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299 中国 佐藤係長 - 12/19 12/2112/2112/2112/21 未検討 5/25/25/25/2
日新建設㈱
157,000,000

20.2.15 受圧板アンカー：９５本 一般 土木

298 中国 2/6 未検討 4/25
トガノ建設

205,000,000
20.3.12 グランドアンカー工　５９本 一般 土木

297 中国 枝光（向井）専門員 10/4 1/21 未検討 検討
㈱平岡建設
272,000,000

20.2.26 連続繊維補強土工：500㎡　ＲＢ：200本Ｌ=4.5ｍφ65 一般 土木

296 中国 枝光（向井）専門員 10/14 12/28 未検討 検討
㈱大歳組

270,000,000
20.2.26

ＲＢ：約400本56本Ｌ＝2-2.5ｍ　連続繊維補強土工690
㎡

一般 土木

295 中国 枝光（向井）専門員 10/4 11/9 - 未検討 検討
河井建設工

業㈱
20.1.8

アンカー工：154本Φ90Ｌ＝7～23.5ｍ
φ90のＲＢ54本ジオファイバー足無クローラ

一般 土木

294 中国 課長 入川（桐谷）係長 - 12/3 - 未検討 検討 　
中央建設㈱
141,520,000

20.1.9 アンカー工：50本 一般

293 中国 2/18 未検討 提案中
日特建設㈱
149,500,000

20.3.24 リングネット　ｱﾝｶｰ足場　V=3530空㎥ 一般 土木

292 中国 1/17 未検討 提案中
今井産業㈱
136,500,000

20.3.7 1号アンカー7本　2号アンカー6本 一般 土木

291 中国 2/6 未検討 提案中
フクダ

215,000,000
20.3.5 グランドアンカー　７７本 一般 土木

287 九州 伊藤（光武 ナシ 12/19 12/2112/2112/2112/21 未検討 4/304/304/304/30 5,920,000
ライト工業㈱
81,480,000

20.2.13
（山内地区）アンカー工：46本（ロータリー式）　（畑島地

区）ＲＢ：112本　法枠工：292㎡）フイットフレーム
一般 法面

286 九州 弓削 2/20 2/14 未検討 提案中
㈱志多組
141,000

20.3.24 アンカー付法枠工　A=100㎡ 一般 維持

285 九州 1/24 未検討 提案中
㈱志多組
139,000

20.2.28 アンカー工　１０本　鉄筋挿入工　2.8m～3.4m 市場単価 一般 法面

284 九州 篠崎（久留） 1/7 1/11 検討 4/30
㈱後藤組
56,000,000

20.2.29
アンカー工：32本（受10本枠22本）Ｌ＝12.65ｍ～16.65ｍ
φ90　逆巻き　足場あり

一般 土木

280 近畿 10/12 10/23 - 未検討 10,500,000
鹿島建設㈱

1370.,000,000
20.1.30

アンカー工：Ｌ＝7～8.5ｍφ135 130 本φ90　L＝9.5×
10本　法枠ＲＢ：Ｌ＝3～4.5ｍ　φ65かφ90　1,025本

一般 土木

279 近畿 1/15 1/25 未検討
大宝柊木㈱
28,000,000

20.3.3 ＲＢ：２６本　ルートパイルφ１１５　Ｌ＝８ｍ 一般 土木

278 近畿 課長 係長 ナシ 8/20 8/228/228/228/22 未検討 提案 6,000,000
三井住友建設㈱

1,195,000,000 19.11.27 アンカー工：Ｌ＝6.7～8.2ｍ21本　ＲＢ工：Ｌ＝5.5ｍ139本 一般 土木

277 近畿 課長 係長 ナシ 7/31 8/228/228/228/22 未検討 提案 4,980,000
前田建設工業

1,223,000,000
19.11.6

アンカー工：（Ｌ＝8.5～12.5ｍ）106本　ＲＢ工：（Ｌ＝5.3～
6.8ｍ）27本

一般 土木

276 近畿 10/12 10/16 - 未検討 提案中 1,050,000
㈱安井工務店

126,300,000
19.11.19 グランドアンカー：28本 一般 土木

275 北陸 1/7 1/16 未検討
㈱治山社
73,500,000

20.2.20 アンカー工：14本　ＲＢ133本　法枠工：500㎡ 一般 土木

269269269269 北陸 2/4 検討 3,250,000
町田建設㈱
161,000,000

20.3.4 アンカー　１３０本 一般 土木

268268268268 九州 ナシ 2/1 検討 1,190,000
東野添建設
54,000,000

20.3.5 落石吸収柵　４８ｍ　アンカー一式 一般 土木

266266266266 九州 　中島課長 弓削係長 5/1 10/29 5/185/185/185/18 検討 5/245/245/245/24 9,400,000
東興建設㈱
103,000,000

19､12,7 グランドアンカー工：53本  法枠工：670㎡ 一般 法面

265265265265 九州 課長 係長 - 7/12 - 5/115/115/115/11 - 5,330,000
博美建設
75,000,000

19,8,31
アンカー工：69本　吹付法枠　法面吹付工　落石防止網
工

一般 法面

264264264264 九州 課長 係長 - 7/12 - 5/115/115/115/11 - 2,580,000
佐藤産業
85,000,000

19,8,21 RB：69本 一般 法面

263 九州 　野尻課長 丸岡係長 - 11/26 - 未検討
№２０７
提案

640,000
明大工業㈱
98,800,000

20.1.9
アンカー工：17本　高エネルギー吸収落石防護柵工：Ｌ
＝140ｍ

一般 法面

262 九州 上谷課長 上馬庭係長 7/31 8/17 7/31 未検討 設変減額 6,000,000
日特建設㈱
103,000,000

19.9.28
アンカー工：（Ｌ＝12ｍ～1７.5ｍ）162本　吹付法枠工：約
430ｍ

一般 法面

254 中国 松本課長 小田係長 2/20 8/2 2/20 4/204/204/204/20 - 1,260,000
日特建設㈱
79,000,000

19,9.6
湯里2工区：アンカー工：13本　湯里1工区：現場吹付法
枠587㎡

一般 法面

245245245245 近畿 課長 中澤係長
18/

10/10
10/12 11/211/211/211/2 2/92/92/92/9 提案 3,670,000

ライト工業
295,800,000

20.1.9
20.2.13

抑止ｱﾝｶｰ工：134本　RB（ﾉﾝﾌﾚｰﾑ）2360本　法枠工：
860㎡

一般 法面

244244244244 近畿 課長
藤井係長

三浦
1/17 5/29 1/22 4/64/64/64/6 - 1,670,000

坂川建設
55,800,000

19.7.3 グランドアンカー：29本　現場打ち吹付法枠：1000㎡ 一般 法面

243 近畿 小山課長 田中係長 4/20 4/20 5/21 未検討 提案 3,300,000
中井組

163,000,000
19.6.26 アンカー工：一式　１２９本　法面工：一式 一般 土木

242 近畿 課長 係長
18/

10/10
5/8 11/2 2/9 提案 530,000

川嶋建設
199,000,000

19.6.19 グランドアンカー工：18本　ＲＢ：610本　法枠工：5700㎡ 一般 法面

241 近畿 　加藤課長 斉藤係長 4/20 6/15 6/6 未検討 提案 1,700,000
中日本土木
128,000,000

19.7.30 アンカー工：59本　ＲＢ工：66本 一般 法面

240 近畿 加藤課長 斉藤係長 4/20 5/25 6/6 未検討 提案 1,800,000
㈱高野組

115,000,000
19.7.6

アンカー工:10,7×58本・　ＲＢ工2,6×318本・　法枠工一
式

一般 法面

226 四国 1/8 1/9 未検討
㈱浅田組

163,000,000
20.2.13 アンカー工：156本 一般 土木

225 四国 1/9 1/22 未検討
ｼﾞｮｳﾄｸ建設

㈱
63,000,000

20.2.22 アンカー工：52本 一般 土木

224 四国 河原課長 ウエタ ナシ 12/11 12/1112/1112/1112/11 未検討
坂出土建工

業
63,000,000

20.1.24 ＲＢ工：397本（5ｍ以下　19～25）　法枠工：1473㎡ 一般 土木

223 四国 - 10/24 - 未検討 提案 2,700,000
四国通建㈱
183,000,000

19.11.30 法枠アンカー工：72本　ユニットプライス型積算方式 一般 土木

221 四国 大平課長 係長 - 6/27 6/12 未検討 提案 -
一若建設㈱
130.000.000

19.8.6
アンカー工：103本　Ｌ＝20ｍ以上あり　足場なし　逆巻
受圧板

一般 土木

220 四国 大平課長 係長 4/6 6/27 6/12 未検討 提案 -
南海（共）

118.000.000
19.8.3

アンカー工：90本　Ｌ＝20ｍ以上あり　足場なし　逆巻受
圧板

一般 土木

219 四国 大平課長 係長 4/6 6/5 6/12 未検討 提案 850,000
㈱羽田建設
171,500,000

19.7.12 アンカー工：22本 一般 土木

218 中部 柳課長 渡辺係長 ナシ 9/18 9/20 未検討 提案 4,680,000
㈱土屋組

423,700,000
19.11.22

アンカーＬ＝7.9～13.5ｍφ90φ115　125本　ＲB　Ｌ＝2
～3.5ｍ　φ65　273本

一般 土木

217 中部 サクタ課長 係長 7/12 9/5 9/3 未検討 提案 9,800,000
谷口・橋本

JV
19.10.11

法枠アンカーＬ＝12～13ｍ　27本　法枠ＲＢ　Ｌ＝5ｍ以
下　177本　5ｍ以上45本

一般 土木

210 北陸 - 係長 - 6/19 1/10 未検討 提案 25,600,000
㈱植木組

380,800,000
19.8.10 法枠工：1,800㎡　ＲＢ：2.6ｍ684本（二重管） 一般 土木

209 北陸 横山課長 係長 - 6/14 6/15 未検討 提案 8,700,000
㈱守谷商会
131,000,000

19.7.18 法枠工　ＲＢ：Ｌ＝7.0ｍ315本 一般 土木

202 関東 1/15 2/1 未検討
天野工業㈱
89,500,000

20.2.29 グランドアンカー併用吹付法枠工：125㎡ 一般 土木

201 関東 ナシ 1/7 未検討 提案 2,800,000
日特建設㈱
248,000,000

20.2.18 グランドアンカー工：75本 一般 土木

200 関東 山崎課長 浦塚係長 - 6/11 6/12 未検討 提案 26,000,000
東興建設㈱
104,000,000

19.7.13
法枠工施工済みＲＢ打設：ＳＤ345　Ｄ19　Ｌ＝5500　525
本

一般 法面

199 関東 小宮課長　 係長 - 4/16 8/21 未検討 提案 7,870,000
ノバック

543,000,000
19.6.15 グランドアンカー：210本　法枠：810㎡ 一般 土木

198 関東 加納課長 係長 4/20 8/24 5/23 未検討 提案 1,120,000
小林建設㈱
150,000,000

19.10.2 アンカー工：約30本 一般 土木

193 東北 1/17 1/21 未検討
㈱山長建設
83,800,000

20.3.4 アンカー工：747ｍ　吹付法枠工：932㎡ 一般 土木

192 東北 1/17 1/17 未検討
㈱小澤組

132,000,000
20.3.4 ＲＢ工：360本 一般 土木

191 東北 1/8 1/24 未検討
㈱小澤組

132,000,000
20.3.13 アンカー：110本　ＲＢ450本 一般 法面

190 東北 1/8 1/18 未検討
日特建設㈱
85,650,000

20.2.18 アンカー：70本 一般 法面

189 東北 1/8 1/9 未検討
㈱後藤組

170,000,000
20.2.15 アンカー工一式　法枠工一式 一般 土木

188 東北 大森課長 小野寺係長 8/15 9/27 8/29 未検討 提案 -
樋下建設㈱
247,000,000

19.11.16 アンカー工：Ｌ＝10.1～17.1ｍ約119本　フイットフレーム 一般 土木

187 東北 芦萱課長 岩瀬係長 7/4 11/8 4/24 未検討 提案 -
樋口建設㈱
59,000,000

19.12.17 地すべりアンカー工：一式　　コンクリート法枠工一式 一般 土木

186 東北 村上課長 係長 4/3 7/5 4/24 未検討 提案 -
工藤建設

173,300,000
19.8.21

ＲＢ工：4.700ｍ L=2.1ｍ600本　Ｌ＝2.6ｍ720本　Ｌ＝3.1
ｍ3360本

一般 法面

185 東北 後藤課長 係長 4/3 7/2 4/24 未検討 提案 -
堀川土建
85,500,000

19,8,9 ＲＢ：124本（2.0～5ｍ）5.5m15本　6.5m21本 一般 土木

184 東北 荒木事業対策官 係長 4/3 - 4/23 未検討 提案 -
秋田土建

104,000,000
19.6.25 ＲＢ工：ｎ＝3m×318本ー見直しアンｶｰ 一般 土木

129129129129 九州 久留課長 係長 2/28 2/7 2/8 検討検討検討検討 2/262/262/262/26 4,740,000
田中建設
15,820,000

19.3.20

128128128128 九州 課長 係長 - - 10/20 未検討 11/1111/1111/1111/11 3,140,000
西浜徳一JV
115,000,000

127127127127 九州 課長 係長 - 6/9 H16年 6/26/26/26/2 - 3,340,000
昭和地下工業
134,700,000

126126126126 九州 課長 係長 - 6/23 H16 5/225/225/225/22 - 18,000,000
日特建設
89,000,000

125 九州 上谷課長 上馬庭係長 ナシ 2/16 2/16 未検討 5/115/115/115/11 6,440,000
鹿大丸

126,000,000
リーチ 19.3.23

124 九州 上谷課長 上馬庭係長 ナシ 2/16 2/16 未検討 5/115/115/115/11 2,670,000
上東建設

137,000,000
ニチボウ 19.3.23 

123 九州 久留課長 坂本係長 10/2 11/21 11/14 未検討 2/262/262/262/26 5,730,000
西日本土木
80,700,000

黒澤 19.3.20

113113113113 中国 課長 岡係長 - - 9/2 未検討 9/119/119/119/11 550,000
肥海建設
70,000,000

18.8.18

112 中国 課長 係長 - - H18 未検討 提案 -
日特建設
85,000,000

18.7.13

111111111111 近畿 伊藤課長 乾係長 1/17 - 5/25
18/18/18/18/

10/3010/3010/3010/30
- 2,020,000

平和建設
77,000,000

19.3.7

110110110110 近畿 伊藤課長 乾係長 - - 5/25 検討検討検討検討 - 2,370,000
京都土建
52,000,000

18.9.11

109109109109 近畿 課長 足立係長 - - 6/1 6/5 - 890,000
金山建設工業

20,900,000
18.7.26

103103103103 北陸 畠中課長 係長 1/9 1/25 1/15 2/192/192/192/19 - 13,130,000
野原中山野原JV

92,000,000 19.2.27

102102102102 北陸 畠中課長 係長 1/9 1/16 1/9 1/151/151/151/15 - 3,740,000
藤井組

90,000,000
19.2.16

101101101101 北陸 盛田課長 飯田係長 - 8/2 8/9 8/288/288/288/28 - 3,110,000
石田川田JV
114,000,000

18.9.21

83 近畿 課長 中澤係長
18/

10/10
10/12 11/2 2/9 提案 再公告

82 近畿 東課長 的場係長 - - 未検討 -
下山組

19,000,000
18.9.26

81 近畿 溝端課長 藤井係長 - - 未検討 -
徳川建設
52,500,000

18.9.27

80 近畿 溝端課長 藤井係長 - - 未検討 -
新陽・今藤

JV
101,000,000

18.7.28

元請拒否 下山BP藤ヶ瀬改良工事

福知山河川国道事務所　　道管二課 元請拒否 ９号兎原中地区歩道設置工事

京都国道事務所　田中技副長　管理第二課　

鹿児島国道事務所　管理二課　 元請拒否 北尾建地区防災（二工区）

大分川ダム工事事務所　工事課　 元請拒否

広島国道事務所　管理二課　　　

松江国道事務所　管理第二課長　　　　

発注者指定型

金沢河川国道事務所　工務第二課　

利賀ダム工事道路１工区その６

六甲砂防事務所　諸留技副長　工務課 リカバリー 中谷川地区斜面対策工事　

紀南河川国道事務所長　市川技副長　道管二課 活用にならず 奥泥道路黒淵道路拡幅工事

福知山河川国道事務所　　道管二課

　　　　ⅩⅩⅩⅩ　　　　国交省平成国交省平成国交省平成国交省平成１８１８１８１８年度年度年度年度８８８８月月月月よりよりよりより　「　「　「　「公共工事等公共工事等公共工事等公共工事等におけるにおけるにおけるにおける新技術活用新技術活用新技術活用新技術活用システムシステムシステムシステム」」」」がががが本格運用本格運用本格運用本格運用

発注者指定型

利賀ダム工事用道路４工区法面発注者指定型

２号神戸西バイパス法面補修工

発注者指定型

山形河川国道事務所

大隈河川国道事務所　工務二課

胆沢ダム工事事務所　調査設計課　

最上川ダム統合管理事務所　管理課

山形河国事務所　道路管理第二課　（山内）

筑後川ダム統合管理事務所　管理課　

　　　　ⅩⅡⅩⅡⅩⅡⅩⅡ　　　　国交省国交省国交省国交省　　　　平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度９９９９月月月月１１１１１１１１日日日日　　　　本省事務連絡本省事務連絡本省事務連絡本省事務連絡　　　　設計業務設計業務設計業務設計業務におけるにおけるにおけるにおける新技術新技術新技術新技術のののの活用検討活用検討活用検討活用検討についてについてについてについて　「　「　「　「新技術新技術新技術新技術のののの評価情報評価情報評価情報評価情報チェックリストチェックリストチェックリストチェックリスト」」」」のののの送付送付送付送付

　　　　ⅩⅠⅩⅠⅩⅠⅩⅠ　　　　国交省国交省国交省国交省　　　　平成平成平成平成１９１９１９１９年度年度年度年度７７７７月月月月17171717日日日日　　　　初弾初弾初弾初弾　「　「　「　「公共工事等公共工事等公共工事等公共工事等におけるにおけるにおけるにおける新技術活用新技術活用新技術活用新技術活用システムシステムシステムシステム」　」　」　」　事後評価結果通知評価情報技術事後評価結果通知評価情報技術事後評価結果通知評価情報技術事後評価結果通知評価情報技術

森吉山ダム工事事務所　　工務課

胆沢ダム国道付替石淵地区工事

熊本河川国道事務所　(九州建設技術管理協会）　

六甲砂防事務所　諸留技副長　工務課

福井河川国道事務所　曽田技副長　道路管理課

松江国道事務所　管理第二課　　

鹿児島国道事務所鹿児島国道事務所鹿児島国道事務所鹿児島国道事務所　　　　管理二課管理二課管理二課管理二課　　　　

大分河川国道事務所　道路管理二課　

姫路河川国道事務所

適応外

特記検討

宮崎河川国道事務所　工務

広島国道事務所

殿ダム工事事務所　工務課長

浜田河川国道事務所

リカバリー否

リカバリー否

リカバリー否

東広島・呉道路小滝川橋下部工事

東広島・呉道路横路改良工事

宮崎河川国道事務所　管二

松江国道事務所

広島国道事務所 工務課　（ウエスコ広島）

広島国道事務所　工務

適応外

浜田･三隅道路内田高架橋下部第2工事

佐賀国道事務所　道路管理二課  (指示書）

殿ダム楠城山崎線付替（その5）工事　　　　　　

発注者指定型

発注者指定型

国道９号温泉津外防災工事　　　　　　　

国道17号七谷切他防雪工事

指定型拒否

発注者指定型

発注者指定型

鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島225225225225号川辺地区法面工事号川辺地区法面工事号川辺地区法面工事号川辺地区法面工事

八代管内法面防災工事　

指示書拒否

リカバリー否

リカバリー否

管内防災外工事

岡本６丁目地区斜面対策工事　　　　　　

平成19-20年度　上保田改良第5工事

平成１９年度寄松改良第２工事

平成１９年度寄松改良第１工事

下保田改良外１件工事

リカバリー否

リカバリー否

リカバリー否

つづら川改良（その2）工事

リカバリー否

リカバリー否

リカバリー否

リカバリー否

リカバリー否

リカバリー否

平成19-20年度　財田防災工事

平成19-20年度　屋所谷堰堤工事

紀勢国道事務所　　管理二課

滋賀国道事務所　管理第二課

六甲砂防事務所　工務課

八つ場ダム工事事務所

松本砂防事務所　工務課　　　　

甲府河川国道事務所

大洲河川国道事務所　　工務第二課　

和歌山河川国道事務所　木村技副長　道管第二課

四国山地砂防事務所

香川河川国道事務所

リカバリー否

リカバリー否

大洲河川国道事務所

福井河川国道事務所　曽田技副長　道路管理課

金沢河川国道事務所

熊本河川国道事務所　(九州建設技術管理協会）　

長岡国道事務所

大隈河川国道事務所　原薗技副長

宮崎河国事務所　道路管理二課（千代田ＣＴ）　

国道2号上瀬野防災その2工事

平津護岸補強その他工事

松江第五大橋道路井廻地区改良工事

付替市道河内線金炭地区上流工事

山内地区外防災工事

宮浦地区擁壁補修工事

東九州道（清武～北郷間）猪八重南地区
工事用道路工事

仁摩温泉津道路馬路地区改良工事

福井河川国道事務所　曽田技副長　道路管理課

琵琶湖河川事務所

広島国道事務所　工務

松江国道事務所

東広島・呉道路小滝地区工事用道路工事

大分川ダム工事事務所 宮成技副

奈良国道事務所　

適応外

福井河川国道事務所　曽田技副長　道路管理課

結果結果結果結果

　　　　ⅩⅢⅩⅢⅩⅢⅩⅢ　　　　国交省国交省国交省国交省　　　　平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日　　　　本省事務連絡本省事務連絡本省事務連絡本省事務連絡　　　　設計業務設計業務設計業務設計業務におけるにおけるにおけるにおける新技術新技術新技術新技術のののの積極的積極的積極的積極的なななな活用検討活用検討活用検討活用検討についてについてについてについて1209120912091209条条条条12121212項項項項「「「「新技術新技術新技術新技術のののの評価情報評価情報評価情報評価情報チェックリストチェックリストチェックリストチェックリスト」」」」活用活用活用活用

理由書

工事名工事名工事名工事名発注事務所名発注事務所名発注事務所名発注事務所名　　　　　　　　

国道９号遠田拡幅工事　

　　　　　　　　国交省国交省国交省国交省　　　　　　　　ここまでここまでここまでここまで19191919年度年度年度年度　　　　　　　　検討検討検討検討のののの結果結果結果結果、、、、不適応不適応不適応不適応のののの現場現場現場現場がががが26262626箇所箇所箇所箇所ありましたありましたありましたありました。。。。市場単価設計市場単価設計市場単価設計市場単価設計はははは29292929箇所箇所箇所箇所でででで採用採用採用採用されていますされていますされていますされています。。。。

リカバリー否

適応外

理由書

浜田河国工務二課（シマダ技術CT）ウエスコ

理由書

適応外

特記・検討指示

リカバリー否

リカバリー否

神谷内道路その7工事

リカバリー否

十津川道路今戸高架橋下部その他工事

宮浦地区法面防災工事　　　　　　　　　　

桜島管内山腹工工事

リカバリー否

波賀町防災日ノ原2工区改良工事

永平寺大野道路大月地区改良工事

永平寺大野道路石上地区改良工事

特記・検討指示

８号赤碕海側法面防災工事

８号阿曽地区海側法面防災工事

発注者指定型

リカバリー否

発注者指定型

リカバリー否

リカバリー否

発注者指定型

中谷川地区斜面対策工事　

賤ヶ岳トンネル法面補修工事

リカバリー否

Ｈ19年度　21号鵜沼北IC建設工事　

両石地区法面工工事

県道林・東吾妻線（北入）地区新設工事

42号鷲毛地区法面防災工事

荒川砂防堰堤補強工事　　　　　

20号相模原市与瀬地区防災その２

付替県道８号橋下部工事　　　　　　　　　

リカバリー否

リカバリー否湯西川ダム工事事務所　工務課　

長岡国道事務所　本官発注　

松山河川国道事務所

三陸国道事務所

相武国道事務所　管理第二課（日野三枝係長）

富士川砂防事務所　工務課　

大洲河川国道事務所　　工務第二課　

三陸国道事務所

本官 　道路工事課　　岐阜

大洲河川国道事務所　　工務第二課　

リカバリー否

リカバリー否

四倉地区法面防災工事

川目地区道路改良工事

リカバリー否

リカバリー否

梓山北部道路改良工事

白川ダム土砂流入対策工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　

栃野地区法面補修工事　
発注後

発注者指定型

三陸国道事務所

リカバリー否

　　　　★★★★　「　「　「　「九州建設技術九州建設技術九州建設技術九州建設技術フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム２００７２００７２００７２００７iiiiｎｎｎｎ北九州北九州北九州北九州」」」」においてにおいてにおいてにおいて開発者技術開発者技術開発者技術開発者技術････活用実績発表活用実績発表活用実績発表活用実績発表【【【【７７７７回目回目回目回目】。】。】。】。

リカバリー否

リカバリー否

岩手河川国道事務所　工務課

磐城河川国道事務所　

上荒川道路改良工事

山形管内構造物補修工事

桜島野尻川上流右岸山腹工工事桜島野尻川上流右岸山腹工工事桜島野尻川上流右岸山腹工工事桜島野尻川上流右岸山腹工工事（9･15）

牛根境地区牛根境地区牛根境地区牛根境地区（（（（そのそのそのその３３３３））））防災工事防災工事防災工事防災工事（7.27）

大隈河川国道事務所　道路管理課　（ﾀﾞｲﾔｃｔ九州支店 パイロット事業 牛根麓地区防災工事牛根麓地区防災工事牛根麓地区防災工事牛根麓地区防災工事　　　　　　　　　　　　　　　　（18.7.27）

大隈河川国道事務所　（ﾀﾞｲﾔｃｔ九州支店）　 発注者指定型

市林道付替差川地区改良工事　　　　　　　　　　　　　

元請技術提案

利賀ダム工事事務所　工務課　

発注者指定型

利賀ダム工事事務所　工務課　　

京都国道事務所　管理第二課　

パイロット事業兵庫国道事務所　木戸技副長　管理第二課

百海地区改良その２　　

リカバリー否

元請拒否

鹿児島国道事務所　管理二課　 元請拒否

国道2号中野東外防災工事

金炭地区工事用道法面保護

元請技術提案

北尾建地区防災（三工区）

９号上木崎地区他法面防災工

※※※※事後評価事後評価事後評価事後評価

9号南丹市上木崎法面復旧補修

※※※※事後評価事後評価事後評価事後評価

※※※※事後評価事後評価事後評価事後評価

国道９号太田防災工事

　　　　　　　　国交省国交省国交省国交省　　　　　　　　ここまでここまでここまでここまで１８１８１８１８年度年度年度年度　　　　　　　　検討検討検討検討のののの結果結果結果結果、、、、不適応不適応不適応不適応のののの現場現場現場現場がががが３８３８３８３８箇所箇所箇所箇所ありましたありましたありましたありました。。。。市場単価設計市場単価設計市場単価設計市場単価設計はははは６６６６箇所箇所箇所箇所でででで採用採用採用採用されていますされていますされていますされています。。。。

リカバリー否

リカバリー否

リカバリー否

葛葉山腹工法面工事　　

八箇峠道路・野田道路工事  

Ｈ１９松留他防災工事

リカバリー否

女遊部地区道路改良工事

ＬＬＰＬＬＰＬＬＰＬＬＰ無水掘工法設計比較無水掘工法設計比較無水掘工法設計比較無水掘工法設計比較
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　検討支援事務所検討支援事務所検討支援事務所検討支援事務所

 施工実績 施工実績 施工実績 施工実績はははは、、、、平成元年平成元年平成元年平成元年～～～～１５１５１５１５年年年年にかけてにかけてにかけてにかけて主主主主としてとしてとしてとして急傾斜地法急傾斜地法急傾斜地法急傾斜地法にににに基基基基づくづくづくづく『『『『急傾斜地崩壊対策事業急傾斜地崩壊対策事業急傾斜地崩壊対策事業急傾斜地崩壊対策事業』』』』のののの土砂災害防除土砂災害防除土砂災害防除土砂災害防除････災害復旧工事災害復旧工事災害復旧工事災害復旧工事をををを手手手手がけがけがけがけ500500500500数十現場数十現場数十現場数十現場15151515万万万万ｍｍｍｍ以上以上以上以上となりますとなりますとなりますとなります。。。。

 　　　　　　　平成 　　　　　　　平成 　　　　　　　平成 　　　　　　　平成１５１５１５１５年度年度年度年度～～～～１９１９１９１９年度年度年度年度においてにおいてにおいてにおいて、、、、検討検討検討検討させてさせてさせてさせて頂頂頂頂いたいたいたいた結果結果結果結果、、、、２９４２９４２９４２９４箇所箇所箇所箇所のののの中中中中でででで不適応不適応不適応不適応のののの現場現場現場現場がががが６４６４６４６４箇所箇所箇所箇所ありましたありましたありましたありました。　。　。　。　市場単価設計市場単価設計市場単価設計市場単価設計はははは３５３５３５３５箇所箇所箇所箇所でででで採用採用採用採用されていますされていますされていますされています。　　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　

分任官発注一覧表分任官発注一覧表分任官発注一覧表分任官発注一覧表 平成20年5月7日

宇土市赤瀬地区防災工事　

中津地区防災工事　　　　　　　　　　

　
ＬＬＰ（有限責任事業組合）は、２００５年に
経済産業省より法令施行された新しい事業
形態の組織で、当事務所の事業が“コスト
構造改革プログラム”に沿って、民間の新
技術ＮＥＴＩＳ活用とコスト縮減の提案を行い
１２０９条においてその適応検討の支援を
することで新技術『無水掘工法』を広く世に
普及しその縮減された予算でさらに多くの
危険箇所を整備するために最適な組織と
考え、３月に設立登記しました。どうかご理
解とご支援をよろしくお願いいたします。

【【【【本本本本　　　　部部部部】　ＴＥＬ：】　ＴＥＬ：】　ＴＥＬ：】　ＴＥＬ：06060606----6325632563256325----5783578357835783

◆◆◆◆平成平成平成平成１１１１8888年度年度年度年度～『～『～『～『公共事業公共事業公共事業公共事業コストコストコストコスト構造改革構造改革構造改革構造改革プログラムプログラムプログラムプログラム』』』』にににに伴伴伴伴うううう『『『『公共工事等公共工事等公共工事等公共工事等におけるにおけるにおけるにおける新技術活用新技術活用新技術活用新技術活用システムシステムシステムシステム』』』』のののの本格運用本格運用本格運用本格運用 FAXFAXFAXFAX：：：：06060606----6325632563256325----5144514451445144
代表理事代表理事代表理事代表理事　　　　永見永見永見永見　　　　博希博希博希博希

 　　平成 　　平成 　　平成 　　平成19191919年度年度年度年度～｢～｢～｢～｢設計業務等共通仕様書設計業務等共通仕様書設計業務等共通仕様書設計業務等共通仕様書1209120912091209条条条条12121212項項項項にににに基基基基づきづきづきづき検討活用検討活用検討活用検討活用｣【｣【｣【｣【品格法第品格法第品格法第品格法第３３３３条条条条（（（（基本理念基本理念基本理念基本理念））））第第第第７７７７項及項及項及項及びびびび第第第第8888条第条第条第条第1111項項項項にににに基基基基づくづくづくづく基本方針第基本方針第基本方針第基本方針第2222----6666のののの事項事項事項事項】】】】

　　　　　　　　　　　　NETISNETISNETISNETIS｢｢｢｢事前評価事前評価事前評価事前評価｣｣｣｣及及及及びびびび｢｢｢｢事後評価事後評価事後評価事後評価｣｣｣｣済済済済みみみみ新技術新技術新技術新技術kkkkkkkk----980068980068980068980068VVVVのののの検討検討検討検討・・・・活用活用活用活用にににに携携携携わってわってわってわって頂頂頂頂いたいたいたいた発注者発注者発注者発注者・・・・設計業者設計業者設計業者設計業者・・・・元請業者元請業者元請業者元請業者　　　　　　　　　　　　　　　　

～【～【～【～【設計段階設計段階設計段階設計段階でででで技術提案技術提案技術提案技術提案にににに基基基基づきづきづきづき現場土質現場土質現場土質現場土質にににに対対対対してしてしてして適応適応適応適応････不適応検討不適応検討不適応検討不適応検討のののの結果結果結果結果、、、、活用活用活用活用されされされされコストコストコストコスト縮減縮減縮減縮減されたされたされたされた金額金額金額金額】】】】事業費事業費事業費事業費ベースベースベースベース　　　　３３３３億億億億7306730673067306万円万円万円万円((((40404040現場現場現場現場））））

　　　　～【　　　　～【　　　　～【　　　　～【設計段階設計段階設計段階設計段階でででで検討検討検討検討されずされずされずされず施工段階施工段階施工段階施工段階でのでのでのでの検討結果検討結果検討結果検討結果、、、、適応適応適応適応になりながらになりながらになりながらになりながら活用活用活用活用されずされずされずされずコストコストコストコスト縮減縮減縮減縮減されなかったされなかったされなかったされなかった金額金額金額金額】】】】事業費事業費事業費事業費ベースベースベースベース　 　 　 　 ４４４４億億億億２７９２７９２７９２７９万円万円万円万円（（（（47474747現場現場現場現場））））



79797979 九州 牛草課長 長野係長 - - H17 6/166/166/166/16 - 1,070,000
大浜工業
87,500,000

18.3.20

78787878 九州 牛草課長 長野係長 - - H17 未検討 1/51/51/51/5 7,650,000
鎧南

75,000,000

74747474 中国 牛尾課長 係長 - - H17 未検討 4/144/144/144/14 990,000
中一建設
58,800,000

18.2.23

67676767 近畿 溝端課長 藤井係長 - - H17 10/2210/2210/2210/22 - 1,130,000
新井土建
74,000,000

鳥取河川国道事務所 　日野技副長　管理二課

佐伯維持管内防災その２工事パイロット事業佐伯河川国道事務所　原薗技副長道路管理課

　　　　　　　　　　　　国交省国交省国交省国交省　　　　　　　　ここまでここまでここまでここまで１１１１7777年度年度年度年度

※※※※事後評価事後評価事後評価事後評価

パイロット事業 ５３号真鹿野地区法面防災工事

局長表彰局長表彰局長表彰局長表彰
78787878

２７号升谷地区法面防災工事　(18.2.9)福知山河川国道事務所　西薗技副長　道管二課 パイロット事業

大野地区外防災工事大野地区外防災工事大野地区外防災工事大野地区外防災工事　　　　　　　　　　　　（17.10.20）佐伯河川国道事務所　原薗技副長　道管課 パイロット事業



53535353 北陸 村田課長 吉田係長 - 6/13 6/19 未検討 7/17/17/17/1 1,700,000
町田建設
94,000,000

52525252 北陸 課長 係長 - - H17 未検討 5/185/185/185/18 -
文明屋

10,300,000
18.3.9

51515151 北陸 岩井課長 係長 - - H16 未検討 4/124/124/124/12 2,280,000
伊藤高村JV
75,000,000

18.3.22

50505050 北陸 村田課長 吉田係長 - - H17 検討検討検討検討 - 10,580,000
村山土建

110,000,000

49494949 北陸 村田課長 吉田係長 - - H17 6/296/296/296/29 - 1,110,000
森下組

70,000,000

48484848 北陸 和田課長 吉田係長 - - H17 未検討 検討 0
青木あすなろ

700,000,000
17.4.24

38383838 九州 課長 係長 - - H16 未検討 10/2010/2010/2010/20 2,430,000
久保工務店
147,000,000

33333333 近畿 太田課長 係長 - - H16 11/511/511/511/5 - 5,950,000
柄谷工務店
155,000,000

17.3.1
(66)

32323232 近畿 東課長 的場係長 - - H16 5/245/245/245/24 - 2,180,000
尾花組

80,000,000

31313131 近畿 伊藤課長 係長 - - H16 4/164/164/164/16 - 6,770,000
塩浜工業
85,700,000

16.6.4

23232323 中部 　大喜多課長 係長 - - H16 未検討 11/111/111/111/1 10,500,000
岡本幸JV
88,000,000

16161616 関東 小澤課長 係長 - - H16 1/251/251/251/25 - 19,840,000
滝沢組

78,000,000

14141414 中国 長溝課長 係長 - - H15 未検討 検討検討検討検討 3,900,000
西日本産業
58,800,000

16.3.24

13131313 近畿 課長 係長 - - H15 未検討未検討未検討未検討 - 1,750,000
溝畑組

19,900,000

9999 関東 千野課長 係長 - - H15 検討検討検討検討 - 2,440,000
山英建設
71,000,000

8888 関東 江澤課長 係長 - - H15 未検討 検討検討検討検討 34,580,000
ライト工業

228,000,000
16.2.26

6666 中部 三井課長 油屋係長 - - H15 検討検討検討検討 設変減額設変減額設変減額設変減額 31,560,000
ヤマウラ

138,000,000
15.8.19

5555 中部 三井課長 油屋係長 - - H15 検討検討検討検討 設変減額設変減額設変減額設変減額 60,980,000
木曽土建

210,000,000
15.7.11

4444 中部 三井課長 油屋係長 - - H15 検討検討検討検討 設変減額設変減額設変減額設変減額 19,980,000
名工土木
88,000,000

15.7.9

3333 中部 三井課長 油屋係長 - - H15 検討検討検討検討 設変減額設変減額設変減額設変減額 21,570,000
大林工業

104,000,000
15.7.9

1111 中国 岡課長 係長 - - H13 検討検討検討検討 - 32,000,000 下関工業

No.No.No.No. 整備局
設計段階設計段階設計段階設計段階

検討検討検討検討
施工段階施工段階施工段階施工段階

検討検討検討検討
会検法会検法会検法会検法

任意仮設任意仮設任意仮設任意仮設
元請名元請名元請名元請名

施工施工施工施工
体制体制体制体制

29 近畿 未検討 施工計画 任意仮設 大東和建設 下請け

28 近畿 未検討 施工計画 任意仮設 轟組 下請け

27 近畿 未検討 施工計画 任意仮設 寺本組 下請け

26 近畿 未検討 施工計画 任意仮設 森下組 下請け

25 近畿 未検討 施工計画 任意仮設 森下組 下請け

24 近畿 未検討 施工計画 任意仮設 石坂工務店 下請け

23 中国 未検討 施工計画 任意仮設 三宝土建 下請け

22 近畿 未検討 施工計画 任意仮設 太田土建 下請け

21 近畿 未検討 施工計画 任意仮設 大鉄工業 下請け

20 近畿 未検討 施工計画 任意仮設 青木建設 下請け

19 近畿 未検討 施工計画 任意仮設 三菱建設 下請け

18 近畿 未検討 施工計画 任意仮設 高野組 下請け

17 近畿 未検討 施工計画 任意仮設 高野組 下請け

16 近畿 未検討 施工計画 任意仮設 トミックス 下請け

15 近畿 未検討 施工計画 任意仮設 神鉄建設興業 下請け

14 近畿 未検討 施工計画 任意仮設 南郷工業建設 下請け

13 近畿 未検討 施工計画 任意仮設 佐伯建設工業 下請け

12121212 近畿 未検討未検討未検討未検討 検討検討検討検討 8,000,0008,000,0008,000,0008,000,000 河守工業河守工業河守工業河守工業

11 四国 未検討 施工計画 任意仮設 東興建設 下請け

10 近畿 未検討 施工計画 任意仮設 西部建設 下請け

9 四国 未検討 施工計画 任意仮設
日本木曽
井上JV

下請け

8 四国 未検討 施工計画 任意仮設 鴻池等級JV 下請け

7 四国 未検討 施工計画 任意仮設 小松建設 下請け

6 四国 未検討 施工計画 任意仮設 東興建設 下請け

5 近畿 未検討 施工計画 任意仮設 西部建設 下請け

4 四国 未検討 施工計画 任意仮設 東興建設 下請け

3 近畿 未検討 施工計画 任意仮設 西松建設 下請け

2 近畿 未検討 施工計画 任意仮設 五洋建設 下請け

1 近畿 未検討 施工計画 任意仮設 白石 下請け

総合評価総合評価総合評価総合評価テーマ

※※※※事後評価事後評価事後評価事後評価

高田河川国道事務所　市村技副長　工務二課 パイロット事業 駒返・風波法面防災工事

　　　　ⅨⅨⅨⅨ　　　　国交省国交省国交省国交省　 　 　 　 平成平成平成平成１７１７１７１７年度年度年度年度４４４４月月月月よりよりよりより産学官連携産学官連携産学官連携産学官連携によるによるによるによる「「「「公共工事等公共工事等公共工事等公共工事等におけるにおけるにおけるにおける新技術活用新技術活用新技術活用新技術活用システムシステムシステムシステム」」」」のののの再編再編再編再編・・・・強化強化強化強化

火打12号スノーシェッド下部その３工事

　　　　　　　　　　　　国交省国交省国交省国交省　　　　　　　　ここまでここまでここまでここまで１１１１6666年度年度年度年度

長岡国道事務所　管理第二課　 総合評価落札方式

長岡国道事務所　管理第2課　（㈱文明屋）　 元請技術提案

 平成元年 平成元年 平成元年 平成元年よりよりよりより、、、、自社技術開発自社技術開発自社技術開発自社技術開発にににに伴伴伴伴いいいい、、、、地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体をををを中心中心中心中心にににに民民民民民民民民のののの営業展開営業展開営業展開営業展開スタートスタートスタートスタート。。。。

油坂３号橋下部工事

大滝ダム対岸道路八幡平（防岸）工事

ＪＲ中央線トンネル内ロックボルト工事平成１４年度 工法施工承諾

平成１２年度 工法施工承諾

平成１１年度 工法施工承諾

　　　　　　　　　　　　国交省国交省国交省国交省　　　　　　　　ここまでここまでここまでここまで１１１１5555年度年度年度年度

都市基礎整備公団関西支社 民業による営業展開

　　　　★★★★　「　「　「　「建設技術展建設技術展建設技術展建設技術展２００１２００１２００１２００１近畿近畿近畿近畿」」」」においてにおいてにおいてにおいて開発者技術発表開発者技術発表開発者技術発表開発者技術発表ーーーー設計段階設計段階設計段階設計段階にてにてにてにて現場土質現場土質現場土質現場土質にににに対対対対してしてしてして、、、、適応適応適応適応････不適応不適応不適応不適応のののの検討後活用検討後活用検討後活用検討後活用がががが必要必要必要必要とととと発表発表発表発表するするするする【【【【１１１１回目回目回目回目】。】。】。】。

 施工実績 施工実績 施工実績 施工実績はははは、、、、平成元年平成元年平成元年平成元年～～～～１１１１4444年年年年にかけてにかけてにかけてにかけて主主主主としてとしてとしてとして急傾斜地法急傾斜地法急傾斜地法急傾斜地法にににに基基基基づくづくづくづく『『『『急傾斜地崩壊対策事業急傾斜地崩壊対策事業急傾斜地崩壊対策事業急傾斜地崩壊対策事業』』』』のののの土砂災害防除土砂災害防除土砂災害防除土砂災害防除････災害復旧工事災害復旧工事災害復旧工事災害復旧工事をををを手手手手がけがけがけがけ500500500500数十現場数十現場数十現場数十現場15151515万万万万ｍｍｍｍ以上以上以上以上となりますとなりますとなりますとなります。。。。

発注事務所名発注事務所名発注事務所名発注事務所名　　　　　　　　 民業民業民業民業によるによるによるによる営業展開営業展開営業展開営業展開 結果結果結果結果

工法施工承諾

施工年度施工年度施工年度施工年度

白屋地すべり対策（その９）工事平成１２年度 工法施工承諾

　　　　★★★★　「　「　「　「建設技術展建設技術展建設技術展建設技術展２００２２００２２００２２００２近畿近畿近畿近畿」」」」においてにおいてにおいてにおいて開発者技術発表開発者技術発表開発者技術発表開発者技術発表ーーーー設計段階設計段階設計段階設計段階にてにてにてにて現場土質現場土質現場土質現場土質にににに対対対対してしてしてして、、、、適応適応適応適応････不適応不適応不適応不適応のののの検討後活用検討後活用検討後活用検討後活用がががが必要必要必要必要とととと発表発表発表発表するするするする【【【【２２２２回目回目回目回目】。】。】。】。

　　　　ⅤⅤⅤⅤ　　　　国交省国交省国交省国交省　　　　平成平成平成平成１４１４１４１４年年年年９９９９月月月月５５５５日日日日「「「「新行動計画新行動計画新行動計画新行動計画｣｣｣｣にににに基基基基づくづくづくづく公共工事公共工事公共工事公共工事コストコストコストコスト縮減効果縮減効果縮減効果縮減効果のののの試算試算試算試算についてについてについてについて【【【【無水掘工法無水掘工法無水掘工法無水掘工法】】】】社会的社会的社会的社会的コストコストコストコスト3200320032003200万低減万低減万低減万低減とととと本省発表本省発表本省発表本省発表

　　　　ⅣⅣⅣⅣ　　　　国交通国交通国交通国交通　　　　平成平成平成平成１３１３１３１３年度年度年度年度４４４４月月月月よりよりよりより「「「「公共事業公共事業公共事業公共事業におけるにおけるにおけるにおける新技術活用促進新技術活用促進新技術活用促進新技術活用促進システムシステムシステムシステム」」」」をををを創設運用創設運用創設運用創設運用

　　　　ⅢⅢⅢⅢ　　　　国交省国交省国交省国交省　　　　平成平成平成平成１３１３１３１３年度年度年度年度４４４４月月月月よりよりよりより「「「「公共工事公共工事公共工事公共工事コストコストコストコスト縮減対策縮減対策縮減対策縮減対策にににに関関関関するするするする新行動指針新行動指針新行動指針新行動指針をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ新行動計画新行動計画新行動計画新行動計画をををを策定策定策定策定｣【｣【｣【｣【新技術活用新技術活用新技術活用新技術活用コストコストコストコスト縮減実績縮減実績縮減実績縮減実績ののののフォローアップフォローアップフォローアップフォローアップ

工事名工事名工事名工事名

平成１４年度 国文都市地区Ｆ６３区法面整備工事

六甲砂防事務所　竹田技副長　工務課

長岡国道事務所　奥住技副長　管理第二課 フィールド事業 小出管内防雪施設工事小出管内防雪施設工事小出管内防雪施設工事小出管内防雪施設工事　　　　　　　　（17.8.10）

湯沢管内防雪施設工事湯沢管内防雪施設工事湯沢管内防雪施設工事湯沢管内防雪施設工事　　　　　　　　（18.7.14）

活用者発表活用者発表活用者発表活用者発表
※※※※事後評価事後評価事後評価事後評価

紀南河川国道事務所　道路管理第二課

※※※※事後評価事後評価事後評価事後評価

長岡国道事務所　奥住技副長　復旧対策課 フィールド事業 Ｒ２９１災害復旧（その１０）工事

湯沢管内防雪施設工事湯沢管内防雪施設工事湯沢管内防雪施設工事湯沢管内防雪施設工事　　　　　　　　（17.7.28）長岡国道事務所　奥住技副長　管理第二課 パイロット事業

　　　　★★★★　「　「　「　「九州建設技術九州建設技術九州建設技術九州建設技術フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム２００４２００４２００４２００４iiiiｎｎｎｎ北九州北九州北九州北九州」」」」においてにおいてにおいてにおいて開発者技術発表及開発者技術発表及開発者技術発表及開発者技術発表及びびびび活用活用活用活用においてにおいてにおいてにおいて開発者責任開発者責任開発者責任開発者責任のののの導入導入導入導入をををを提案提案提案提案するするするする【【【【６６６６回目回目回目回目】。】。】。】。

敦賀BP坂下地区法面工事

牛根境地区牛根境地区牛根境地区牛根境地区（（（（そのそのそのその２２２２））））防災工事防災工事防災工事防災工事（16.8.20）

パイロット事業 ４２４２４２４２号見草地区法面補修工事号見草地区法面補修工事号見草地区法面補修工事号見草地区法面補修工事　　　　

パイロット事業 本山中野地区斜面対策工事　

　　　　★★★★　「　「　「　「建設技術展建設技術展建設技術展建設技術展２００４２００４２００４２００４近畿近畿近畿近畿」」」」においてにおいてにおいてにおいて和歌山河川国道事務所和歌山河川国道事務所和歌山河川国道事務所和歌山河川国道事務所がががが活用者発表活用者発表活用者発表活用者発表ーーーー設計段階設計段階設計段階設計段階にてにてにてにて現場土質現場土質現場土質現場土質にににに対対対対してしてしてして、、、、適応適応適応適応････検討後活用検討後活用検討後活用検討後活用がががが必要必要必要必要とととと発表発表発表発表されるされるされるされる。。。。

　　　　ⅧⅧⅧⅧ　　　　国交省 　国交省 　国交省 　国交省 　平成平成平成平成１６１６１６１６年度年度年度年度４４４４月月月月よりよりよりより「「「「設計業務等共通仕様書設計業務等共通仕様書設計業務等共通仕様書設計業務等共通仕様書１２０９１２０９１２０９１２０９条条条条【【【【設計設計設計設計のののの条件条件条件条件】】】】１２１２１２１２項改訂項改訂項改訂項改訂」」」」運用運用運用運用

山口河川国道事務所　白石技副長　道管二課 パイロット事業

※※※※事後評価事後評価事後評価事後評価パイロット事業 ＨＨＨＨ１６１６１６１６水内防災工事水内防災工事水内防災工事水内防災工事　　　　　　　　　　　　　　　　（17.2.26）

パイロット事業

飯田国道事務所飯田国道事務所飯田国道事務所飯田国道事務所　　　　杉浦技副長杉浦技副長杉浦技副長杉浦技副長　　　　管理第二課管理第二課管理第二課管理第二課 工法指定工法指定工法指定工法指定ならずならずならずならず 19191919号山口法面防災工事号山口法面防災工事号山口法面防災工事号山口法面防災工事

　　　　★★★★　「　「　「　「建設技術建設技術建設技術建設技術フェアフェアフェアフェア２００３２００３２００３２００３ⅰⅰⅰⅰｎｎｎｎ中部中部中部中部」」」」においてにおいてにおいてにおいて開発者技術発表開発者技術発表開発者技術発表開発者技術発表ーーーー設計段階設計段階設計段階設計段階にてにてにてにて現場土質現場土質現場土質現場土質にににに対対対対してしてしてして、、、、適応適応適応適応････不適応不適応不適応不適応のののの検討後活用検討後活用検討後活用検討後活用がががが必要必要必要必要とととと発表発表発表発表【【【【４４４４回目回目回目回目】。】。】。】。

活用者発表活用者発表活用者発表活用者発表
※※※※事後評価事後評価事後評価事後評価

甲府河川国道事務所　轟技副長　道管二課 パイロット事業 ※※※※事後評価事後評価事後評価事後評価

紀勢国道事務所高木所長管理二課　 パイロット事業
４２４２４２４２号海山鷲毛地区法面防災工事号海山鷲毛地区法面防災工事号海山鷲毛地区法面防災工事号海山鷲毛地区法面防災工事
　　　　　　【　　　　　　【　　　　　　【　　　　　　【道道道道のののの駅広報駅広報駅広報駅広報】】】】

※※※※事後評価事後評価事後評価事後評価

局長表彰局長表彰局長表彰局長表彰78787878
※※※※事後評価事後評価事後評価事後評価

大隈河川国道事務所　道路管理課 パイロット事業

福井河川国道事務所　山本技副長　道路管理課 パイロット事業

19191919号黍生法面防災工事号黍生法面防災工事号黍生法面防災工事号黍生法面防災工事

相武国道事務所　吉田技副長　管理第二課 パイロット事業 20号相模湖町与瀬防災その２

飯田国道事務所飯田国道事務所飯田国道事務所飯田国道事務所　　　　杉浦技副長杉浦技副長杉浦技副長杉浦技副長　　　　管理第二課管理第二課管理第二課管理第二課 工法指定工法指定工法指定工法指定ならずならずならずならず

山口河川国道事務所山口河川国道事務所山口河川国道事務所山口河川国道事務所　　　　道路管理第二課道路管理第二課道路管理第二課道路管理第二課 詳細設計段階詳細設計段階詳細設計段階詳細設計段階 一般国道一般国道一般国道一般国道２２２２号線勝谷防災工事号線勝谷防災工事号線勝谷防災工事号線勝谷防災工事
活用者発表活用者発表活用者発表活用者発表
※※※※事後評価事後評価事後評価事後評価

民業による営業展開

大滝ダム工事事務所　工務課 民業による営業展開

大滝ダム工事事務所　工務課 民業による営業展開

ＪＲ西日本

工法施工承諾

白川渡改良（その２）工事

兵庫国道工事事務所　管理第二課 民業による営業展開 平成１１年度 工法施工承諾 Ｒ２号神戸西ＢＰ災害復旧工事

大滝ダム工事事務所　工務課 民業による営業展開

Ｒ２９号線落折防災工事

工法施工承諾

　　　　ⅡⅡⅡⅡ　　　　国交省国交省国交省国交省　　　　平成平成平成平成１０１０１０１０年度年度年度年度４４４４月月月月よりよりよりより「「「「公共事業公共事業公共事業公共事業におけるにおけるにおけるにおける新技術情報提供新技術情報提供新技術情報提供新技術情報提供システムシステムシステムシステム」」」」ををををスタートスタートスタートスタート

兵庫国道工事事務所　工務課 民業による営業展開 平成１０年度 工法施工承諾 洲本ＢＰ中島擁壁他工事

平成７年度 工法施工承諾 阪神高速道路北神戸線唐櫃第３工区

鳥取工事事務所　管理二課　 民業による営業展開 平成１１年度

田辺南部岩代間土留壁外改良工事ＪＲ西日本 民業による営業展開 平成１０年度

油坂６号橋下部工事

福井工事事務所　工務課 民業による営業展開 平成７年度 工法施工承諾 Ｒ８号線大谷法面基本試験2期工事

福井工事事務所　工務課 民業による営業展開 平成７年度 工法施工承諾

Ｒ８号線大谷法面基本試験１期工事

福井工事事務所　工務課 民業による営業展開 平成７年度 工法施工承諾 Ｒ８号線大谷法面工事

福井工事事務所　工務課 民業による営業展開 平成７年度 工法施工承諾

神戸電鉄有馬口震災復旧工事

関西電力　 民業による営業展開 平成６年度 工法施工承諾 喜撰山連絡道路法面復旧工事

神戸電鉄 民業による営業展開 平成６年度 工法施工承諾

比奈知ダム付替市道工事４工区

福知山工事事務所福知山工事事務所福知山工事事務所福知山工事事務所　　　　　　　　道路管理二課道路管理二課道路管理二課道路管理二課　　　　 民業民業民業民業によるによるによるによる営業展開営業展開営業展開営業展開 平成平成平成平成５５５５年度年度年度年度
発注後発注後発注後発注後フイフイフイフイ
ールドールドールドールド事業事業事業事業

国道国道国道国道9999号夜久野日置地区号夜久野日置地区号夜久野日置地区号夜久野日置地区
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法面防災法面防災法面防災法面防災（（（（そのそのそのその２２２２））））工事工事工事工事

水資源公団比奈知ダム建設所 民業による営業展開 平成５年度 工法施工承諾

松山工事事務所　管理第二課 民業による営業展開 平成５年度 工法施工承諾

六甲砂防工事事務所　工務課 民業による営業展開 平成５年度 工法施工承諾

本四公団第一建設局鳴門管理事務所 民業による営業展開 平成４年度 工法施工承諾

日本道路公団四国支社 民業による営業展開 平成４年度 工法施工承諾

水資源公団富郷ダム建設所 民業による営業展開 平成４年度 工法施工承諾

油坂４号橋下部工事平成元年度 工法施工承諾

平成４年度 工法施工承諾

平成４年度

平成４年度 工法施工承諾

大滝ダム法面工事

Ｒ３３号線美川法面処理

結果結果結果結果・・・・予算予算予算予算
下方修正下方修正下方修正下方修正

Ｒ３３号線美川法面処理その２

六甲鷲尾第２堰堤その２工事

本州四国公団大谷法面工事

大洲工事事務所　工務課 民業による営業展開

松山工事事務所　管理第二課 民業による営業展開

六甲砂防工事事務所　工務課 民業による営業展開 六甲鷲尾第２堰堤工事

宇和島市住吉法面第４工事

飯岡トンネル補強工事

富郷ダム寺野道路工事

工法指定工法指定工法指定工法指定ならずならずならずならず 19191919号黍生地区法面防災工事号黍生地区法面防災工事号黍生地区法面防災工事号黍生地区法面防災工事

　　　　★★★★　「　「　「　「国土建設国土建設国土建設国土建設フェアフェアフェアフェア２００３２００３２００３２００３中国中国中国中国」」」」においてにおいてにおいてにおいて開発者技術発表開発者技術発表開発者技術発表開発者技術発表ーーーー設計段階設計段階設計段階設計段階にてにてにてにて現場土質現場土質現場土質現場土質にににに対対対対してしてしてして、、、、適応適応適応適応････不適応不適応不適応不適応のののの検討後活用検討後活用検討後活用検討後活用がががが必要必要必要必要とととと発表発表発表発表【【【【３３３３回目回目回目回目】。】。】。】。

　　　　ⅥⅥⅥⅥ　　　　国交省国交省国交省国交省　　　　平成平成平成平成１４１４１４１４年度年度年度年度１２１２１２１２月月月月よりよりよりより「「「「コストコストコストコスト構造改革構造改革構造改革構造改革のののの数値目標数値目標数値目標数値目標のののの設定設定設定設定」」」」とととと設計設計設計設計のののの総点検総点検総点検総点検のののの試行試行試行試行

長野国道事務所　高松技副長　管理第二課

工法施工承諾

平成３年度 工法施工承諾

平成元年度

工法施工承諾

　　　　ⅠⅠⅠⅠ　　　　国交省国交省国交省国交省　　　　平成平成平成平成９９９９年度年度年度年度４４４４月月月月よりよりよりより「「「「公共工事公共工事公共工事公共工事コストコストコストコスト縮減対策縮減対策縮減対策縮減対策にににに関関関関するするするする行動指針行動指針行動指針行動指針をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ行動計画行動計画行動計画行動計画をををを策定策定策定策定」　【」　【」　【」　【民間民間民間民間のののの開発技術活用開発技術活用開発技術活用開発技術活用】】】】

阪神道路公団神戸建設部 民業による営業展開

福井工事事務所　工務課 民業による営業展開

大滝ダム工事事務所　工務課 民業による営業展開

福井工事事務所　工務課 民業による営業展開

国道２号川崎防災外工事

和歌山河川国道事務所 森下技副長道管第二課

　　　　ⅦⅦⅦⅦ　　　　国交省国交省国交省国交省　　　　平成平成平成平成1111５５５５年年年年７７７７月月月月よりよりよりより「「「「コストコストコストコスト構造改革構造改革構造改革構造改革プログラムプログラムプログラムプログラム策定策定策定策定ーーーー設計設計設計設計のののの総点検総点検総点検総点検・・・・設計設計設計設計のののの見直見直見直見直しししし」」」」によるによるによるによる新技術新技術新技術新技術のののの積極的活用積極的活用積極的活用積極的活用

　　　　ⅥⅥⅥⅥ　　　　国交省国交省国交省国交省　　　　　　　　ここまでここまでここまでここまで１４１４１４１４年度年度年度年度

工法指定工法指定工法指定工法指定ならずならずならずならず飯田国道事務所飯田国道事務所飯田国道事務所飯田国道事務所　　　　杉浦技副長杉浦技副長杉浦技副長杉浦技副長　　　　管理第二課管理第二課管理第二課管理第二課 19191919号麻生法面防災工事号麻生法面防災工事号麻生法面防災工事号麻生法面防災工事

４２４２４２４２号河瀬地区擁壁補強工事号河瀬地区擁壁補強工事号河瀬地区擁壁補強工事号河瀬地区擁壁補強工事

新倉他防災工事新倉他防災工事新倉他防災工事新倉他防災工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（16.3.9）

飯田国道事務所飯田国道事務所飯田国道事務所飯田国道事務所　　　　杉浦技副長杉浦技副長杉浦技副長杉浦技副長　　　　管理第二課管理第二課管理第二課管理第二課


