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福島県　公共土木施設　復旧 検索県のホームページで、復旧・復興情報を
ご覧になれます。
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記者発表資料 ２枚 

平成２８年２月３日 

福島県土木部 技術管理課 

 

「平成２７年度 ふくしまの未来を拓く業務発表会」を開催します。 

 

【概要・論点等】 

職員の業務内容や成果を広く共有し、技術力向上と意識の高揚を図ることを目的とし、業務発

表会を開催します。 

今年度は、東日本大震災及び原子力災害からの復旧・復興業務のほか、通常業務である「安全

で安心できる生活環境の確保」や「ふくしまの活力を支える社会資本の整備」、「思いやりにあ

ふれたまちづくり・地域づくり」をテーマとした発表も行います。 

 

 

【内容】 

○日時：平成２８年２月１０日（水）１０：００～１６：１０ 

○場所：福島県文化センター 小ホール 

○内容：土木部本庁・各出先事務所職員が各々の業務内容や成果について発表（２０件）を

行います。 

また併せて、全建賞を受賞した事業や東北地方整備局主催管内業務発表会にて表彰

された事業について、特別報告（３件）を行います。 

○備考：一般の方の聴講も可能ですので、直接、会場へお越しください。 

○主催：福島県土木部・福島県建設技術協会 

 

 

                                                            

【問い合わせ先】 

 土木部 技術管理課 

 （担当者）鈴木 秀人 

電話 024-521-7458 内線 3535 

FAX024-521-7949 

 



主催：福島県土木部・福島県建設技術協会

■開催日時 平成２８年２月１０日（水）
１０：００～１６：１０（開場 ９：３０～）

■会 場 福島県文化センター小ホール

開 催 次 第

【１】 開 会

１０：００

【２】 主催者あいさつ 建設技術協会長 鈴木 典弘

１０：００～１０：０５

【３】 留意事項説明

１０：０５～１０：１０

【４】 発表 午前の部（９件）

１０：１０～１２：００

〈※休憩１２：００～１３：００〉

【５】 発表 午後の部（１１件）

１３：００～１５：００

【６】 特別報告（３件）

１５：００～１５：４５

【７】 審査結果発表及び講評 技術管理課長 安田 博道

１５：４５～１５：５５

【８】 表彰式及びあいさつ 土木部長 大河原 聡

１５：５５～１６：１０

【９】 閉 会

１６：１０



番号
総室・
事務所

課名 職名 発表者名 テーマ 論題 頁数

1 建築総室 営繕課
主任建築

技師
石井　卓裕 Ⅰ 環境創造センター整備事業の工事監理について 1

2 いわき
道路・橋梁

課
主査 渡邉　慶行 Ⅰ

津波被災地の復興まちづくり
～久之浜地区の取り組み～

2

3 いわき
河川・海岸

課
主査 湯田　裕一郎 Ⅰ

福島県初の水門事業に挑む
～生命を守る水門の運用について～

3

4 県南 道路課
主査

(埼玉県）
今井　篤也 Ⅴ

国道２９４号白河ＢＰ整備チーム設置による事業推進
について

4

5 宮下土木 業務課 技師 菅野　達也 Ⅴ
ビッグデータを活用した路面劣化診断技術
への取り組み

5

6 喜多方
河川砂防課

管理課
主査
主査

長尾　篤
鹿野　新也

Ⅴ
鏡肌を有する岩盤すべり
～村杉地区地すべり対策事業～

6

7 相双
用地第一課
河川砂防課

副主査
技師

宗形　宜明
菅野　淳

Ⅴ 認可地縁団体による多人数共有地の用地取得について 7

8 富岡土木
河川・海岸

課
副主査 西元　昭一郎 Ⅴ

楢葉町の住民帰還に向けた取り組み
～生活空間内の工事用車両通行における安全対策～

8

9 小名浜港湾 企画調査課 技師 齋藤　裕貴 Ⅴ おなはまみなと通信について 9

10 二本松土木 業務課 技師 山本　恭平 Ⅱ
災害からいのちを守るために
～小・中学校における防災教育支援
　「出前講座」を実施しました～

10

11 県中 管理課 副主査 岡部 彰 Ⅱ
国道４号移管を踏まえた包括的維持管理（試行）
について

11

12 県南 管理課 主査 添田　和歌子 Ⅱ 国道２８９号甲子トンネルの路面隆起対策について 12

13 山口土木 業務課 副主査 伊藤　経介 Ⅱ
タケナグラ沢雪崩対策について
～大規模雪崩から道路利用者を守るための取り組み～

13

14 会津若松 企画調査課 技師 砂押　秀 Ⅲ リニューアル！芦ノ牧ポケットパーク 14

15 南会津 道路課 主査 愛澤　有一 Ⅲ 国道２８９号南倉沢トンネル掘削工事について 15

16 いわき 道路課
主査

(栃木県）
萩尾　直久 Ⅲ

道路計画におけるローカルルールの比較検証
～福島県と栃木県の「ちょっとした違い」～

16

17 相馬港湾 建設課 主査 逸見　信之 Ⅲ
相馬港４号ふ頭の整備について
～相馬LNG基地の早期完成に向けた取り組み～

17

18 須賀川土木 業務課 技師 星　のりこ Ⅳ
江花川における元気ふくしま地域づくり推進事業につ
いて
～住民主体の地域づくりと河川環境整備～

18

19 いわき 企画調査課 主任主査 安齋　義之 Ⅳ
「港と市街地の一体的なまちづくり」の実現に向けて
～小名浜の新たな魅力創造事業等の取組～

19

20 小名浜港湾 管理課 技師 鈴木　一哉 Ⅳ 景観資材のリサイクルについて 20

河川港湾
総室

砂防課 主査 小松　律子 21

会津若松 建築住宅課 建築技師 佐々木　康友 22

須賀川市 都市整備課
都市整備

係長
川島　治郎 23

閉　会
16:10

【テーマ】
Ⅰ．「東日本大震災及び原子力災害からの復興・再生」：復旧復興事業
Ⅱ．「安全で安心できる生活環境の確保」：防災、維持管理、積雪地域・過疎地域の環境整備等
Ⅲ．「ふくしまの活力を支える社会資本の整備」：道路網整備、観光支援等
Ⅳ．「思いやりにあふれたまちづくり・地域づくり」：まちづくり、環境保全、リサイクル等
Ⅴ．「その他」：新技術、新工法、マネジメント、広報等
【発表時間】
○発表：５分、質疑応答：５分（１発表当たり１０分）

地価が急上昇するいわき市での土砂災害警戒区域指定の取組
【平成２７年度東北地方整備局管内業務発表会　優秀賞】

復興公営住宅整備事業（年貢町団地）
【全建賞】

特別報告
（３件）

15:00～15:45
岩渕地区造成宅地滑動崩落緊急対策事業
【全建賞】

「平成２７年度　ふくしまの未来を拓く業務発表会」　発表者リスト

午前の部
（9件）

10：10～
12：00

午後の部
(11件)

13：00～
15：00

審査結果発表及び講評
15:45～15:55

表彰式及びあいさつ
15:55～16:10

開会

10:00
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