮影 
㈱石川測量事務所 

主任技術者 渡部 千明 

担当技術者 五十嵐 浩 
126 

29 用地業務における安全対策について 
㈱田村測量設計事

務所 

主任担当者 吉田 進 

担当技術者 烏 進悟 
130 

30 現場作業における安全管理について ㈱吉田測量設計 

主任担当者 田家 秀紀 

担当技術者 藤原 昌栄 

担当技術者 吉田 公也 

134 

31 
志津地すべり（大越川ブロック）用地

調査等業務における安全対策について 
㈱南部測量設計 

主任担当者 千葉 隆 

担当技術者 千田 和仁 
136 

32 環境調査時の安全対策について 
東北緑化環境保全

㈱ 

現場代理人 運天さつき 

管理技術者 木村 啓 
139 

33 
地すべり観測作業における安全対策

について 
日本工営㈱ 主任技術者 松尾新二朗 141 

34 冬期間作業の安全管理について 
㈱福田水文センタ

ー 

管理技術者 中本 篤嗣 

担当技術者 澤田 浩一 
145 

35 
河川環境調査のおける危険生物対策

とＵＡＶ安全対策事例 

㈱復建技術コンサ

ルタント

管理技術者 佐藤 高広 

担当技術者 那須野 新 

担当技術者 山本 和司 

149 

36 
最上川中流戸沢地区定期縦横断測量

について 

双葉・大和設計共

同体 
主任技術者 斎藤 康司 151 
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