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若手技術者の声とは・・・
土木分野で活躍する「若手技術者」が、自身の
現場での役割・やりがいや、未来の建設業を
担う方々へ向けたメッセージなどを伝えます。



第１章

河川に関わる

若⼿技術者の声
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【土木】 令和2年度木曽川水系薬師沢砂防堰堤工事

発注者：多治見砂防国道事務所 受注者：株式会社 吉川工務店

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は砂防堰堤本体の一部を施工する工事です。

堤長約75mで、コンクリートを約2000m3使用します。齊藤 和馬
2016年入社

入社後、主に施工管理
を経験し、5年目となる
2020年7月から初めて現
場代理人としてこの現場
を担当し、身の引き締ま
る思いです。

・現場での私の役割
現場では、・・・・ 主に、品質管理、写真管理、測量作業等です。その他に

休憩所やトイレの掃除など、より良い職場環境を作るのも
僕の役割だと思ってやっています。

・建設業を選んだ理由
私は、・・・・ 高校在学中に【黒部の太陽】を見て、大きな工事への憧

れで建設業を選びました。

コンクリート打設状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、・・・・ 新しい技術がこれからもっと増えていく中でその技術

をしっかり吸収し、今の技術と融合し自分たちの世代が
引き継いでいけるように頑張っていきたいと思います。
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【土木】 令和2年度 木曽川水系 川上流路工宮前橋工事

発注者：国土交通省 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所
受注者：株式会社 中島工務店

＜工事（業務）の目的及び概要＞
本工事は、平成28年度から行っている老朽化した
宮前堰堤の改築により河床高が2m程度低くなり、
現在の宮前橋の架替えが必要となるため、新たに橋
台2期、橋脚1基そして桁を掛ける事業です。

佐野 史明
2016年入社

入社後1年ほど中津川市発注の配水池工事に従
事した後、2017年4月から川上流路工宮前橋
工事に携わっています。

橋脚のコンクリート打設状況

新宮前橋

宮前橋

・建設業を選んだ理由
学生時代にインターンシップで建設会社に行き、そこで土木工事

を初めて体験しました。そこで地図に残る仕事、人のためになる仕事
の素晴らしさを感じ自分も建設業に携わりたいと思い、この業界に入
りました。

・現場での私の役割
現場では、現場代理人として現場がスムーズに動くように協力業

者との日々の打合せや、絶対に事故が起きないように現場の点検や、
注意喚起などの安全管理を主に行っています。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、日々現場の状況が変わっていき、物ができていく過程

を見ることができます。ゼロから物が作れるというやりがい、達成感
のある仕事です。

3



【土木】 令和２年度 長良川鏡島堤防補強工事

発注者：木曽川上流河川事務所 受注者：株式会社 吉川組

＜工事概要＞ 施工延長Ｌ＝274.4ｍ
河川土工1式、地盤改良工1式、法覆護岸工1式、付帯道路工
1式、構造物撤去工1式、指定仮設工1式、仮設工1式

横山 紘士 2000年入社

入社後、市・県発注の道路工事や管工事、国土
交通省発注の堤防維持管理工事に従事しました。
2020年9月から現在の堤防補強工事に携わってい
ます。現在の現場で河川工事について多くの知識
を得られるよう努めています。

写真

＜現場での私の役割＞
現場では、安全・品質・出来形・工程管理業務を行っています。工事の準備から完成に至る

までの間、発注者・協力業者・地域関係者と協議・調整を行い完成を目指します。心がけてい
ることは、現場で働いている協力業者とコミュニケーションをよく図り、さまざまな方法や知
識を吸収して、より快適な現場環境を作るようにすることです。

＜建設業を選んだ理由＞
私の祖父が建設業に携わっており、幼少期に車で一緒に出掛けた時に、祖父の携わった現場

の場所を通りかかると、その現場の自慢話や思い出話をよく聞いていました。そのことがきっ
かけで、興味を持ち建設業に進みました。

ＴＳ（トータルステーション）
による起工測量状況

＜未来をつくる若手技術者の皆様へ＞
この仕事の魅力は、一つ一つの現場が完成すると、長きにわたり残るということです。それ

までの苦労は多々ありますが、物づくりをしていて長きにわたり残るものをつくる達成感は、
とても大きなもので誇らしいです。将来自分の携わった現場を通りかかった時に、自分の家族
や孫に自慢できる物づくりを一緒に行いましょう。

現場全景
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【機密性２】

作成日_作成担当課_用途_保存期間

【土木】 令和2年度 揖斐川大吉新田防災拠点整備工事
発注者：中部地方整備局木曽川上流河川事務所

受注者：高田建設株式会社

寺田 優花
2020年入社

入社半年程度は、維持
工事や県の工事に従事
しており、9月から揖
斐川大吉新田防災拠点
整備工事に携わってい
ます。
現場では測量や品質管
理・写真管理の補助な
どを行っています。

・建設業を選んだ理由
私は、前職は鉄鋼業で図面処理や鋼材のデータ作成などの業務をしていました。

同じ「造る・残る」仕事ですが、事務作業するよりも体を動かしながら、実際に目
の前で出来ていく過程を見たいと思い建設業に就きました。
何もない所から人の手が加わり完成していく様子を見ると、素晴らしく思います。
・現場での役割
入社したばかりでまだ右も左も分かりませんが、管理方法や土木の知識などを丁

寧に教えてもらいながら現場では、測量や品質管理・写真管理の補助、図面の修正
などを行っています。
・未来をつくる若手・女性技術者の皆様へ
他の職業と比べて男性の割合が多い建設業に就いてみると、予想以上に女性も働

いている事に驚きました。また、女性が少ないからこそ働きやすいようにと女性専
用のトイレや更衣室などが設置されるなど、業界全体で女性が働き続けられる労働
環境の整備を進めているので、建設業に対しての印象が変わると思います。

＜工事・業務概要＞工事延長390m
河川土工 1式（盛土約30,000m3）、仮設工1式

TSによる測量

締固め回数管理の確認
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【土木】 令和2年度 安倍川門屋護岸災害復旧工事
発注者：国土交通省 中部地方整備局 静岡河川事務所
受注者：石福建設株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は、安倍川左岸(門屋地先)の護岸災害復旧工事を
行うもので、低水護岸L=200mの工事です。筒浦 歩崇

2013年入社

入社後4か月ほどで静岡
市発注の公園整備工事に
従事した後、2016年8月
から静岡市発注の道路改
良工事に従事した後、
2019年10月から静岡県
発注の急傾斜地崩壊対策
工事に携わっています。

写真
工事現場全景写真
など

・現場での私の役割
現場では、現場代理人として工程管理、安全管理をし、円滑に工事を施工して

います。

・建設業を選んだ理由
私は、昔から物造りに興味があり、建設業に魅力を感じたからです。

ICT建機による盛土作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、大変なこともありますが、それを上回るほどに達成感や、
やりがいがあります。
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【土木】 令和2年度 安倍川俵沢周辺堤防整備工事

発注者：静岡河川事務所 受注者：石福建設株式会社

望月 宏昭
2014年入社

入社後、1年ほど静岡市
発注の道路改良工事に従
事し、2015年頃から現
在に至るまで、主に静岡
河川事務所発注の河道掘
削工事や護岸工事に従事
しています。

写真
工事現場全景写真
など

・現場での私の役割
現場では、監理業務を行っています。
主な内容は、工程管理や安全管理を担当しています。

・建設業を選んだ理由
父が建設業に従事していたため、幼少の頃から興味があり、
建設業を選びました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
いま若手が伸びやすい職種です。ぜひ一緒に働きましょう！

＜工事の目的及び概要＞
この工事は、安倍川左岸21.50kp付近（俵沢地先）に新た
な堤防を作る工事です。

＜現場の様子＞
重機に乗り慣れていなくても、綺麗に土の敷均しを行える
ICT建機（マシンコントロール）を採用して作業を行って
います。
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【土木】 令和元年度 富士海岸蒲原日の出離岸堤工事

発注者：静岡河川事務所 受注者：鈴与建設株式会社

＜工事の目的及び概要＞
蒲原海岸は、日本屈指の急峻な駿河湾の湾奥に位置して

いるため、過去には台風等による高潮、波浪で被災があり
ました。これらからの災害防止のため、64t型消波ブロッ
クを300個製作し、離岸堤を築造する工事です。

正村 眞
2015年入社

入社後1年間静岡河川事
務所発注の蒲原離岸堤築
造工事に従事し、その後
歩道橋下部工や港湾整備
工事、2016年12月から
約3年半にわたって御殿
場にある商業施設拡張工
事に携わってきました。

作業状況がわかる
風景写真など

・現場での私の役割
現場では、主に安全や工程の管理、コンクリートの荷卸し状況や脱型後のブ

ロック出来栄え等を確認する品質管理等を行っています。特に無事故無災害での
工事竣工を目指し、安全管理には重点を置いています。

・建設業を選んだ理由
大学で土木工学科に進学して、専門的な授業を受けているうちに、地図に残る

仕事としての魅力を感じ、建設業に入りました。

ブロック製作工 コンクリート打設状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
現場監督という仕事は時に大変な時もありますが、完成時に出来上がったもの

を見ると、とても感慨深くなる瞬間が訪れる時にとてもやりがいを感じます。
是非建設業に入って、ものづくりの楽しさを共有しましょう！

64t型 ラクナIVブロック
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令和2年度 駿河海岸吉永堤防補強工事

発注者：静岡河川事務所 受注者：大河原建設株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は地震・津波による被害を軽減するための海岸堤
防を補強する工事です。

青島 暁
2017年入社

入社4年目となり、初の
現場代理人として現場を
運営しています。現場代
理人として1人前になれ
るよう精一杯努力してい
ます。

・現場での私の役割
現場代理人として、発注者・作業員との打合せ、工事書類の作成、安全管理など

様々な業務に携わっています。又、現場をスムーズに進ませるため、測量や丁張、材料
の段取りを行っています。

・建設業を選んだ理由
私は、学生時代に大地震をみて、地震の怖さを知りました。いつ地元で大地震に見舞

われるかわからないため、橋の補強や堤防の補強などが大切だと思い、これらの仕事が
できるのは建設業だと考え、建設業を選びました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設業は人々の生活には欠かせられない道路や橋、地震や津波から人々を守る堤

防などやりがいが大きい仕事です。大変な時も多々ありますが、完成した時の達成感が
とても得られて頑張ってやってきてよかったと思えます。少しでも建設業に興味のある方
は私たちと一緒に働いてみましょう！
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令和元年度 駿河海岸高新田堤防補強工事

発注者：静岡河川事務所 受注者：日鋪建設建設（株） 中部支店

＜工事（業務）の目的及び概要＞
当工事は地震・津波による被害を軽減するため、既存の海
岸堤防を補強する工事です。

後藤 聡汰
2020年入社

入社後4月初旬から7
月末まで集合研修を受け
た後に、駿河海岸高新田
堤防補強工事の現場に配
属となりました。(年度
内は実践で施工管理の研
修を継続します）
愛知県出身で、小学校か
ら高校までバレーボール
をやっておりました。ス
ポーツが得意です。
・現場での私の役割
主に施工状況の写真撮影とデータ管理を行いながら、工事の進捗に併せて丁張を設置

する工事測量を担当しています。
目標はCADを一日でも早く覚え、図面の作成などを行いたいです。

・建設業を選んだ理由
私は小さい頃からモノ造りがすきで、趣味と直結する仕事をしたいと思いました。

また、多くの人の役に立ち・地図に残るモノ造りに携わりたく建設業を選びました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設業は、複数の施工会社がひとつにまとまり、皆で力を併せひとつのモノを

造っていきます。工事が進むにつれ、だんだんと現場の風景が変わっていき、
日々達成感や、やりがいを感じられる仕事です。来年3月の完成が待ち遠しいです。
知識が広がる毎日で、いろんなことを知り、成長することができます。

モノづくりに興味がある方、ぜひ建設業へ！

写真 工事現場全景写真
など

作業状況がわかる
風景写真など

測量状況
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【土木】 令和元年度 大井川中河護岸災害復旧工事

発注者：静岡河川事務所 受注者：株式会社 アーク東海

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は静岡県の一級河川「大井川」で、河川の増水
に伴い浸食を受けた部分を復旧するための工事です。増田 健人

2012年入社

大学卒業後、地元企業
である会社へ入社し以降
市・県・国が発注する道
路工事・河川工事等様々
な工事を担当し、私が生
活してきた街の土木工事
に携わっています。

写真
工事現場全景写真
など

作業状況がわかる
風景写真など

・現場での私の役割
現場では、現場代理人として工事の全体の指揮（資機材の調達・工程調整・下

請業者の選定・作業員の安全管理・品質の管理）を行いました。また工事を行う
にあたり地元住民の方や漁協組合、水質に係る環境委員会との調整を行いました。

・建設業を選んだ理由
私が小学生の時に阪神淡路大震災が起き、その被災状況に衝撃を受けました。

私が生まれ育った静岡県も南海トラフ地震が予想されており、被災規模は計り知
れません。そうした中で少しでも育った街を守りたい、少しでも減災ができれば
と思い国土を守る仕事「建設業」を選びました。

河川内掘削の作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設業の仕事は、取り巻く社会環境・求められるもの・技術の革新により常に

進化していきます。なので未来の国土を造れるのは今の若者にしかできません。
ぜひ未来をつくる仕事「建設業」に携わってみませんか？
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【土木】 令和2年度 大井川下流部河道整備工事

発注者：静岡河川事務所 受注者：大石建設株式会社

＜工事・業務概要＞
河川土工 掘削工 V＝28000ｍ³
堤防養生工 伐木除根工 A＝56800ｍ²成澤 優斗

2019年入社

入社して2年目になり
ます。現在は令和2年
度大井川下流部河道
整備工事に現場代理
人として携わってい
ます。

写真

・現場での私の役割
現場では、現場代理人として、発注者及び関係機関等との打合せ、現場の安全

管理等を日々行っています。その他にも安全にできるような環境を整え、無事故
無災害で現場を竣工することが私の役割です。

・建設業を選んだ理由
私は幼い頃から積み木やレゴ、構造物等の工作が大好きで、高校も工業高校に

入学し、都市工学科に進み土木に関して学びました。高校での経験を活かしたい
と思い、この業界に入りました。

工事用道路整地の作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設業には、3Kという 「きつい・汚い・危険」といった悪いイメージがある

と思いますが現在は週休2日制をはじめ現場環境など、かなり改善されています。
日々変化していく現場、完成した時はとてもやりがいが感じられます。是非、未
来を担う技術者になりましょう！
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【土木】 令和2年度 安倍川水系孫佐島砂防堰堤改良工事

発注者：静岡河川事務所 受注者：株式会社白鳥建設

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は1級河川安倍川に設置されている孫佐島砂防堰
堤の川の流れにより傷んだ箇所を補修し機能維持を図る工
事です。

岩間 聡
2010年入社

入社して11年目になり
ました。これまでに国土
交通省発注の道路工事や
砂防工事に従事してきま
した。2020年6月から現
在の孫佐島砂防堰堤改良
工事に携わっています。

・現場での私の役割
現場では、監理技術者として工事着手から完成に至るまで、発注者や協力会社、

地元関係者との連絡・調整など打合せを行いながら、安全教育や工程管理、品質
確認など総括的な現場の施工管理を行っています。

・建設業を選んだ理由
私は、小さな時からものづくりが好きで、高校時代に土木の事を学び、そこで

建設関係に興味を持つようになりました。高校で学んだことを少しでも活かした
いと思い、建設業を選びました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、業務内容が幅広く、覚えることも沢山あって決して楽な仕事では

ありませんが、この仕事は、人々の生活を支える重要な仕事であり、とてもやり
がいを感じる仕事だと思います。魅力あふれる建設業に是非興味を持ってみて下
さい。
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【土木】 令和2年度
安倍川水系梅ヶ島出張所管内整備工事

発注者：静岡河川事務所 受注者：株式会社白鳥建設

＜工事の目的及び概要＞
この工事は静岡市を流れる安倍川の上流部、梅ヶ島出張所管内
において砂防事業に係る緊急補修や維持修繕を行うものです。

丸田 瑛
2008年入社

2019年度は砂防堰堤工事
でBIM/CIM担当者として
従事し、2020年4月から
管内整備工事に携わって
います。

・建設業を選んだ理由
私は、知人の紹介で建設業に従事することにしました。最初に抱いていたイ

メージと違い、みんな人当たりがよく、思っていた以上に働き甲斐があるので今
では私の天職だと思っております。

砂防堰堤（前堤保護工内）緊急堆積土砂除去状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設業は、3K(きつい・きたない・危険)と言われていましたが、今は新3K(給

与が良い、休暇が取れる、希望が持てる)へと変わってきていると感じており、入
社当時よりも様々な面で働く環境が良くなってきたように感じています。また、
近年はBIM/CIMと呼ばれる3次元モデルを用いた情報交換技術が広まっており、
土木工事未経験者にも理解しやすいように、3次元モデルで現場を再現する新しい
技術も増えてきています。このように、若い力を迎えるために土木業界も少しづ
つ変わってきています。これからの建設業を変えていくのは若い力を持つ皆さん
です。

大河内堰堤監視用CCTVカメラの障害となる樹木を応急伐採
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【土木】令和元年度 狩野川上流部河道維持工事
発注者：中部地方整備局沼津河川国道事務所
受注者：加和太建設株式会社

狩野川上流部において、堆積した土砂の撤去及び、表
土の天地返しを行う工事です。

日吉 優矢
2020年入社(１年目)

3年間、工業高校で土木について学
び、卒業後に入社しました。
入社後は2ヵ月間研修を行い、その後
現場配属になりました。半月間、御殿
場柴怒田西の道路工事の現場に配
属され、現在は「狩野川上流部河道
維持工事」の配属となっています。

・現場での私の役割
主に安全書類をやっていますが、出来形の管理なども行っています。進捗の状況などを

オペレータさんに伝えることで、スムーズな作業が行えるようにしています。これからいろん
なことを覚えてできることを増やしていきます。

・建設業を選んだ理由
工業高校への入学は特に理由もなく何となくでした。しかし、授業の中で土木のことを学

んでいるうちに、土木の魅力や大切さを感じ、そこに魅かれて自分も土木に携わりたいと
思い建設業を選択しました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
自分たちが普段から何気なく利用している道路や構造物には土木が関わっています。

人々が安心安全に過ごせる環境に私たち技術者は必要不可欠です。一歩外に出れば土
木、そこに自分が携わっている。そんな誇りを持てるような仕事だと思います。

←施工履歴データによる出来形管理(ヒートマップ)

施工箇所
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【建築】 令和2年度 狩野川防災施設整備工事
発注者：中部地方整備局沼津河川国道事務所
受注者：加和太建設株式会社

＜工事概要＞
用途：資料館 構造：木造平屋建て 延床面積：161.36㎡

北川 晴佳
2017年入社（4年目）

高校卒業後、地元の活気溢れ
る街づくりに貢献したいと思
い、入社。
公共工事、民間工事を数現場
経験し、7月から当現場「狩野
川防災施設整備工事」に配属

となりました。

～現場での私の役割～
現場では、品質・安全・工程管理を

担当しています。計画通りに現場が施
工されているかの確認や、各業者間の
調整や手配、工事が安全かつ円滑に進
捗するように管理を行っています。

～建設業を選んだ理由～
幼いころ見た、工事現場の職人さ

ん達のかっこいい姿に憧れ、工業高校
に進学しました。就職を考える際に大
きな現場でたくさんの人達の先頭に立
ち、建物を完成させるために様々な事
を模索し、奮闘している、かっこいい
現場監督に自分もなりたい・やってみ
たいと思い、現場管理を志しました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
私は、「キツイ」「汚い」「危険」の三拍子を思い浮かべながら、建設業に飛び込んでき

ました。しかし、そんなことを払拭するぐらい「建設業」は、面白い仕事だと思います。
建設業は、何もない更地に立体的な建物を建てることや、たくさんの職人さん達と一丸に
なって一つの建物を作り上げることなど、男性も女性も関係なく、大きな感動を味わえる仕
事だと思います。

現場正面建方状況

地組したトラス部
材をクレーンで吊
り、柱に落とし込
んでいる状況です。
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『 令和2年度 狩野川上流河川整備工事 』
発注者：中部地方整備局 沼津河川国道事務所
受注者：中林建設株式会社

現場代理人：望月慎吾(6年目)

【プロフィール】
東海大学の土木工業学科を卒業後、
2015月4年に中林建設㈱に入社しました。
その後は橋台の下部工事や橋梁補強、河道掘削等
様々な現場に従事してきました。
現在は現場代理人として、災害時に備えた既設堤防の
補強工事を行っています。

MCによるICT掘削

3次元設計データ

【現場での役割】
現在の現場では、マシンコントロールの
バックホウを用いたICT掘削を行っています。
重機に入力する3次元設計データを作成したり
完成断面に対して、トータルステーションを
用いた出来形計測を行い品質確認を行ったり、
工程調整や安全管理など、工事を円滑に推進
させていくため必要な業務を行っています。

【建設業を選んだ理由】
私の趣味は登山であり、橋や道路のありがた
みを感じる機会が今までにも多々ありました。
そこで地元の静岡県にて地域への恩返しも併
せてこの業界で活躍できたらいいなと考えた
からです。

【未来をつくる技術者の皆さまへ】
建設業は、ものづくりの現場
です。
自分が手掛けた道路や橋等が
地図に載ったり、何十年もそ
こに残り続ける物もあります。
現場により難度は違いますが、
なによりやりがいを感じられ
る誇らしい仕事だと、私は思
います。

3次元設計データ
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【土木】 平成３１年度 狩野川下河原護岸整備工事

発注者：沼津河川国道事務所 受注者：渡邊工業株式会社

＜工事概要＞
本工事では、大雨等による洪水被害を防ぐため、河川堤

防を嵩上げ補強する工事を行なっています。
加藤 貴春

20１５年入社

入社して６年目になりま
す。４年間は民間発注の
都市ガス工事や設備工事
に従事し、現在は平成３
１年度狩野川下河原護岸
整備工事に現場代理人と
して携わっています。

◇現場での私の役割
現場では、現場代理人として、安全・品質・出来形の管理、発注者や協力業者

との打合せなど、様々な業務を行なっています。その中でも安全に作業できる環
境を整え、事故なく竣工できることが一番重要な役割だと考えています。

◇建設業を選んだ理由
私は元々ものづくりに興味があり、自分が作った工作物を将来に残せるという

大きなスケールに挑戦できることや、多くの人のためになる仕事がしたいという
思いから建設業を選びました。

◇未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設業は厳しい仕事というイメージがあると思いますが、働き方改革などによ

り現場環境は改善されてきています。現場が完成した時は、他にはないやりがい
を感じますし、自分が施工した道路や護岸が色々な人に利用されていると特別な
喜びを実感できます。ものづくりの楽しさや達成感を共に味わい、建設業を盛り
上げていきましょう。

既製杭工作業状況
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【土木】令和元年度 富士山大沢川渓岸工上流流路部整備工事

発注者 ： 国土交通省 中部地方整備局 富士砂防事務所

【工事の目的及び概要】
この工事は、富士山南西野渓において土石流による災

害を防止する為、富士山大沢川遊砂地（5ｋ300～5ｋ500）
に堆積した土砂の掘削を行って堆砂容量を確保し、下流
域の生活の安全を確保することを目的とした工事です。

たなか せな

田中 彩菜
2019年入社

・現場での役割
現場では係員として、土砂を運搬するダンプの管理 ・ 安全関係書類の作成 ・ 3次元

の図面作成 ・現場測量といった作業を上司と共に行いました。

・建設業を選んだ理由
私は幼い頃から、大工の

仕事をしていた父に連れら
れて現場に行く機会が多く
あった為、建設業に興味を
もっていました。昔から身
近な職業であったこと、何
か形に残るような仕事をし
たいという思いがあったこ
とから、この業界を選びま
した。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設業は、人々の生活の一部に必要不可欠なものや、長年残るものをつくれる仕事とし

てとてもやりがいがあるものだと思います。
また、近年ではICTの導入や働き方改革、「3K （きつい）（汚い）（危険）」のイメージ改善

の取組などにより、若手の方や女性も働きやすい環境に変化してきています。少しでも興
味のある方は、是非一緒に建設業で働きましょう！

入社後半年ほど、富
士砂防事務所発注の
南麓砂防施設整備工
事に携わった後、2019
年2月から本工事に従
事しました。

受注者 ： 株式会社 西尾組
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【土木】 令和元年度 由比地区深礎杭SA22工事
発注者：国土交通省 中部地方整備局 富士砂防事務所
受注者：静和工業株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は豪雨や地震等による大規模な地すべり災
害の発生を未然に防ぐ為の工事です。
シャフト工 (深礎杭Φ5.0ｍ×深さ52.8ｍ)一式
残土処理工一式構造物撤去工一式 仮設工一式

小野田 琉冴
(おのだ りゅうが)

2019年入社

入社後半年ほど静岡
国道事務所発注の道
路改良及び構造物工
事に従事しR1.12か
ら現在の工事に携
わっています。

写真

作業状況がわかる
風景写真など

・現場での私の役割
現場では品質管理や出来形、安全管理を行っていました。安全管理では、CIM

を活用し重機等の動きをシュミレートし危険な箇所を把握して作業員に周知を行
い未然に事故を防ぐことができました。
・建設業を選んだ理由
私は、実家が建設業を営んでおり小さいころから建設業は身近な存在でした。

父や祖父が働いてる姿に憧れを持ち建設業の道に進みました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設業は3K(きつい・汚い・危険)といわれており、なかなか建設業で働きたい

という若手・女性技術者が多くありません。しかし現在では、働き方改革で週休
二日制などを取り入れているところが多いためしっかり休みが取れているため、
若手・女性技術者が働きやすい環境が整ってきています。建設業は地図などに残
る仕事などもあるのでとてもやりがいがあります。すこしでも建設業に興味があ
るのらばチャレンジしてみるのもいいかもしれません。ぜひ一緒に建設業を盛り
上げていきましょう！

偏心測定

20



【土木】令和2年度 富士山風祭上流遊砂地工事

発注者： 受注者：

工事概要： 基幹堰堤一式
橋梁下部一式
道路改良（迂回路）一式

山田 幹太（18）
やまだ かんた
2020年入社・1年目
高校卒業後、井上
建設（株）に入社
後、2020年9月より
本工事を担当

●

の若手技術者の皆様へ

での私の役割
現場では、現場係員として測量
や日々の安全管理、書類作成な
どを行っています。

仕事の
工事が進行し、構造物が
出来上がっていくごとに
達成感を味わえることに
やりがいを感じます！

建設業界は楽な仕事ではないと思い
ますが、たくさんのやりがいを感じ
られ、他の人に誇れる仕事だと思い
ます。これからの建設業界を若い力
で盛り上げていきましょう！

測量作業
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【土木】 令和２年度 富士山北麓砂防設備工事

発注者：富士砂防事務所 受注者：（株）大森工務所
一次下請：宮下興業（株）

＜工事の目的及び概要＞
この工事は、富士山噴火に起因する土石流等から山梨県富
士五湖地域の皆さまをまもるための備蓄ブロックを製作し
ています。

梶原 春菜
2018年入社

2018年に入社し、2019
年から富士砂防事務所の
工事に従事しています。
2020年も引き続きブ
ロック製作作業に携わっ
ています。

・現場での私の役割
現場では主にブロック製作の型枠組み立

てやコンクリートの仕上げの作業に携わっ
ています。最初は現場の親方に教えてもら
いながらの作業でしたが、今ではコンク
リートの仕上げ等を任せられています。

・建設業を選んだ理由
親族が建設企業を経営していたため入社

しました。最初は土木工事に不安や怖さも
ありましたが、自分が携わったものがカタ
チになっていくので大変やりがいを感じて
います。

・未来をつくる女性技術者の皆様へ
昔の建設業はいわゆる３K（キツイ・キタナイ・キケン）のイメージで男性主体の業界でした。

今では新４K（給料・休暇・希望・きれい）の実現を目指し、快適トイレやICTの普及が進んで
いるため、衛生面や労働環境も大きく改善されています。最初は不安もありましたが、働きや
すい環境や暖かい職人さんに囲まれて毎日とても楽しく作業をしています！

ブロック製作作業状況

快適です
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【土木】 令和２年度 富士山北麓砂防設備工事

発注者：富士砂防事務所 受注者：（株）大森工務所
一次下請（株）土手影建設

＜工事の目的及び概要＞
この工事は、富士山噴火に起因する土石流等から山梨県富
士五湖地域の皆さまをまもるため、相模川水系宮川に堆積
した土砂の掘削を行っています。

白須 さおり
2007年入社

2007年に入社し、2009
年から土砂の運搬等に従
事しています。今年度か
ら富士砂防事務所の工事
に携わっています。

・現場での私の役割
現場では主に掘削土砂を宮川から運搬す
るダンプの運転を行っています。
運搬は一般道を通行するため、運転マナー
には細心の注意を払っています。

・建設業を選んだ理由
もともと車が好きで運転も好きでした。

あるときダンプが走っている姿を見てカッ
コいいなと思い、思い切って入社しました。
女性がダンプを運転してるのは珍しいため
か、すれ違う方がよく振りかえってくれま
す。スゴイでしょ！って少しだけ優越感？
を感じてしまいます。

・未来をつくる女性技術者の皆様へ
やはりダンプの運転手は男性が多いです。コワいイメージもあると思います。しかし、運転

技術に男女差はほとんどないと思います。同僚のダンプ運転手さんもとても優しい方ばかりで
す（見た目は少しコワいですが・・・）。現場の監督さんや職人さんも暖かい方が多く、毎日
楽しく運転しています。現場にあるトイレ等も時々使用しますが大変快適で、現場の衛生面は
とても向上してると思います。

イチオシ写真で
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【測量調査】 令和２年度 菊川流量観測業務
発注者：中部地方整備局浜松河川国道事務所
受注者：不二総合コンサルタント株式会社

＜業務の目的及び概要＞
本業務は、適正な河川管理に資するため菊川・牛淵川・
下小笠川において、流量の把握を行うことを目的とする。

請井 和之
2020年4月入社

入社後半年ほど菊川流量
観測に従事しています。
通常時の低水観測や、大
雨で流量が増えた時の高
水観測を行っています。

（プロフィール)
大学を卒業後、測量会社
で9年間働いたのち、最
新の測量の勉強をしたく、
専門学校に入り直し、現
在に至ります。

・現場での私の役割
低水流量観測では、流速計を使用し、流速を測定したのち、流量算出計算を行っています。

また、大雨が降った際の高水流量観測では、浮子を川に投下し、浮子がどれくらいの速度で流れるのか
を測定する作業を行っています。
河川横断測量では、トータルステーション、オートレベルを使用し、断面計測を行っています。

・建設業を選んだ理由
建設業はあまり目立つ分野ではないけど、人々の生活になくてはならない仕事だと感じたからです。

災害が起こった時には、いち早く駆け付け、作業を行っている姿をテレビ等で見て、単純に私自身もな
りたいと感じたからです。

低水・高水流量観測、河川横断測量の作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
自分の技術が人々の暮らしに役立っていると、直に感じられる仕事であり、やりがいが非常にあると

思います。
最近は、ＩＣＴを活用した最新技術が導入され、若い技術者の柔軟な発想が必要になる場面も増えて

います。
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神谷 咲季
2019年入社

＜私の役割＞
深浅測量データをもとに、資料や図面の作成を担当してます。現場で得た測量成果を３次

元解析し、お客様にわかりやすい図面を作成することを心掛けています。私の仕事が、ダム
を管理する上での重要な資料となり、人々の安全につながるよう努めてます。

＜建設コンサルタントを選んだ理由＞
私は農学部出身で、自然環境に関わる仕事をしたいと考えていました。人間は自然環境に

手を加え、恩恵を受けながら生きています。その中心を担うのが建設業ではないでしょうか。
開発の根幹である公共事業に関わることで、人と自然との共生に貢献したいと考え、建設コ
ンサルタントに足を踏み入れました。

＜未来をつくる若手技術者の皆様へ＞
この仕事をして、目視出来ないダム湖底の地形を立体的に把握することができることに感

動しました。また、自身の仕事が人々の生活を守ることにつながることがやりがいです。
「知識・経験ゼロ」からのスタートでしたが、先輩社員のもとで日々技術を学んでいます。
やりたいことに、挑戦しましょう。

入社1年目より空間計測室
に所属。
具体的には・・・
・ダムの堆砂状況の把握
・MMS計測
・UAV解析、図面作成
・文化財の現状把握

に携わっています。

令和２年度 新豊根ダム貯水池深浅測量及び流量観測業務
発注者：国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所
受注者：株式会社フジヤマ

＜業務概要＞
新豊根ダム管理のため、深浅測量・流量観測による貯水池
の堆砂状況や河川流入量の把握を行うことを目的とした業
務です。
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令和２年度 天竜川下流流量観測業務

発注者：浜松河川国道事務所 受注者：株式会社フジヤマ

＜工事（業務）の目的及び概要＞
天竜川の流量観測を行い、利水や治水などいろいろな面か
ら河川管理にとって必要な基礎的データを取得することを
目的としています。兵藤 拓也

2019年入社

今年で二年目になります。
普段は、路線測量などを
先輩社員と組んで行って
います。

・現場での私の役割
この業務では、観測所で水位を観測したり、船で流速を測ったりします。
通常の測量業務では、現場では、TSを扱う観測者を担うことが多いです。

・建設業を選んだ理由
私は、人のためになる仕事をしたく、大学在学中に取得した測量士補を活かし

たくこの会社(業界)に入りました。

流量観測の作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設業界も測量業界も新技術が続々と世に出てきています。そのため若手が活躍
したり、意見を求められる場面も多いと思います。これからのこの業界を支えて
いきましょう。
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【土木】 令和２年度天竜川谷川地区築堤護岸工事
発注者：浜松河川国道事務所

受注者：株式会社植松鈴木組

＜工事の目的及び概要＞
今回の工事は、天竜川の既設堤防護岸を嵩
上げし、水害を起こさないようにする工事です。
築堤護岸工 １式

前沢 順哉（氏名）
２０１１年入社

高校を卒業し、入社後6年間は
市役所発注の工事に従事し、
３年前国土交通省発注の工事
に初めて現場代理人を経験し、
３年目となる今回も天竜川の護
岸工事の現場代理人として努
めています。

・現場での私の役割
現場では、施工管理業務を全般に行って

います。工事完成に向けて、工事現場で働く
技術者と力を合わせ安全を第一により良い
品質の構造物を製作しています。

・建設業を選んだ理由
私は、小さい頃から物づくりが好きでした。

高校時代も土木コースを専攻していて将来
は、「人の為により良いものづくり」をしたいと
思い建設業を選びました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、物づくりを通して、最初は何

もなかった所に、構造物を製作し地図等に残
るものを作り達成感を得られる仕事です。建
設業は昔から3ｋ(きつい・汚い・危険)といわ
れていますが今では、ＩＣＴを活用した工事が
多く発注され安全で簡単にきれいな物づくり
が進んでいます。一緒に物づくりをしましょう。

着手前

根固めブロック製作状況
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令和2年度 浜松管内水辺現地調査業務
発注者：浜松河川国道事務所
受注者：(株)建設環境研究所

＜業務概要＞ 河川水辺の国勢調査
菊川 ：両生類・爬虫類・哺乳類調査◎

新豊根ダム：動植物プランクトン調査
◎：私が、調査の一部を担当しました。

国枝和輝
2017年入社

入社後は、生物調査を中心
に担当しています。
本業務でも、両生類・爬虫
類・哺乳類調査の現場作業
に参加しました。
去年、技術士一次試験に合
格しました。資格取得のた
め、日々勉強中です。

・現場での私の役割
両生類・爬虫類・哺乳類調査の調査員として、先輩社員と一緒に参加しました。
現地では、生物の生息情報を捕捉するトラップや機器を設置したほか、先輩社員とコ

ミュニケーションを図りながら、円滑に調査が終了するよう、他の調査員への指示出し等
も行いました。

・建設コンサルタントを選んだ理由
私は、幼い頃から生物が好きで、将来は自然環境や野生動物に係る仕事に就きたいと

考えていました。
大学入学後、建設コンサルタントには、公共事業の推進のほか、事業の影響軽減のた

めの「自然環境の保全・共生」を担う仕事があると知り、自分も携わりたいと思い、就職先
として選びました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
私は、現場に出ることは、実地を通じて学べる場と考えています。
今回は、調査員との参加でしたが、最近では、現場の調査責任者を任されるケースも

多くなってきました。
経験は浅いですが、早く発注者からも信頼される技術者となれるよう、現場に積極的に

出て学んでいます。

菊川 新豊根ダム湖

カメトラップの設置

無人撮影装置の設置

両生類・爬虫類・哺乳類調査の実施風景
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【土木】 令和元年度 庄内川大野木地区築堤工事

発注者：庄内川河川事務所 受注者：株式会社イチテック

現場では、工事目的物をつくるための測量や出来形・品質・写真・安全管理な
どの様々な施工管理業務を行っています。安全管理では無事故無災害で工事が完
成できるように、安全巡視員として現場内の安全を日々点検し、周辺環境に配慮
しながら安全作業の徹底、安全施設の設置等を行っています。まだまだ未熟のた
め、先輩方に教えて頂きながら業務に励んでいます。

～現場での私の役割 ～

この仕事は、人々が安全により快適に生活していく上で必要不可欠な社会イン
フラを整備していく仕事です。建設業では働きやすい職場環境づくりを目的とし
た働き方改革が進められており、快適トイレの導入や建設ICTを活用することで、
女性でも働きやすい環境になっています。
大変なこともありますが、それ以上に竣工時には達成感があり、とてもやりが
いのある仕事です。少しでも建設業界に興味のある方は、私たちと一緒に働きま
しょう！！

～未来をつくる若手技術者の皆様へ ～

私は、規模の大きい仕事が多く、様々な人と関わり
合いながら一つのものを作り上げた時の達成感が魅
力を感じ、建設業を選びました。

～建設業を選んだ理由 ～

本工事は、庄内川右岸堤防の嵩上げ、それに伴う川裏
の盛土及び市道の整備工事を行っています。

＜工事の目的及び概要＞

施工延長L=160m
盛土 8800㎥ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 400ｍ 舗装工 2800㎡

入社後1年間、一宮市及び愛知県発注の道路整備・
修繕工事に従事した後、2020年4月から庄内川大野
木地区築堤工事に携わっています。

株式会社イチテック 2019年入社
佐藤 美有

盛土工

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工
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【土木】 令和2年度 庄内川宝神中地区耐震工事

発注者：庄内川河川事務所 受注者：中日建設株式会社

＜工事の目的及び概要＞
庄内川の堤防の地盤中に、砂の柱を造成し、堤防の強度を高め
る工事です。施工延長は192.2ｍ、圧入静的締固め杭を598本
施工する工事です。

大山 諒人（やぎ座）
2019年入社

入社後、舗装工事や
橋梁補修工事に従事
し、2020年8月から
堤防耐震工事に携
わっています。

～現場での私の役割～
現場代理人として、作業が安全かつ円滑に

進むよう統括することが役割です。 具体的には、
関連工事との連絡調整や協力業者との作業工程の
打合せを行っています。まだまだ勉強中のことも
多いですが、先輩の指導を受けながら、無事故・
無災害で完成を迎えられるよう緊張感をもって現
場を進めています。

～建設業を選んだ理由～
愛知県出身の私は、大学で学んだ土木の知識を活かして、地元に貢献できる

仕事をしたいと考え、建設業に興味を持ちました。インターンシップを通して、
実際に建設現場を訪れた際、一人ひとりが技術と知恵を絞り、協力して一つの
ものを創り上げる姿に惹かれ、建設業に携わりたいと思ったのがきっかけです。

～未来をつくる若手技術者の皆様へ～
この仕事は、大変な部分もありますが、その分とても『やりがい』の大きい

仕事だと思います。また、建設業は一人でできるものではなく、必ず様々な人の
協力が必要な仕事です。そのため、完成した時の達成感は、感動を覚えます。

建設業に興味のある人は、一緒に建設業を盛り上げましょう！待っています！！

現場写真

工事イメージ図
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【機械】 令和元年度
豊橋河川管内排水機場設備修繕工事

発注者：国土交通省豊橋河川事務所 受注者：株式会社 酉島製作所

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は豊川放水路に流入する善光寺川流域の内水排除
を目的とした小坂井排水機場の1号主ポンプ設備の修繕を
行うものです。

イシガキ ナオツグ

石垣 直嗣
2017年入社

入社して4年目になりま
す。現在は令和元年度豊
橋河川管内排水機場修繕
工事に携わっています。

写真
工事現場全景写真
など

作業状況がわかる
風景写真など

・現場での私の役割
現場代理人として安全管理、工程管理、品質管理、工事書類の作成等を行っ

ております。作業員と円滑にコミュニケーションを取りながら事故の無い現場を
目指し、日々努力しています。

・建設業を選んだ理由
学生時代に学んだ機械の知識を生かすことができ、人の役に立てる仕事がし

たいと思い建設業を選びました。

1号主ポンプの分解作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
入社してから排水機場でのポンプ据付及び整備工事に携わらせて頂く機会が多

く、現場では機械だけではなく、電気、土木等の幅広い知識が必要となります。
日々学ぶことが多く大変ではありますが、工事完了時には達成感を感じること

ができ、やりがいのある仕事です。災害に強い街を一緒に作っていきましょう！
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【土木】 令和元年度 豊川賀茂堤防補強工事
発注者：豊橋河川事務所 受注者：豊橋建設工業株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は、堤防の浸透対策として法面に遮水シート
を布設する工事です。シートを布設することにより雨や
河川の水を入りづらくすることができ、堤防の水密性を
確保することができます。

田中 義輝
2018年入社

入社後、1年程度区画整
理の現場を経て堤防補強
工事に携わることになり
ました。現場では作業員
が安全に仕事ができるよ
うに従事していきたいで
す。

写真
工事現場全景写真
など

作業状況がわかる
風景写真など

・現場での私の役割
安全に作業ができるよう下請け業者さんと打合せを行うことや、効率的に仕

事ができるように工程の段取りを現場の担当者として行っています。
また、河川工事ということで雨天時のパトロールは特に重点的に行っています。

・建設業を選んだ理由
私は、モノをつくるということもとても好きなので、建築関係の仕事に就こ

うと思い高校を選んだのですが、そこで土木に関することも学び土木に興味が出
てきて土木の道を進むことを選びました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、大変なことはたくさんありますが、人の暮らしをよりよくする

ためには必要不可欠な職種です。昨今人手が少なくなってきています。
私もまだまだ新米ですが、これから社会に貢献できるようにという思いで仕事

をしていこうと考えています。同じような志がある人が増えてくれればと考えて
います。

施工範囲
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【土木】 平成30年度 豊川放水路清須第2樋管改築工事
発注者：国土交通省 中部地方整備局 豊橋河川事務所
受注者：藤城建設株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
既設排水機場の更新に伴い、二重締切を設置して、堤防

を開削し、樋管を新設する工事です。金城 ヒロシ
2020年入社

豊橋工業高等学校卒業後、
藤城建設株式会社に入社。

2020年7月から豊川放水
路清須第2樋管改築工事
に携わり、入社後初めて
の現場技術員になりまし
た。

写真

・現場での私の役割
現場内の作業が計画どおり行われているか確認をし、必要に応じて作業員へ安

全に関する指示をします。また、設計通りに物が作られるように位置出しや寸法
の確認等を行います。

・建設業を選んだ理由
私は、ものづくりに興味がありました。一つのものを職場の仲間と考えて作り、

それが完成した時の喜びや満足感などは他では味わえないものがあると思ってい
ました。だから建設業に入りたいと思いました。

コンクリート打設作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、目に見えない部分で気を配らないといけない事がたくさんあり、

それが地域の安全に繋がっています。やりがいを感じられる仕事です。
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【土木】 令和元年度 雲出川島貫地区堤防整備工事

発注者：三重河川国道事務所 受注者：中村土建株式会社

広幅鋼矢板打設状況

基礎丁張設置状況

変位確認状況
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【土木】 令和元年度 大湊川耐震補強工事

令和 2年度 大湊川耐震補強工事

＜工事の目的及び概要＞
本工事は、宮川の支川大湊川（伊勢市大湊町地先）にて堤

防の液状化対策として、地盤改良工事を行っています。
令和元年度工事 延長：約50m
令和 2年度工事 延長：約67m

森下 大地
2020年入社

(令和元年度工事 担当)

・現場での私の役割
森下‥主に現場での安全管理・工事写真管理を行っています。
久世‥主に現場での工程・施工管理を行っています。

・建設業を選んだ理由
森下‥たくさんの人が携わり、地図に載るような大きな構造物を作る仕事に自分も携わりた

いと思ったからです。
久世‥子供の頃から物作りが好きで、いつか形に残る大きな物を作る仕事に携わりたいと思

い、建設業を選びました。

【地盤改良の作業状況】

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
工事の進捗につれ出来上がっていく構造物や、完成した構造物を眺めたり、その構造物が
人々の生活に役立ったりすると、達成感があります。
建設業は、覚えることも多く、作業もきつく、大変ですが、とてもやりがいを感じる仕事だ
と思います。少しでも建設業に興味を持ってもらえたら幸いです。

久世 真史
2015年入社

令和2年度工事 現場代理人

令和2年度：工事区間 令和元年度：工事区間

大湊川 →

発注者：三重河川国道事務所 受注者：株式会社山野建設
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工事配慮に関する現地説明会

令和2年度 櫛田川・宮川水辺現地調査業務

発注者：三重河川国道事務所 受注者：（株）建設環境研究所

小田 洋平
2011年入社

河川環境の調査・分析、
計画立案（自然再生、
水辺整備）、事業評価、
空間解析（GIS、水理計
算、UAV）に関する業務
に従事。
技術士（建設部門、環
境部門）

 現場での私の役割
担当技術者として、工事影響検討や水生生物調査に従事しています。
また会社のグループ長として、管理技術者と連携した業務管理・調整等を行っています。
水生生物調査では、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、現地で採取した水生

生物やUAVの動画を活用した学習用映像コンテンツを作成し、地域の方々へ配布しました。
 建設コンサルタント業を選んだ理由
選んだというよりは縁あってという感じです。
自然環境を相手にする難しさ、奥の深さ、楽しさを日々感じながら、今に至っています。

 未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設（環境）コンサルタントは、エンドユーザである地域（人・自然）のため、お客様と

いっしょになって、その場の個性をリサーチし、地域づくりのデザイン・マネジメントに貢献できるやり
がいある仕事だと思います。
プロジェクトを良い成果にするためには、さまざまな専門性をもつ多くの関係者が横断的に連

携する必要があります。みなさんのお力をお待ちしています。

＜業務概要＞
 河川水辺の国勢調査
（櫛田川：陸上昆虫
類、宮川：河川環境
基図）

 櫛田川（佐奈川）の
アゼオトギリ保全対
策検討

 櫛田川・宮川での工
事影響検討

 河川愛護意識の啓発
のための水生生物調
査補助

櫛田川

宮川

ツマグロヒョウモン

アゼオトギリ保全対策検討

社内打合せ（デザインレビュー）

ヒラタカゲロウ類
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【測量】 令和元年度 宮川航空レーザ測量業務
発注者：三重河川国道事務所 受注者：中日本航空株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
河川の維持管理や今後の河川計画等の基礎資料とするため、航空レーザを活用し河川縦横断
図等を作成する業務です。航空レーザで取得が困難な箇所は現地で計測を行います。

西川 貴史（氏名）
2009年入社

入社後、現地作業の部署に配
属され、様々な河川やダムの
業務に携わってきました。本
業務では現場での安全管理や
成果作成に従事しております。

・現場での私の役割
主担当技術者として、発注者との協議や連絡調整を行うとともに現地作業における

河川縦横断測量や新技術を活用した深浅測量を実施しました。

・測量業を選んだ理由
体を動かす事、山や川等の自然地形を見るのが好きなため、現場で地形を計測する

事や取得したデータから図面にする作業に興味を持ち、測量業を選びました。

作業前KYミーティング

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
測量業は、現地状況を図面化することを目的としているため、建設業と違い最終成果

を現地で確認することができません。ですが、建設業（工事）の初期工程では必ず測量
が基礎となり「全ての始まり」という意味でやりがいを感じます。
事業目的を理解し、最新の測量技術を駆使して社会資本整備に貢献し日本を盛り上げ
ていきましょう。

GNSSおよびTSによる横断測量の作業状況

ﾗｼﾞｺﾝボートによる深浅測量の作業状況

ラジコンボート
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【土木】令和元年度 揖斐川下流部護岸修繕工事

発注者：木曽川下流河川事務所 受注者：朝日土木株式会社

玉田 潤
2011年入社

入社して10年目になり
ます。2015年から現場
代理人として国土交通省
発注工事に従事し、現在
は令和元年度揖斐川下流
部護岸修繕工事に現場代
理人として携わっていま
す。

作業状況がわかる
風景写真など

・現場での私の役割
現場では現場代理人を務めており、現場の安全管理はもちろん、多岐にわたり

現場の管理をしています。現場に従事する作業員の方や発注者の方とコミュニ
ケーションを図りながら、無事に完成を迎えられるように現場を進めています。

・建設業を選んだ理由
私が高校の時、通学駅に工事現場がありました。何気なく毎日見ていましたが、

現場の進む様子や作り方を見て、物を造る事に興味を持ちました。その後、土木
系の大学に進学し、大学を卒業後、今の会社に入社しました。
・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、楽ではないし、すぐに一人前になる仕事ではないと思います。そ

の反面、工事が完成したときの達成感や満足感はとても大きいと思います。また
その工事に関わるたくさんの人たちと協力して一つの物を造るということは他で
は味わえないことの一つかもしれません。昔のイメージ（３Ｋ）は変わってきて
います。ぜひ建設業にも興味を持ってください。

＜工事概要＞
この工事は既設矢板の防食工事、新堀川へ流れる水路
の修繕工事を行います。
矢板護岸工一式、構造物補修工一式、仮設工一式

鋼矢板打込状況
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【土木】 令和元年度 長良川背割堤上河道しゅんせつ工事
発注者：木曽川下流河川事務所

受注者：みらい建設工業株式会社

中野 慎一
2011年入社

入社した年に東日本大震災が
あったこともあり、災害復旧
工事として防潮堤の築堤工事
や防波堤の築造工事、また地
震対策として河川の護岸耐震
補強工事など、地震に関係す
る工事に多く携わってきまし
た。
今回の浚渫工事も災害から地
域にお住いの方を守る、とい
う意味では全く同じですので、
責任を持って取り組みました。

写真

・現場での私の役割
現場では、安全・品質・工程等の管理を行い、工事が問題なく進むよう協力業者の方と打合

せし、作業の指示をします。また工事がスムーズに進むよう工事内容の変更箇所を協議書にま
とめ、発注者と打合せをします。考えなければならないことは多かったですが、学べたことも
多かったと思います。

・建設業を選んだ理由
きっかけは少々子供じみているかもしれません。小学生の時に家族で出掛けた先の公園が多

くの人で賑わい、笑いが溢れているのを見て、「人が幸せに過ごせる空間を作る建設業って素
晴らしいな」と思ったのがきっかけです。自分の建設業に対する考え方は今でも、「住む人が
幸せに過ごせる空間を作るもの」から変わっていません。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設業は“縁の下の力持ち”な部分が多く、あって当たり前のものとして、あまり目立たない

ものも多いです。ただ”何の為に””誰の為に”を考えると、どの建設物も間違いなく、暮らす人の
生活空間を作り、守ることに繋がっていますので、誇りを持ってできる仕事だと思います。

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は洪水対策のため、川底に溜まった土砂を取り除
く工事です。
浚渫工（ポンプ浚渫船）57,200m3

ポンプ浚渫船

打合せ状況
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【土木】
令和元年度 長良川背割堤上河道しゅんせつ工事

発注者：木曽川下流河川事務所
受注者：みらい建設工業株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は、洪水を防ぐために川底の土砂を取り除き水位を下
げる工事です。浚渫工(ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船)：合計浚渫土量57,200m3

高木 壱誓
2020年入社

入社後、初めての工事に
なります。

・現場での私の役割
現場では主に、日々の進捗管理としてICTを利用し、3次元の進捗図の作成をしました。ま

た、排砂池内にかき揚げた土量を知るためのUAV測量や、作業状況を把握するためUAVによる
定点写真の撮影等を行いました。

・建設業を選んだ理由
私は「人々の生活を守りたい」「大きな構造物を作りたい」と思い建設業を選びました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、皆さんの平和な暮らしを守る仕事です。津波や洪水を防ぐ、または被害を少なく
することで天災から人々の命を見えないところから守っています。
建設業は変わっていく途中にあります。それはICTであったり現場環境の改善と様々ですが、

効率化や働きやすい環境を作り３Kからの脱却を図っている最中です。

工事概要

iCT
ポンプ浚渫船
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【機械】 令和２年度揖斐川城南排水機場ポンプ設備修繕工事
発注者：木曽川下流河川事務所
受注者：株式会社日立インダストリアルプロダクツ

＜工事の目的及び概要＞
この工事は城南排水機場に設置されている主ポンプの信頼性
向上を目的に工場持込整備を行うものです。
主ポンプは、台風等の大雨時に新堀川から揖斐川へ排水し、
域内を洪水被害から守る重要な設備です。

阿部 政宏
2004年入社

入社後は工場内で主にポン
プの検査業務に従事し、
ポンプの構造や組立・据付
スキルを習得したのち、
現場代理人／監理技術者と
して各排水機場等のポンプ
設備工事に携わっています。

■現場での私の役割
現場では、現場代理人／監理技術者として、工事全体の取り纏めをしています。特に協力業者の

方々が安全に作業できるように、安全管理には細心の注意を払って行っています。

■建設業を選んだ理由
私がまだ小学生の時、青函トンネルが開通しました。世界最長トンネルの開通とあって子供だった私の

記憶に強く残っていました。高校生の時に機会があり青函トンネル工事は、殉職者34名も出た前例の無
い歴史的難工事であったことを知り、青函トンネル工事について深く知るうちに、自分もいつか歴史的と
呼ばれる工事に携わってみたい！という思いが強くなり、建設業を志望しました。

■未来をつくる若手技術者の皆様へ
近年の建設業の環境変化は目を見張るものがあります。BIM/CIM、IoTが標榜され、まさにフレッシュ

な頭脳を持つ若手技術者が活躍できる技術が現場にどんどん導入されてきています。
また、週休二日や作業環境の改善等により、一昔前の辛い苦しイメージとかけ離れた働きやすい環境が
すでに制度として整備されています。
いっしょに、建設業の底力を見せつけましょう。

主ポンプ設置状況
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【電気通信】 令和2年度
木曽川下流管内河川管理設備工事

発注者：木曽川下流河川事務所 受注者：大藤電設株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
本工事は河川利用者の皆様へ広報、警報を発するための河
川広報設備と河川監視用カメラ設備の経年劣化に伴う更新
工事です。
主にスピーカ更新6台、広報局更新2面、直流電源装置更新
3台、カメラ装置更新8台を実施します。

現場代理人/主任技術者
川合 一平

2009年入社

入社から11年、主に国
土交通省発注工事に携
わってきました。
平成26年度工事より現
場代理人・主任技術者兼
任として工事に従事して
います。

・現場での私の役割
現場代理人・主任技術者として、現場管理（安全管理、

図面管理、安全管理、品質管理、出来形管理 等）機器関
係のメーカー打合せを行っています。更新対象の機器は10
年以上前に設置されたものが多く、修理や補修などの理由
で当時の資料と現地が食い違っていることもあり、パズル
を解くように一歩一歩完工に向けて進んでいます。

・仕事のやりがい
末端の機器更新工事は一見地味に見えますが、直接地域住民の皆様の生活を守り、利便性を

高めるための設備を扱う大切な仕事だと思います。
また、更新機器は既設機器と違うサイズのことが多く、取付用アタッチメントの設計をし、
ピッタリと現場に機器が取り付けられた時は最高に気持ちがいいです。

←ハンドホールの蓋を金属探知機で探す作業

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設業は3K（汚い・きつい・危険）と言われます。確かにそういった側面もありますが、こ

れは皆さんの努力で変えていくことが出来ます。汚ければ清掃し、きつければ工程管理を見直
し、危険であれば安全管理で危険個所をつぶしてゆく。
周囲の協力なしに進められるものではありませんが、知恵を絞ることで自由に工事を組み立て
てゆける、そういった楽しさが施工管理にはあります。
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【土木】 令和元年度
南濃出張所管内堤防維持管理修繕工事

発注者：木曽川下流事務所 受注者：加藤建設株式会社

・現場での私の役割
現場では現場代理人として、特に安全管理を意識しております。
堤防の異常を発見するために堤防の除草を行う。その中で一番気を付けているのが歩行者、
一般車への飛石事故です。毎朝の朝礼で作業員、職員に注意喚起をし、作業中は危ない状況が
無いか常に目を光らせて施工しております。

・建設業を選んだ理由
私は、小学生の頃からLEGOブロックで家やお城、街並みを作るのが好きで、ものづくりに
興味を持っていました。大学では建設工学を学び、東日本大震災の被災地を歩いて復興作業を
見ていた時、自分達の毎日の生活を支えるものづくりの最前線は建設業なんだと感じて、この
道で働いていこうと決めました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設業は大変な仕事。なぜなら人々の生活を守り、支えている最前線に立つからです。
遠くの人と繋がるために道路が出来て、水害から家を守るために堤防やダムが出来た。
今の生活を形作り、これからの生活を支えるこの道を、僕達と一緒に歩んでみませんか？

横山 純樹
2016年入社

除草作業状況

着手前 除草完了

＜工事の目的及び概要＞
目的・・・堤防の決壊を起こさせないために、堤防の損傷等の

異常を早期発見出来るようにすること。
概要・・・年２回、約52万㎡を除草します。

Profile

経験年数４年
大学では建設工学を専攻
入社後は岐阜県発注の
雪崩予防柵工事を担当

2020年4月から
南濃出張所管内堤防維持
管理修繕工事に携わって
います。
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令和元年度 木曽川下流管内ＣＣＴＶ設備工事

発注者：木曽川下流河川事務所 受注者：株式会社シーテック

平栗 照康
2010年入社

名古屋市、岐阜県発注の
公共工事に7年間従事し
てきました。
現在は、令和2年4月
から令和元年度木曽川
下流管内ＣＣＴＶ設備工事
に従事しております。

・現場での私の役割
1日1日現場に従事する作業員が、ケガ無く無事に帰れるよう、特に安全に
気を付けています。年上の作業員が多いですが、物怖じせず注意・指示が
できるよう、時に厳しく、時に和やかな、雰囲気のいい現場を作る努力を
しています。

・建設業を選んだ理由
私は、毎日の暮らしに欠かせない通信の仕事に関わり、人々の暮らし
や社会を、少しでも支えていければと思い、電気通信業を選択しました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
様々な人と関わり、一致団結して物を作り上げていくことによって、
自分自身も社会人・人として成長していきます。１つの目標に向かって、
物を作る過程では、大変な事もありますが、自分なりの楽しさ・面白さを
見つけ、仕事に取り組んでいきましょう。

＜工事（業務）の目的および概要＞
本工事は、河川の状況を監視するカメラの取替工事です。

＜作業状況＞ 光ケーブルパワー測定
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【土木】 平成２９年度 木曽川鍋田上水門整備工事

発注者：木曽川下流河川事務所 受注者：株式会社鴻池組

＜工事（業務）の目的及び概要＞
高潮堤防補強工事に伴い、既設の水門を撤去し嵩上げされ
た堤防に合わせて、新たな水門を構築する事業の内、新設
水門の構築及び二重締切（工事用道路）の撤去、施工区間
の堤防築堤を行う工事です。

鶴 洵斗（ﾂﾙ マコト）
2020年入社

入社後名古屋市発注の雨
水幹線下水道工事に従事
し工事完了後、2020年
8月から鍋田上水門整備
工事に携わっています。

写真
工事現場全景写真
など

・現場での私の役割
現場では、工事写真の撮影、施工測量を行い丁張および墨だしを行い、施工中

の安全管理が主な仕事になります。

・建設業を選んだ理由
学生時に参加したインターンシップで鍋田上水門整備工事の現場見学に参加し、

私も現場にでてモノ作りがしたいと思い建設業を選びました。

舗装高さ測量作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設業界では、人手不足が叫ばれていることもあり、最先端技術を取り入れる

ことで業務効率化を図っています。最先端技術に触れることができるというのも
建設業界の魅力の一つだと思います｡
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令和元年度 木曽川福豊川表高潮堤防補強工事

発注者：木曽川下流河川事務所 受注者：株式会社 森組

＜工事（業務）の目的及び概要＞
当工事は南海トラフ巨大地震発生時における津波対策と

して、木曽川右岸3.2kp～3.8kpを地盤改良する工事です。

岡本 太郎
2016年入社

入社後4年間道路工事
を経験し、2019年12月
より当工事の現場代理人
を務めています。

・現場での私の役割
現場代理人として、安全・品質・出来形・工程と様々なことを把握し、作業員の皆さん・発注
者と打合せを繰り返し、円滑かつ安全に作業が行えるように現場運営を行うことが私の重要な
役割です。

・建設業を選んだ理由
大学進学の際、進路に悩んでいたところ、東日本大震災が起き、衝撃を受けました。大きな自
然災害に対して何ができるかと考え、建設業に進みました。入社後は東北の災害復旧工事にも
携わることができ、人として一回り成長できたと感じます。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、工事ごとに異なる条件の中、作業所一体となり知恵を出し工事完成を目指しま

す。完成した道路・建物等はこの先100年以上人々に使われる日本の重要な基盤となります。
子供・孫にも自慢できるよう、ともに成長し歩んでいきましょう！！

地盤改良工 施工状況

施工状況 全景

㈱森組
「シンボルキャラクター」

moRY (モーリー)

工法概要
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【機密性２】

作成日_作成担当課_用途_保存期間

・建設業を選んだ理由

(山田:監理技術者) 学生時代に進路に悩んでいたところ、その時に起こった災害が2004年の新潟中越地震でした。
大きな地震災害に対して、私にも何かできないのかと考えたのが建設業に興味を抱いたきっかけです。
(水谷:現場担当者) 人の為になるもの、誇りに思えるものづくりに携わりたいと思い、この業界を選択しました。

旬な現場 ～若手技術者の声～
令和２年度 木曽川下流管内耐震補強工事

発注者： 木曽川下流河川事務所
受注者： 髙田建設株式会社

髙田建設株式会社
山田 豊和 （2012年入社）

入社後3年目に国土交通省発注
工事の現場代理人を初めて経験
し、9年目となる現在は、耐震補
強工事の監理技術者を務めてい
ます。

完成イメージ

マシンガイダンスバックホウによる法面整形

髙田建設株式会社
水谷 文希 （2017年入社）

高校卒業後、生まれ育った
地元の建設会社である髙田建
設に入社。
国土交通省発注工事などに携
わっています。

静的締固め砂杭工法により地中に砂杭を造成し、緩い砂質
地盤を締固めることで、堤防を強くする工事を行います。

川口水門の耐震補強工事 葭ヶ須工区の堤防補強工事

川口水門の壁面コンクリートに補強鉄筋を埋込み
耐震補強工事を行います。

施工状況の確認

出来形管理

・現場での役割

(山田：監理技術者) 当現場は、点在する工事で各工区同時に施工を実施している耐震補強工事です。私は、川口
水門の耐震補強工事を主に施工管理業務を行っています。工事完成へのプロセスを現場で働く技術者と調整を行
い、施工方法の検討、工程の調整、問題解決に向けた発注者との調整等を行っています。
(水谷：現場担当者) 現場では、安全管理、測量作業を行います。現場での作業中に、危険因子を事前に発見し対
策を実施し安全作業進めます。また、測量を行い効率よく現場を進めるのが私の仕事です。

・未来をつくる若手・女性技術者の皆様へ

この仕事は、様々な場所・異なる条件の中で工事をしています。従ってこの世に同じ物が無いオンリーワンの
ものづくりであり、地図だけではなく、心と記憶に残るものづくりです。完成までの経緯は大変ですが、完成へ
と導いた達成感は何とも言えない喜びを得ることができます。他では味わえない、表現ができない感覚です。
一人の力だけではできないものづくり『 ONE TEAM 』を心に秘め、携わる人々と切磋琢磨して工事を進めて

います。私たちと『 ONE TEAM 』となり建設業を盛り上げていきませんか！？47



【土木】 令和元年度
木曽川葭ヶ須下流川表高潮堤防補強工事

発注者：木曽川下流河川事務所 受注者：株式会社加藤建設

＜工事の目的及び概要＞
この工事は静的締固め砂杭工法及び砂圧入式締固め砂杭
工法にて、地中に砂杭を増設し、緩い砂質地盤を締め固め
ることで、堤防を補強します。

田島 章伍（氏名）
2016年入社

入社後４年ほど主に舗装
工事に携わり、2020年4
月から木曽川下流河川事
務所管内の地盤改良工事
に現場代理人として従事
し、日々施工管理に努め
ています。

写真

・現場での私の役割
現場では、日々の作業における安全管理及び工程管理を行っています。その中

で、発注者との段階確認における立会業務についても任されています。

・建設業を選んだ理由
私は、幼い頃から土木工事に携わっている父親の姿を見て育つことで、土木と

いう分野に興味を持つようになりました。大学で土木工学を専攻する中で、施工
管理の立場として建設業に関わりたいと思い、建設業を選びました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
現在、土木工事における週休二日制の導入であったりという職場環境の改善が

進んできています。以前の現場に対するイメージとしてあった、３K（きつい・汚
い・危険）というのも変わりつつあると思います。皆から憧れを持ってもらえる
ような業界にするためにも、たくさんの経験をして成長していくことで、若手一
丸となって建設業をより良いものにしていきましょう！

静的締固め砂杭工法
(SAVE-コンポーザー)
作業状況

砂圧入式締固め工法
(SAVE-SP)
作業状況
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【機密性２】

作成日_作成担当課_用途_保存期間

令和元年度 長島出張所管内堤防維持管理修繕工事
発注者：木曽川下流河川事務所
受注者：株式会社川瀬組

＜工事・業務概要＞
堤防除草工(春季刈・秋季刈） 1式
維持工事 1式
総延長約25㎞にのぼる木曽川右岸堤防と長良川左岸堤
防の除草工事及び維持修繕工事を行っています。

現場代理人 田内淳匡
2017年入社

2020年4月から長島出張所管
内の維持修繕工事に従事し、
日々堤防管理に努めています。

・建設業を選んだ理由
私は、工業高校で培った知識と経験を活かしていくとともに地域に貢献したいと思い、迷わず
建設業を選びました。

・現場での役割
現場では、現場代理人として労務管理、工程管理、安全管理を行っています。
日々の現場については、監理技術者や協力業者のみなさんと相談しながら進めていますので順
調に進捗しています。安全管理については、工事範囲が総延長約25㎞あるので自動車や歩行者
には特に気を付けています。

・未来をつくる若手・女性技術者の皆様へ
この仕事は、とにかくやりがいがあります。現場を管理する中で行うべき業務はたくさんあります。
その分日々学べる事が多く、全てが自分のスキルアップに繋がっています。仕事を続けていく中
で前の自分ではできなかった事ができるようになった時や現場完了時の喜びはとても大きな財産
になります！

ハンドガイドによる除草状況
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【建築】 令和2年度 木曽三川公園パークセンター建築工事

発注者：木曽川下流河川事務所 受注者：株式会社渡辺組

＜工事の目的及び概要＞
この工事は新設される公園の園路沿いにトイレ１棟・倉庫
１棟・休憩所２棟を新築する工事です。渡邊 慧一

2017年入社

入社より民間・公共建築
工事に従事した後、
2020年7月から木曽三川
公園パークセンター建築
工事に携わっています。

・現場での私の役割
現場では、現場代理人として手戻りの無いように業者間の調整や工程管理、安

全管理、品質管理を行っております。また、現場が円滑に進むように、発注者と
の協議調整等も行っております。

・建設業を選んだ理由
私は実家が建設業ということで選びました。高校生あたりで進路を決める際に、

身近な存在であった建設業を目指す方向へ自然と向かっていました。

便所棟の丁張掛け作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設業は（建築も土木も）作ったものが残り、友人や家族に自慢できたり、たくさんの人

に利用してもらえる嬉しさがあります。また、皆で１つの物を作り上げる達成感も得ること
ができます。何かを作ったり、共同作業が好きな方にはもってこいです。モノづくりの楽しさ
を一緒に味わいましょう。 50



【土木】 令和２年度 木曽三川公園管内維持工事

発注者：木曽川下流河川事務所
受注者：大島造園土木株式会社

＜工事の目的及び概要＞
この工事は、岐阜県海津市と三重県桑名市に跨り、木曽三川
沿いに点在する国立公園の施設の維持修繕を行う工事です。

田口 優
2012年入社

入社から現在まで、公園
の新設工事や、マンショ
ン等の建築の外構に携
わってきました。国土交
通省発注の造園工事も、
複数の工事を経験してき
ました。

写真

・現場での私の役割
現場では、現場代理人と監理技術者を兼任し、発注者である国土交通省の方と

の打ち合わせや他工事を行っている業者の方と調整を行いつつ、職人さんが安全
にスムーズにより良いものを作れるように現場管理を行っています。

・建設業を選んだ理由
私は、小さいころから植物や自然に興味があり、より多くの人に「緑っていい

な」と思ってもらえる仕事に就きたいと思い、公園や緑地を作ることができる造
園業の道に進もうと決めました。

植木材料の
品質を確認します

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
いろいろと悪いイメージを持たれがちですが、いざ建設業界に身を置くと、周

りは、明るく、熱い思いを持った人たちばかりです！
そんな仲間の一員になって、一緒に日本の未来をつくっていきましょう！

測量を行います
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【土木】 令和２年度 木曽三川公園管内維持工事

発注者：木曽川下流河川事務所
受注者：大島造園土木株式会社

＜工事の目的及び概要＞
この工事は、岐阜県海津市と三重県桑名市に跨り、木曽三川
沿いに点在する国立公園の施設の維持修繕を行う工事です。

和田 直樹
2020年入社

入社後に配属された初め
ての工事が木曽三川公園
管内維持工事になります。

・現場での私の役割

現場では、測量や写真整理、安全関係の書類の作成・管理を行っています。

・建設業を選んだ理由
私は、小さい頃から植物が好きで大学でも植物について学びました。就職する

際も緑に携わる仕事に就けたらと考えていました。緑豊かな空間を作れる点で造
園業が自分に合っていると思い、この職業を選びました。

丁張の作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、やることや覚えることが多く、きつい部分もあると思います。し

かし、自分のできることが増えたり、現場が完成していくのを見ると非常に充実
感ややりがいを感じられます。
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令和2年度 木曽川下流管内水準測量及び流量観測業務

発注者：木曽川下流河川事務所 受注者：三重測量設計株式会社

＜業務の目的及び概要＞
濃尾平野一帯の地盤沈下の測量で測量範囲は三重県桑名市
から岐阜県養老町及び羽島市までの185kmの観測を実施。
高水流量観測では木曽川・長良川・揖斐川・多度川・肱江
川 計5河川の観測を行います。

田端 健人
2018年入社

高校在学中に測量士補を
取得。今年度1級水準測
量の現場担当者として業
務に従事しております。

・現場での私の役割
観測距離185kmを上流班・下流班の2班体制で作業を進めております。
私は下流班のリーダーとして作業に従事しています。特に交通量の多い箇所
では作業員と通行車輌との接触事故が無いよう目を光らせております！！

・建設業（測量業）を選んだ理由
サッカーで工業高校に入学したのですが、測量の授業を受けた時に「測量は
物作りの基本だ！！」と先生に教わり「これだ！！」と感じました。
がんばって測量士補も在学中に取得しました。

観測状況（六華苑前にて）

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設業は職員の高齢化で悩まされています。新技術もたくさん出てきており
若い職員・女性の活躍する場所がたくさんあります。
「みなさん一緒に建設業を盛り上げていきましょう！！」
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【土木】令和２年度天竜川上流河川管理施設等監理検討業務

発注者：天竜川上流河川事務所 受注者：PCKK・ゼンシン設計共同体

＜業務の目的及び概要＞
この業務は、天竜川の堤防
や護岸などを適切に維持管
理するために、河川施設の
状態を把握し、変状を分
析・評価して、今後の対策
を検討していく業務です。

清水 郁
2012年 （株）ゼンシン入社

入社年より天竜川上流河川
事務所発注の流量観測業務
に8年間従事。
2020年4月から天竜川上流
河川管理施設等監理検討業
務に携わっています。

・現場での私の役割
この業務では、定期的に行われている施設点検業務で発見された損傷や異常等の変状箇所へ赴
き、損傷の状況や程度を確認してその原因や進行性の把握等、施設の状態を評価します。私は
目下の所、先輩技術者とペアを組み、その経験知を吸収しながら技術の習得に励んでいます。
・建設業を選んだ理由
元々学んでいた学科の就職先として建設コンサルタント業がありました。ただ、当時の私はこ
の業種について把握出来ていた訳では無く、会社説明会に参加してもぼんやりと理解できた程
度でした。選んだ理由は、単純に「いろいろな経験ができる」という漠然とした好奇心による
ものでした。(興味があるならｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟを活用することをお勧めします･･･)

変状箇所の状態を把握

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この業界は過去の私がそうであった様に、何をしている業界なのかが解りにくく、ともすれば
地味な仕事と捉えられてしまいます。近年はドローンなどICT化が興味を引くきっかけになって
きているかもしれません。ただ、建設業は今も昔も変わらず、人々の生活の基礎を築き、便利
に、また災害から地域を守る スケールの大きな、大切な仕事であると知っていてほしいと思い
ます。

評価箇所（護岸洗堀）の事例
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【土木(維持)】 令和2年度 天竜川駒ケ根地区堤防維持管理修繕工事
発注者：天竜川上流河川事務所 受注者：小澤建設株式会社

＜工事概要＞
・堤防除草工 773,000㎡
・河川土工 10,000㎥
・築堤盛土工 17,000㎥
・河川維持作業 1式

＜主な業務内容＞
現場での施工管理や安全
管理・書類整理、写真整
理を行っています。特に
安全管理については施工
範囲が広範囲となる為、
一般車、歩行者には特に
注意し日々業務を行って
います。

写真

＜現場での役割＞
現場代理人として準備段階から工事竣工に至る
まで、発注者や協力業者、地元関係者と打合せ
協議を密に進めながら、無事故・無災害で現場
を竣工させることです。

＜未来をつくる若手技術者の皆様へ＞
私たちが働いている建設業界とは、人々の生活基盤となる施設を作り、そし
て守る仕事です。最近では、週休二日制度や現場環境改善など様々な取り組み
を行い、これからはもっと働きやすい環境になります。又、現場・書類作成で
の苦労もしますが、現場が完成した時の喜びや達成感があり、とても【やりが
い】のある仕事だと思います。これからの建設業界を若い力でもっと盛り上げ
ていきましょう！！

河川維持作業

築堤盛土工

河川土工

堤防除草工

小澤 潤
2005年入社
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【土木(維持)】令和２年度
天竜川飯田地区堤防維持管理修繕工事

発注者：天竜川上流河川事務所 受注者：小池建設株式会社

＜工事の目的及び概要＞
この工事は天竜川（飯田下伊那地区）の維持管理を行うもので、
作業は、堤防除草や河川内樹木伐採、河川管理施設の補修の他、
出水時の河川巡視など多岐に渡ります。

石黒 良光
2014年入社

入社２年目頃から、国
土交通省、長野県飯田建
設事務所、飯田市発注の
土木工事にて現場代理人
を務めさせて頂きました。
２０２０年４月から天竜
川飯田地区堤防維持管理
修繕工事に携わっていま
す。

・現場での私の役割
現場では主任技術者として、主に出来形管理や品質管理、工程管理を行って

おります。また工事現場が円滑に進むよう協力会社との打合せも行っておりま
す。

・建設業を選んだ理由
私は、高校では土木科に入学しました。そこで建設会社への職場体験や企業

見学をさせて頂いた事により、私も建設業を通して、生まれ育ったこの地域の
発展に携わりたいと強く思い、建設業を選びました。

豪雨被災個所の
応急復旧作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、「きつい・危険・きたない」などあまり良いイメージでないの

が現状と思いますが、社会を支える建設業界の未来のため、新３Ｋ「給与・休
暇・希望」を実現できるよう、共に頑張っていきましょう!!

仕事の様子

堤防除草工
作業状況
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令和2年度 天竜川水系塩川床固工事
旬な現場 －若手技術者の紹介ー

発注者：天竜川上流河川事務所 受注者：大協建設株式会社

現場の大鹿村は、長野県南部、下伊那郡の北東部に位置します。大鹿村の鹿塩地区を流れる塩川では、
河床を安定させる塩川床固工群の整備を行っております。

宮下 房貴
みやした ふさたか

2014年入社

『プロフィール』
地元の高校を卒業後、大協建設(株)へ入社。林野庁治山工事、国土交通省
直轄砂防工事の現場に従事し施工管理の経験を積む。昨年度より塩川床固工
事の現場代理人を務めています。

『現場での役割』
現場代理人を務め、現場の取り仕切り・施工管理を行っています。また、

無事故・無災害で現場を完成させるため現場の安全管理・巡視を行い、現場
作業員ともコミュニケーションを取り現場に従事しています。

『建設業を選んだ理由』
高校の時に土木科で学んだことを活かし、地元の人々が安心・安全に快適

に暮らせるような土木構造物を造りたいという意欲から建設業を選びました。

『未来をつくる若手技術者の皆様へ』
近年は、豪雨災害や台風による被害も多いので建設
業の重要性を身に染みて感じます。建設業も働き方改
革やICTの導入により作業環境も変化しています。大
鹿村の自然を感じながら一緒に現場で働ける技術者が
増えてほしいです。

【上から見た塩川5号床固工】
TAIKYO

大協建設株式会社

今年度は、型枠
を大枠にユニット
化して建て込む施
工に取り組んでい
ます。作業の効率
化、工程の短縮を
図っています。この塩川床固工群の中には、この地域でも珍しい床

固工と護岸の天端が曲線構造になっている箇所があり、
昨年度施工しました。この曲線構造物を綺麗に作り上
げるために現場では、熟練した型枠技術を持った職人
さんの技に、3Ｄ施工管理データによる測量管理を融
合させ綺麗な曲線構造物を造ることができました。

施工管理データによ
り自動追尾TSで測量
します。

現場では、作業員と
のコミュニケーション
を大事にしています。
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【土木】 令和2年度 天竜川水系飯島砂防管内整備工事
発注者：天竜川上流河川事務所

受注者：神稲建設株式会社

＜工事・業務概要＞
河川土工-掘削工、残土処理工（34,950㎥） 河川維持1式

清水 優希 25歳
2013年入社

入社から現在に至るま
で主に国交省直轄工事
の河川、砂防の現場に
従事し施工管理の経験
を積む。今の工事では
ICT技術を活用した施
工管理を行い生産性向
上を目指しています。

・現場での役割
現場代理人の立場として全般的な施工管理や発注者との連絡調整が主な役割です。施工管理で

は社内のICTアドバイザーからアドバイスを受けながら、LSによる起工測量から設計データの作
成、3次元出来形管理等積極的に取り組んでいます。
・未来をつくる若手・女性技術者の皆様へ
この仕事は、自分が作った社会インフラが利用者の暮らしに役立ち、それが未来に永続的に引

き継がれるもので、とてもやりがいのある仕事だと思っています。また、現場ごと違った環境条
件なので同じものはなく、それぞれに特有な苦労や困難もありますが、それを乗り越えることで
経験となり、完成した時は達成感とともに出来上がった構造物は誇らしく感じます。このような
仕事を一緒に頑張れる技術者が増えれば嬉しいです。

I C T へ の 取 り 組 み

残土処理工飯島第2砂防堰堤

伊那インター工業団地B区画

設計データ 施工履歴データによる点群データ 3次元出来形管理

ICT建機による施工状況

造成工
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【土木】 令和2年度 天竜川葛北護岸工事

発注者：天竜川上流河川事務所 受注者：下平建設株式会社

＜工事の目的及び概要＞
この工事は、将来の新堤防築造のための低水部分の護岸工
事です。上流工区（延長170ｍ）、下流工区（延長140
ｍ）と2工区あり、主に護岸根継と根固めブロックを施工
します。

山田 康貴
2002年入社

入社後、県発注の道路工
事に補佐、見習いとして
従事し、平成21年より
国交省の工事を毎年担当
し、現在の工事は令和2
年6月より現場代理人と
して携わっています。

・現場での私の役割
現場代理人として携わっています。工区が2つあるため、それぞれの作業に目

を配りながら、安全対策や段取り等行っています。忙しい現場ですが、慌てず安
全第一をモットーに無事故無災害でやり遂げたいと思います。

・建設業を選んだ理由
父親が建設関係（建築）の仕事をしていたため、手伝い等しているうちに、将

来は外の仕事がしたいと思うようになりました。土木系の学校を卒業し、担任の
先生の勧めもあったため、今の会社に入りました。

掘削、仮締切盛土施工状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、夏は暑く、冬は寒く、朝も早いです。夜も書類等の残業もあり

（たまに）キツイ事も多いですが、地図に残るような大きな仕事ができ、やりが
いがあります。工事が完成した時の達成感と、頑張ったみんなで飲む酒は格別な
ので、ぜひ一人でも多くの若者にこの仕事を選んでいただきたいと思います。

上
流
工
区

下流工区
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私はものづくりのプロとして、100年後も持続可能な社会の創造を念頭に、

日々の仕事に取り組んでいます。日常の安心・安全が次の世代、また次の世代

に引き継がれていく過程を担い、また信頼と満足でお客様から選ばれ続ける企

業の一員である事に、とても使命感のある魅力ある仕事だと思っています。皆

さんも一緒に持続可能な未来を築いていきましょう。

未来を創る若手技術者の皆様へ

建設業を選んだ理由

ものづくりと言う大きなプロジェクトに携わり、小さなスケールで描かれた図

面を等身大で再現し完成させ、未来に残すことができると思ったからです。

現場代理人の手足となって、工事の施工管理を補佐しています。

入社以来の経験とスキルをベースに会社と先輩の全面的バックアップのもと、

業務を遂行しています。

現場での私の役割

胡桃澤 広

KO KURUMISAWA

2014年入社

飯田OIDE長姫高校を卒業

し、株式会社トライネット

に入社しました。

工事・業務概要

ジオテキスタイル補強土壁工事
を行っています。

【土木】令和2年度 遠山川砂防管内・中流地区

地すべり対策整備工事

補強材設置作業状況

発注者：天竜川上流河川事務所 受注者：
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令和2年度 美和ダム再開発環境影響調査業務
発注者：三峰川総合開発工事事務所
受注者：株式会社 建設環境研究所

＜業務の概要＞
湖内堆砂対策施設（湖内ストックヤード施設等）の試験運用開始
前の河川環境のモニタリング調査及び湖内堆砂対策施設工事によ
る猛禽類の生息状況の影響調査を行っています。

加藤 雅之
2009年入社

大学院で淡水魚の生態
に関する調査・研究を行
い、入社後は、河川環境
や希少魚類の保全に関す
る業務のほか、猛禽類の
保全関する業務にも従事
してきました。

2020年4月から、三峰
川総合開発工事事務所管
内における再開発環境影
響調査に携わっています。

・業務での私の役割
現在の業務では、主に猛禽類調査を担当しており、施設整備工事による環境への影響を把握す
るために、工事箇所近傍に生息する猛禽類を対象とした調査を行うとともに、調査結果をとり
まとめて事業影響の評価を行っています。
現地調査では、安全管理や発注者との調整等の現場管理の他、猛禽類の定点観察や林内踏査、

騒音・振動の測定を行っています。

・建設業を選んだ理由
幼少時より魚や鳥、昆虫などが好きで、自然に携わる仕事に就きたいと思っていました。魚

類をはじめとした環境や希少生物に関する保全について、建設コンサルタントの側面から少し
でも貢献したいと思いこの業界を選びました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設コンサルタント業界は、インフラ整備と環境保全を両立させる上で、とてもやりがいが

ある仕事だと思います。専門分野にとどまらず、周りの専門家とともに仕事を進めていくこと
で、自らの見識を増やし、より技術力の高い技術者に成長できると考え、業務に取り組んでい
ます。

生物環境調査の状況

物理環境調査の状況

猛禽類調査の状況
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青山 夏海
2017年入社

入社後、道路やトンネル工事に
伴う水文調査、地域の地下水モ
ニタリング調査等の水に関する
業務に従事してきました。2019
年より、矢作ダムの水文調査に
携わっています。

【土木】 令和２年度 矢作ダム水文調査業務

発注者：矢作ダム管理所 受注者：アジア航測株式会社

・現場での私の役割
地域の水環境や水利用を把握するため、担当技術者として水文調査を行っています。毎月、住
宅の井戸や、井戸の水源となる沢の水量・水質を仲間（私の他にも若手女性技術者がいます）と
ともに調査しています。調査時は、調査員の体調管理や安全管理は勿論ですが、地域の生活の場
に立ち入るため、住民とのトラブルが発生しないよう、誠実に対応することを心がけています。

・建設業を選んだ理由
大学では水に関する勉強をしていたため、卒業後は水の保全や環境調査に関わる仕事に就きた
いと考えていました。大学3年生のとき、建設コンサルタント業で、地域の環境保全や工事に伴
う環境調査などを行うことを知り、この業界を目指すようになりました。
室内にこもって仕事をするよりも、実際に現地に足を運んで地元の人の話を聞きながら、調査

をしたいと思ったのも理由の1つです。

採水試料と流量
調査の様子

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
トンネルを1つ造るにしても、様々な分野の人間が多く関わっています。この業界に興味があ
る方は、自分の専門分野に固執せず、他分野の仕事についても調べてみてほしいです。新たな発
見があるかもしれませんし、将来やりたいことの選択肢が増えるかもしれません。
経験や知識が浅いうちは大変なことの方が多くてもどかしいですが、現場で調査をしたり勉強

をしていると、やっぱり面白いと感じます。

業務の目的及び概要
この業務は、調査地域内の水利用や沢水及び湧水量等の実
態を調査・観測し、矢作ダムにおける土砂バイパストンネ
ルの検討及び設計に際しての基礎資料とするものです。

沢水の流量調査
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【土木】 令和２年度 矢作ダム地質調査業務

発注者：矢作ダム管理所 受注者：応用地質株式会社

村上 みなみ
（2017年 入社）

入社から約3年は、主
として、道路・水路トン
ネル、地すべり、道路斜
面を対象とした地質解析
業務に従事して参りまし
た。矢作ダム地質調査業
務へは、2020年7月から
携わっています。

私の役割は、主に以下の2つです！
①現場準備・段取り
ボーリング調査は、目的によって規格が異なります（孔

径・原位置試験等）。適切な調査内容の提案を行うために、現
地・現物・現実確認を大切にしています。また、発注者・
同僚・協力会社との連携を図り、安全かつ迅速な現場運営
を心掛けています。
②地質解析
業務の主目的である、土質・地質状況の把握を行うため、

既往資料の整理・現地踏査・ボーリングコア観察を行って
います。地質は難しく、どんな業務でも新しい知見が得ら
れるため、とてもやりがいがあります。今は若手の特権を
利用して、ベテラン先輩方のご協力を頂きながら、頂いた
知見・経験談・情報を活用できるように心がけています。

建設業を選んだ理由

大学で専攻した地質学が、社会でどのように活かされているのか興味を持ったのがきっかけです。
中でも地質調査業は、各種の調査・試験等を行うことで、自然現象を定数で評価したり、言葉で表現す
ることを稼業としており、非常に難しいですが奥行きのある仕事だと思います。

建設業に興味のある若手・女性技術者の皆様へ
一般的なイメージにもある通り、建設業の女性職員の比率は低いのが現状です。身体が資本となる現

場作業が多いこの業界で、女性が男性よりも体力面で不利に見えてしまうのは否めませんが、その分人
と協働して仕事をこなすことに長けているともいえます。どの業界でもいえることかもしれませんが、
性別の差は、個々人の性格の差の一つに捉え、自分の個性を生かせるような働き方をすることがやりが
いに繋がっていきます。辛い時に頼れるのは、それまで働いてきた時間と好奇心です（今の所）。女性
には少しとっつきにくい業界かもしれませんが、少しでも興味があれば一緒に働いてみませんか。

＜業務の目的及び概要＞
矢作ダムでは、貯水池内の長期的

な堆砂対策事業としてダム北部に土
砂バイパストンネルの建設を計画し
ています。
この業務は、トンネル掘削予定箇

所の土質・地質状況の把握を目的と
しています。本業務で行っている
ボーリング調査及び弾性波探査に
よって、トンネル掘削箇所の土質定
数を捉え、それらは今後の詳細設
計・施工時の基礎資料となります。

表：堆砂対策の主要なメニューと
矢作ダムにおける適用性

矢作川 （本業務調査地周辺）

←現場打合せ

↑地点測量

←現地踏査・
現場確認

※「ダムにおける堆砂対策の現状と課題
―矢作ダムを事例として―」より抜粋
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第１章

道路に関わる

若⼿技術者の声
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【土木】 令和元年度 多治見管内改築舗装工事

発注者：多治見砂防国道事務所
受注者：株式会社ＮＩＰＰＯ 中部支店

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は一般国道21号バイパスを4車線化整備すること
で、並行する現道の渋滞解消を目的としています。熊倉 識政

2013年入社

工事現場全景写真
など

作業状況がわかる
風景写真など

入社後の3年間は宮城県で
地方自治体の公共工事や
民間工事に従事していま
した。4年目以降は東海地
方で、国交省やNEXCOの
舗装工事に従事していま
す。本工事では現場代理
人を担当しています。

・現場での私の役割
現場では、施工の進捗状況を見ながら工程調整をしたり、安全に作業が行われ

ているかをチェックします。また工事を進めいていく上で問題になることを予見
して、発注者と打ち合わせを行います。
・建設業を選んだ理由
私は、学生時代に茨城県で2011年の東日本大震災を経験しました。常磐道が

被害を受け通行止めとなりましたが、甚大な被害を受けた道路を6日間で復旧した
弊社の存在を知り、道路を作る業界を選びました。

・学生の皆様へ
この仕事は、3K(きつい・汚い・危険)と言われていますが、働き方に関しては

大きく変遷している時期です。本現場では土日は休むようにしていますし、今後
はさらに働きやすい環境になっていくはずです。やりがい・達成感もどの業界に
も負けません！是非建設業の道へと足を踏み入れてください！

側溝の据え付け状況
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井上 寛大
2017年中途入社

これまで、河川工事・
道路拡幅工事・舗装修
繕工事・歩道橋塗装工
事・橋梁補修工事等に
従事していました。

2019年6月頃から本工
事に従事しています。

【土木】 平成31年度 瑞浪恵那道路整備工事
発注者：多治見砂防国道事務所
受注者：セントラル建設株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は瑞恵バイパス道路を作っていく上で必要な工事
用道路の新設や現道拡幅を行う工事です。

・現場での私の役割
現場では、自動追尾式のトータルステーション（TS）を使って、単独測量で工

事の位置出しをしています。 また、地元の方々から「どんな工事をしている
か？」と、聞かれた時には、写真等を使って 全現場の進捗状況を分かりやすく説
明し、コミュニケーションを図っています。

・建設業を選んだ理由
私は、小さい頃から重機に乗ることが夢でした。また、父の仕事に憧れており

ずっと建設業に入りたいと思い学校を卒業後この建設業に就きました。

橋梁架設の作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は苦労することも沢山ありますが、工事が完了した時は達成感もあり、

作った構造物はずっと残ります。そうした時に10年先・20年先自分の子供が成長
した時にいっぱい自慢ができる素晴らしい仕事だと私は思います。

舗装の作業状況

補強土壁の作業状況
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＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は瑞浪市と恵那市をつなぐ道路の一部となるボッ
クスカルバート、道路盛土、排水構造物を施工する、延長
840ｍの工事です。久木 涼太郎

2017年入社

入社後2年ほど岐阜県発
注のため池改修工事に従
事した後、2020年7月か
ら瑞浪恵那道路建設工事
に携わっています。

・現場での私の役割
現場では、工事を進めていくうえでの測量、写真管理、安全管理を担当してい

ます。また本現場では、私が最年少であり、上司や職人さんに分からないことを
質問し日々勉強しています。

・建設業を選んだ理由
私は、父が建設業に携わっており、子供のころから身近に感じていました。

また、地図に残る仕事がしたいと考え建設業を選びました。

コンクリート打設の作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、橋や道路など多くの人が利用する構造物を造る仕事です。子供や

孫の世代まで残るようなものを造る事ができ、大きな感動や達成感を得られるの
は建設業ならではだと思います。

【土木】 令和元年度瑞浪恵那道路
公文垣内地区道路建設工事

発注者：多治見砂防国道事務所 受注者：株式会社 吉川工務店
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【土木】 令和2年度 瑞浪恵那道路下沢地区下部工事

発注者：多治見砂防国道事務所 受注者：株式会社中島工務店

＜工事の目的及び概要＞
この工事は岐阜県恵那市と瑞浪市をつなぐ瑞浪恵那道路の
一部となる橋の下部工を造る工事です。現在は橋脚部の床
掘段階です。

つ げ ふ う と

柘植富翔
2020年入社

入社後3か月間の社内研
修を得て瑞浪恵那道路の
下沢地区の下部工事に従
わっています。

・現場での私の役割

私は現場監督として作業の指示を出すだけではなく安全管理、出来形管理や品質
管理など施工状況に応じた役割をこなしています。

・建設業を選んだ理由

私が建設業を選んだのは、物を造る仕事はどれも後世に残るものですが小さい部
品ではなく誰もが一目でわかるような物を造りたくて土木の監督になりました。

床掘の作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ

この仕事で造る構造物はとても大きいですが、ｍｍ単位での管理が必要です。
作業はとても大変ですが完成した後の達成感はどの仕事にも負けません。

㈱中島工務店
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旬な現場 ～若手技術者の紹介

令和２年度 岐阜国道東海環状南部工事監督支援業務

発注者：岐阜国道事務所 受注者：大日コンサルタント・ＰＳ設計共同体

未来の若手技術者の皆様へ
建設業は、職人やゼネコンの監督、建設コンサルタント（設計、積算、監督支援）および

発注者のように幅広く業務があり、様々な立場があります。ぜひ建設業に興味を持って
いる未来の若手技術者の皆様には、まず各業務を知って頂き、自分に合う業務を見つけ
てほしいと思います。
また、どの業務も若い人は少ない為、活躍するチャンスが大きいと感じます。この業界

の若手技術者が不足しているピンチを、若手技術者が活躍できるチャンスだと思い、こ
の業界で働いてみませんか？

つちや たいき

土屋 太輝
2019年入社 27歳

自己紹介
私は大学卒業後、ゼネコンで3年働いた後、建設

コンサルタントに入社し、現在は現場技術員として
監督支援業務に従事しております。
技術者として東海環状という大きなプロジェクト

に関わることでき、また日々土木に関する知識を
深めることができ、業務にやりがいを感じています。

業務概要
業務場所：岐阜国道事務所 大垣監督官詰所
業務期間：令和2年4月1日～令和4年3月31日
業務内容：岐阜国道事務所の大垣監督官詰所

における道路に関する工事実地の
監督補助を行うものであり、調査職
員を支援し、当該発注工事の円滑な
履行及び品質確保を図る。

建設業を選んだ理由
私が建設業を選んだ理由は、学生の時に公共性のある建造物に携わりたいと思ってい

たからです。そして、建設業を通して、地域社会に貢献したいです。
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令和２年度 １５６号郡上大橋環境調査業務

発注者：岐阜国道事務所 受注者：アジア航測株式会社

＜業務の目的及び概要＞
この業務は、岐阜県郡上市八幡町一般国道１５６号にて郡

上大橋架替事業が、環境に与える影響を評価するために、動
物・植物調査を実施します。また、調査で得られた結果をも
とに環境保全対策の検討を行います。

中森 さつき
2019年入社

入社後1年ほど各種環境
調査業務等に従事した後、
2020年4月から156号郡
上大橋環境調査業務に携
わっています。

・現場での私の役割
現場では、動植物調査の担当者と

して、貴重な種の生息確認や記録、
調査員の監督・安全管理等を行って
います。入社当初は現場に馴染める
か不安でしたが、皆さん気さくに話
しかけてくださったおかげで、円滑
に現場作業を進めることが出来てい
ます。貴重な動植物を観察したり、
自分の持つ知識や経験を活かして環
境保全対策を考えることは、難しい
反面楽しくもあります。

・建設コンサルタントを選んだ理由
私は幼いころから生き物や植物の観察が好きでよく両親に川や山に連れて行っ

てもらっていました。大学で勉学をする中で建設コンサルタントという業界を知
り、自分の好きなことを仕事にすることができると考えたためです。

業務対象地域の156号郡上大橋周辺

・未来をつくる技術者を目指す皆さんへ
私たちの仕事では、普段目にすることが出来ない生き物と触れ合える機会がた

くさんあります。少しでも建設コンサルタントに興味を持たれた方は、是非先輩
方のお話を聞いてみてください。

調査風景夜間調査風景

アズマヒキガエル ヒガシニホントカゲ
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令和２年度 ４１号上麻生地区水文地質調査業務
発注者：岐阜国道事務所

受注者：サンコーコンサルタント株式会社

＜業務の目的及び概要＞
この業務は、国道41号飛水峡街道の改築のため、道路設計
に必要な水文・地質調査をおこなうものです。

小島 萌
2015年入社

入社後はトンネル掘削
現場にて地質観察業務に
従事しました。
2020年4月から上麻生
防災事業の水文地質調査
業務に携わっています。

・現場での私の役割
現場では、ボーリング調査・弾性波探査などの地質調査が安全かつ円滑に進め

られるよう、施工および工程、安全管理をおこなっています。
また、山や地盤の状況を把握するため、山の中の崖（露岩）やボーリングコア

の岩石・土砂を観察し地質性状を記録しています。

・建設業を選んだ理由
学生時代に学んだ地質学を人々の豊かな生活等につながる社会資本整備に活か

したかったため。

ボーリングコアを観察し、地質を評価しているところ

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
自然災害の多い日本において、地質調査は道路や橋梁、トンネルといった社会

インフラの構築や自然災害から人々の生命・財産を守る上で重要な仕事だと思い
ます。調査対象の大自然と、人々が生活するうえで欠かせない構造物を「つな
ぐ」ために、確かな技術力を磨くことができます。山や自然が大好きな方にもと
てもおススメな仕事です！

地質調査（ボーリング）状況

71



【土木】 令和２年度 岐阜国道管内工事監督支援業務
発注者：岐阜国道事務所
受注者：イッセイコンサルタント（株）

＜業務の目的及び概要＞
工事実施の監督補助を行うものであり、調査職員を支援し、
工事をスムーズに進めること及び品質確保を図ること。

村山 凌太
2018年入社

入社後、主に岐阜国道管
内工事監督支援業務に従
事しています。

・業務での私の役割
大垣維持出張所にて工事監督支援業務補助を行っています。施工状況を把握す

るために工事業者の方々と積極的にコミュニケーションをとるようにしています。
また現場の状況を正確に調査職員に伝達するようにしています。

・建設業を選んだ理由
工業高校で建設業に関することを学び興味を持ちました。先行きの不透明な時

代の中で安定感のある職種に就こうと考えていたところ、人々の生活をよりよい
ものにする建設業に就職しました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
働き方改革や週休2日の取り組みもあり働きやすい業種です。しかし覚えるこ

とが多く、様々な方と関わる仕事のためにコニュニケーションも重要になり慣れ
るまで大変だと思います。ですが日々スキルアップを実感でき、やりがいがあり
ます。今後一人でも多くの方と一緒に働けることを願っています。
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令和元年度東海環状大垣地区北整備工事
発注者：岐阜国道事務所 受注者：株式会社 伊藤工務店

吉田 淳二
2016年入社

入社後は主に舗装工事、
造成工事に従事しており令和
元年7月より令和元年度東海
環状大垣北整備工事に携わっ
ています。

～工事・業務の目的及び概要～
東海環状線、大垣西IC～大野神戸IC間の側道・排水路・

防護柵等を整備する工事です

・建設業を選んだ理由

私は叔父が土木の施工管理の仕事に携わっており、幼かったころによく叔父が携
わっている現場を見せてもらったりしていましたので、建設業は子供のころから身
近に感じていました。
その頃から自分もいつか叔父のようにものづくりの仕事に携わりたいと思っていま
した。

・現場での役割

現場では測量で施工前に丁張による位置出し、施工後には出来形の測定を行った
り、電子黒板を使った写真管理を行っています。
快速ナビによる測量、電子黒板やドローンを使っての写真管理、特殊車両のGPSを
使った運行経路の管理などの新しい技術を使っての施工管理に取り組んでいます。

・未来をつくる若手・女性技術者の皆様へ

インフラ整備の仕事は私たちの生活と切っては切り離せない関係にあります。
家族や友人、同じ地域に暮らしている皆さんの安心で安全な暮らし、その当たり前
を守っていく大切な仕事だと思います。
大変なこともありますが、それ以上にやりがいや喜びも多い仕事だと思いますので
一緒にこれからの建設業を盛り上げていきましょう。
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【土木】 令和元年度 東海環状海津PA地区中地盤改良工事

発注者：岐阜国道事務所 受注者：岐建株式会社

藤田 啓介
2018年入社

入社3年目になり、今回の
工事では現場代理人とし
て現場に従事しています。
以前も東海環状自動車道
の工事に携わっていました。
現場では測量や品質・出
来形管理、安全管理など
を行っています。

＜工事概要＞ 工事延長:70m
地盤改良工 1式(スラリー撹拌 314本)、仮設工 1式
本工事は、一般国道475号東海環状自動車道の海津

市南濃町（海津PA Eランプ）において擁壁下部の地盤
改良工の施工を行う工事です。

地盤改良（CI-CMC工法） 状況写真

仕事のやりがい

工事がスムーズに進行し完成した時にこみ上げる達成
感は、この仕事のやりがいであり、醍醐味だと思います。
自分が思い描いた通りに完成した時は本当に嬉しいです
し、地域の方から声をかけて貰えると、今まで頑張ってき
たことが実を結んだと感じます。

未来の若手技術者のみなさんへ

この仕事は現場での力仕事や書類作成などのパソコン業務があるため、体力も知識
も必要になります。最初は大変だと思うことがあるかもしれませんが、会社の上司に教
えてもらいながら仕事していくことで自然と慣れていき、その教えてもらった知識を仕事
に生かすことができた時のやりがいや達成感があります。
また、残業時間の削減や週休2日制の導入など、近年の働き方改革によって働きやす
い環境になりつつあります。建設業では若手技術者が不足していますが、多くの人の力
を合わせて1つのものを作り上げた時に、現場でしか味わえない感動があります。
ぜひ、一緒に働いて人々の暮らしを支える一員になりましょう。
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【環境】 令和2年度 41号上麻生地区環境調査業務
発注者：岐阜国道事務所 受注者：株式会社建設環境研究所

＜業務の目的及び概要＞
飛騨川沿いに位置する一般国道４１号の上麻生防災事業計画地
において、自然環境に配慮しながら事業を進めるために、動植
物等の環境調査、影響検討を実施する業務です。

山口 藍
2020年入社

建設コンサルタントで
働く入社1年目の新人で
す。建設環境分野で主に
道路やダム事業に係る環
境調査を担当する部署に
所属しています。
大学では野生動物の保全
や管理について学んでい
ました。

・現場での私の役割
現場では、主にドローンを用いた航空写真の撮影を担当しました。足場の悪い

危険な箇所などでは、ドローンで撮影した画像から植生分布を判別したり、河川
の河床状況を記録することでより安全に調査を実施することができます。

・建設コンサルタントを選んだ理由
学生の頃に現地調査のアルバイトをする機会があり、建設コンサルタントとい

う仕事があることを知りました。そこで、生物の保全と人間社会の発展の両立を
図るというやりがいのある仕事だと感じたためこの業界を選びました。実際に業
務に携わってからは、現場で調査した結果を自らとりまとめることができるとこ
ろに魅力を感じています。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
現場ではドローンでの撮影を担当しましたが、数か月前までは操作をしたこと

さえありませんでした。社会人1年目で会社に貢献できているのか不安になること
もありますが、今は一つ一つの作業を丁寧にこなして、徐々に知識や技術を身に
付けていきたいと考えています。みなさんもあまり身構えることなく、興味を
持った世界に飛び込んでみると良いと思います。

ドローン操作風景 ドローン撮影画像
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【調査】令和2年度21号岐大ﾊﾞｲﾊﾟｽ茜部地区地質調査業務

発注者：岐阜国道事務所 受注者：株式会社建設技術研究所

＜業務の目的及び概要＞
岐大バイパスの構造物設計のための地盤情報を得る

ことを目的にボーリングマシンを用いて土質資料を採
取したり、土質の強度や透水性を求める原位置試験を
実施しています。

岩見 崇弘
2015年入社

大学では地質学を学びま
した。これまでに、道路
設計のためのボーリング
調査や岩盤からなる山岳
地の水文調査、市街地の
井戸調査などを経験しま
した。
この10月から現在の現
場を担当しています。

・現場での私の役割
現場では主に、ボーリング作業の安全管理やコア観察・原位置試験などの管理を
担当しています。目に見えない地下を探る調査のため、日々オペレーターや先輩
技術者と情報共有・意見交換し、適切な試験・試料採取に努めています。

・建設コンサルタント業を選んだ理由
就職活動の際、地質の知識を社会に生かすことができる業種として建設コンサル
タントという分野があることを知りました。社会に必要不可欠な橋梁やトンネル
等、スケールの大きな事業に関われることに魅力を感じ、この業種を選びました。

ボーリングコアの観察

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
地質調査は、自然の地盤からいろいろな情報を読み取り、道路の建設などに必要
な情報を取り出す仕事です。不均質な地層を相手に、次々に上がってくるボーリ
ングコアから適切な試験位置・方法を設定しなければなりません。専門的な知識
を生かして公共事業に貢献できる点に魅力を感じます。

標準貫入試験の管理

国道21号線でボーリング調査を実施中
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令和2年度 東海環状南部水文調査業務

発注者：岐阜国道事務所 受注者：国際航業株式会社

菊池萌 2014年入社
入社7年目。水文調査・地質調査
を主に担当しています。

写真

作業状況がわかる
風景写真など

＜現場での私の役割＞
水環境のモニタリングでは、現地調査の作業工程管理や水質・水位の調査を行ってい

ます。その他にも、工事影響評価に必要な周辺工事状況の確認、必要に応じて工事業
者から工事内容や進捗のヒアリングをしています。

＜建設コンサルタント業を選んだ理由＞
学生時代は地質学を学んでいました。その地質の視点から、防災やインフラ整備事業

に携わりたいと思い、この業界に進みました。

＜未来をつくる若手技術者の皆様へ＞
建設コンサルタントは、日本の国土強靭化を根底から支える重要な分野です。私たち

の調査をもとに道路や町がつくられ、地域の皆様、未来の子供たちの生活を支える一助
となれることは、とてもやりがいを感じます。そのためにも日々勉強の毎日ですが、新た
な知識や経験を得られる喜びと自分自身の成長を強く実感できると思います。ぜひ一緒
に成長しながら、楽しく働きましょう。

＜業務の目的及び概要＞
本業務では、一般国道４７５

号東海環状自動車道の岐阜
県本巣市から岐阜県海津市
間において、事業の工事影響
評価に必要となる基礎データ
を収集するため、水環境（地
下水や表流水）のモニタリン
グを実施しています。

工事現場全景写真
など

東海環状自動車道
（調査対象箇所）

観測井戸の地下水調査状況
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【土木】 令和元年度
東海環状海津ＰＡ地区北地盤改良工事

発注者：岐阜国道事務所 受注者：株式会社 市川工務店

現場代理人 井川 愛介
2015年入社 6年目

昨年8月、東海環状自動
車道の工事で初の現場代
理人に従事し、今年度も
引続き現場代理人として
今回の工事に携わってい
ます。ここで得た知識や
経験を活かし、今後に繋
げれるように頑張ってい
きたいです。

・現場での私の役割
測量や丁張による位置出し、周辺の関連工事および下請業者との工程の調整、

出来形管理、品質管理など行っています。現場は安全が第一です。無事故・無災
害で終えれるよう日々安全管理に努めています。
・建設業を選んだ理由
私は、大学で土木学科を専攻し、学んでいるうちにものづくりに興味を持ちま

した。普段私たちの生活を支えている道路等のインフラを建設することで達成感
や感動を味わいたいと思ったからです。
・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、最初は大変だと思いますが、年々経つにつれて自分のスキルアッ

プや充実感また、工事が終わるとやりがいや達成感を味わうことができます。
現在働き方改革で残業の削減や休日の確保等働きやすい環境に向けて、徐々に改
善されています。この建設業界に魅力を感じ、一緒に建設業で働きましょう。

＜工事概要＞
工 期：令和2年4月1日～令和3年3月26日
工事内容：道路土工、地盤改良工(スラリー攪拌314本)

擁壁工、仮設工
本工事は、一般国道475号東海環状自動車道の海津PAにおい

て擁壁工及び盛土区間における軟弱地盤対策として、深層混合
処理(CI-CMC工法)を施工しています。

スラリー攪拌による打
設状況です。約35ｍ
固化材(セメント)打設
しています。
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【土木】 令和2年度 東海環状岐阜IC中央本線橋P8橋脚工事

発注者：岐阜国道事務所 受注者：株式会社市川工務店

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は山県IC～大野神戸IC間をつなぐ道路の一部とな
る橋梁の下部工を建設する工事です。
施工延長40m、RC橋脚工1基、場所打杭13本

木下 稜介
（2015年入社6年目：24歳）

私は高校卒業後、株式会社
市川工務店に就職しました。
入社当時はわからないこと
も多く、ただ一生懸命に元
気よく工事を担当していま
した。今回の工事で初の現
場代理人として従事してい
ます。知識、経験がまだま
だ足りませんが、この工事
で自分自身また1歩前進で
きるよう、元気よく頑張り
ます。

・現場での私の役割
現場での私は、発注者との打合せや工事を円滑に進めるために近接工事との工程調整、現場の安全巡

視を行っています。また協力業者とのコミュニケーションを大切にするなど心掛けています。

・建設業を選んだ理由
私の祖父が建設業に携わっており、その影響から幼少の頃より工作が好きな子供でした。そのため高

校では土木科を専攻し、進路先を考えるころには造った物が地図に残る建設業に就職したいと決めてい
ました。実際に携わってみて、造るといっても幅広い工事内容があり、また日々進化していく技術によ
り毎日が学ぶことの連続です。

生コンクリート打設の作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設業は日々進化しています。3K『きつい・汚い・危険』は働き方改革により週休2日への取り組み、

現場環境の快適化、ICT化による安全性の向上などが実施されています。また若手技術者が人手不足なの
が実態です。そのため若い世代は貴重な存在であり、多くの場面で活躍し飛躍することができます。
私も過去に苦労する場面を経験していますが、苦労して完成できた工事ほど思い出深いものになります。
また完成後の道路を利用してもらえている感動、自分がその道路を利用してみるなど工事後にこのよう
な楽しみ方もあります。建設業に興味のある方、今後の生活基盤を支える技術者になってみませんか？
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【土木】令和元年度 東海環状岐阜ICランプ橋中下部工事

発注者：岐阜国道事務所 受注者：株式会社市川工務店

淺野 佳寿美
2006年入社

入社時は事務職にて採用
でしたが現場事務へ異動
になり、それ以降、徐々
に現場作業へ従事するよ
うになりました。現在は
産休育休を経て二人の子
育てをしながらですがと
ても楽しく仕事をしてい
ます。

・現場での私の役割
現場では、主に書類作成、測量計測補助を行っています。安全に作業されて

いるかなど現場での巡視も行っています。

・建設業を選んだ理由
私は、入社時は職種が違いましたが現場業務に従事するに従い、大変なことも

ありますがみなさんが一生懸命仕事をされる姿をみて地域社会の為にもっと近く
で現場に携わってみたいと思うようになりました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、計画された構造物などを作業に係るみんなで創っていくことで景

色がどんどん変わっていき、その様を体感できることが楽しいです。現場環境も
トイレや設備等女性向けのものも増えています。ICT施工に伴い最先端のソフトを
用いて現場の方の力になれることもたくさんありますのでぜひ建設業の今を感じ
てもらいたいです。

ドローンにて空撮作業状況

＜工事の目的及び概要＞
この工事は東海環状岐阜IC(仮称)の一部となる橋梁を3基
建設する工事です。
工事延長 L=70m 道路土工1式
RC橋脚工1式（N=3基 場所打杭28本）仮設工1式

現場把握用
CIMモデル作成
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旬な現場 ～若手技術者の紹介～

令和元年度 東海環状海津ＰＡ地盤改良工事
発注者：岐阜国道事務所 受注者：株式会社 松野組

工期：令和２年４月１０日～令和３年３月２６日
工事内容：工事延長 Ｌ＝１６５．０ｍ

道路土工・・・１式 地盤改良工・・・１式
路体盛土工・・・１式 サンドマット工・・・１式

バーチカルドレーン工・・・１式
本工事は、東海環状自動車道海津ＰＡにて、

バーチカルドレーン工法で地盤改良をする工事を行います。

写真

しんどう まさや

進藤 誠冶 （２０１３年入社）

私は、工業高校の建設工学科を卒業し、地元岐阜県の
株式会社松野組に就職しました。
入社当時、現場に出て右も左も分からない私に、先輩

方には優しく、時には厳しい指導をしていただきました。
現在も日々勉強の毎日です。

現場内の安全管理や測量、出来形の測定、
施工状況等の写真管理を主に行っております。
協力業者の作業が円滑に進むよう率先してコミュニ
ケーションを取り、安全に早く工事が進められるように
しています。

～自己紹介～

～現場での役割～

～工事概要～

～仕事のやりがい、未来の若手技術者の皆様へ～
自分で測量を行い、丁張をかけて協力業者によって施工を行い、現場が徐々に完成

に向かっている姿を見たり、完成した現場を見たときにやりがいや達成感を感じます。
また、完成したものを実際に利用したり、地域の方々に利用してもらったときに、苦労

してでもやってよかったなと喜びを感じます。
建設業は、私たちが生きていくうえでなくてはならないものを新設・整備等行っていま

す。そして、そういったものが今後地図に残ります。建設業に少しでも興味のある皆さ
ん、一緒に地図に残る仕事をしましょう！

（ペーパードレーン施工状況）（現場空撮写真）
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旬な現場 ～若手技術者の紹介～
令和元年度 東海環状西深瀬高架橋P5橋脚工事
発注者：岐阜国道事務所 受注者：杉山建設株式会社

＜工事概要＞
西深瀬高架橋Ⅰ期線橋梁(外回り)の橋梁下部P5橋脚
工事箇所:岐阜県山県市西深瀬
工 期:令和2年4月10日～令和3年1月29日
工事内容:道路土工、橋脚躯体工、場所打杭工、仮設工

加納 賢治
(2010年入社:29歳)

現場での役割
現場代理人を務めています。主に施工計画、施工管理、安全管理を行っています。
現場が安全に円滑に進められるように日々の管理、協力業者や地域の方とのコミュニ
ケーションを大切に、無事故で現場が完成できるように努めています。

仕事のやりがい
現場ごとに色々な条件や特性があり、苦労することも多いですが、現場のみんなで乗り
越えて完成したときには凄く達成感があります。
道路、河川、砂防、耐震等色々な現場があり、どれも大切な役割を果たしているため、現
場に携わっていることを誇りに思います。

未来をつくる若手技術者の皆様へ
工事現場にあまりいい印象が無いかと思われていますが、作業環境の改善として快適ト
イレが設置されたり、働き方改革による週休二日制や残業時間の削減が導入されていま
す。最近は現場に若手や女性の方が多いと感じるので、未来をつくる皆様も入りやすい
環境になっていると思います。これからは若手が活躍できるICT等も主流になっていくと
思うので、現場で一緒に働きましょう。

高校は土木科を卒業し、
杉山建設株式会社へ入社
現在入社10年目です。

場所打杭の施工状況写真
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【土木】令和2年度21号岐大バイパス宇佐地区地質調査業務
発注者：岐阜国道事務所
受注者：川崎地質株式会社

＜工事・業務概要＞
高架橋脚の設計に必要な
土質状況の把握
・ボーリング15孔計377m
・その他試験

上野 紘太朗
入社2年目

市街地、道路、山、河
川など様々な場所での
地質調査業務に携わっ
てます。

・建設業を選んだ理由
もともと地質学に関心があり、就活に際しその分野に関わりのある仕事がしたい

と考えて、建設業を選びました。

・現場での役割
現場では土質試料やボーリングコアの観察や試験を行ったり、資機材の用意や安

全への配慮など、現場環境の管理を行っています。

・学生へのメッセージ
建設業界での仕事は、安全面や技術面など現場によって問題が異なり、それらに

様々な方法で対応しています。そのため学ぶことが多く大変だと感じますが、多様
で豊富な経験を得ることができます。
専門分野を持っている人もそうでない人も活躍の場があるので、若い人が活躍し

やすい業界でもあると思います。
興味がある方は是非一緒に建設業界を盛り上げましょう。
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土木

令和2年度東海環状海津PA地区北地盤改良工事
発注者：中部地方整備局 受注者：大成建設株式会社

施工場所：岐阜県養老郡養老町横屋
工 期：令和2年9月11日～令和3年10月12日
主な工種：地盤改良工

（サンドマット工、バーチカルドレーン工）
深層混合処理工（スラリー攪拌）

東海環状自動車道の養老IC～北勢IC間の海津PA付近の道
路構築に伴う地盤改良工事を行います。

私は2014年に大成建設に入社
後、名古屋支店に配属されまし
た。それから、2年西尾市の河川
工事の現場、また4年ほど知多郡
の現場を経て、現在に至ります。
今回、この工事では監理技術

者として現場に従事しています。
まだまだ未熟な点もたくさんあ
りますが、今までの経験で得た
ことをフルに活かしながら元気
に明るく現場を進めていこうと
思います！

・現場での私の役割
現場では、一緒に働く協力業者の方がスムーズに安全な作業ができるように測量や材料などの
段取・工程管理・安全管理・品質,出来形管理を行います。みんなで一丸となって、より良いも
のを作り上げられるようにたくさんコミュニケーションをとりながら工事を進めていきます。

・建設業を選んだ理由
大学の頃は全く違う業種を目指していましたが、土木のことを勉強していくうちに土木って面
白い！と感じるようになりました。土木に関わるのであれば現場で協力業者の方と一緒に汗水
流して構造物が出来上がる工程の0から100まで間近で見たい！と思い建設業を選びました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この業界は女性が少ないのが現状ですが、だんだんとトイレや更衣室等も整備されてきて女

性でも働きやすい環境になってきていると思います。男性に負けないくらいの強い気持ちを
しっかり持っていれば女性でも十分働くことのできる仕事だと思うので、ぜひぜひ一緒に建設
業界で働いてみませんか！辛いときもあるけれどその倍以上やりがいある仕事だと思います！

監理技術者 山田 弥生
2014年入社（7年目）

＜自己紹介＞

＜工事概要＞

本工事の地盤改良エリア

施工管理という立場で建設業に入ると1年目から自分よ
りも経験のあり、はるかに年上の方を相手に指揮すること
になります。ある現場では親方の方に「女の言うことは聞
かん！」と言われたこともありましたが、めげずに話をし
ながら一生懸命工事を進めていくと次第に私の話をよく聞
いてくれるようになりました。最初は難しいこともたくさ
んあるけれど、諦めないことは大事だと学びました。

＜建設業に入って…＞
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旬な現場 ～若手技術者紹介～
令和元年度 東海環状津屋川橋P10橋脚工事

発注者：岐阜国道事務所 受注者：大成建設株式会社

大津 將嘉 （2020年度入社：23歳）

大分県出身、中央大学卒業後大成建設に入社。

4月に入社し、社内研修を受けた後2020年5月から
東海環状津屋川橋P10橋脚工事に携わっています。

＜工事概要＞

＜現場での私の役割＞
現場では、測量や写真管理、歩掛、出来形などの施工管理を行っています。施

工業者の方々と積極的にコミュニケーションを取り、「良いモノを安全により早
く」をモットーに日々工事を進めています。

＜建設業を選んだ理由＞
学生時代、カンボジアのボラ

ンティア活動に参加し現地での
劣悪な環境を変えたいと思い建
設業を選びました。発展途上国
の主要幹線道路発達に携わり、
世界で活躍する土木技術者にな
ることを夢見て大成建設に入社
しました。

＜未来の若手技術者の皆様へ＞
コロナの影響によりパンデミック
が起きていますが、そんな中でも
建設業は負けずに日々工事を進め
て行っています。自分の携わった
部分が出来上がっていくと大きな
達成感を味わうことが出来ます。
若手技術者で建設業界を盛り上げ
ていきましょう。

工期：令和2年1月27日～令和3年11月17日

工事場所：岐阜県海津市南濃町志津

工事内容：工事延長L=40m、RC橋脚1基、
回転鋼管杭30本

本工事は、岐阜県海津市南濃町橋脚下部工事
で、張出式橋脚1基を鋼管回転杭基礎で築造
する工事である。

おおつ まさよし
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【測量】 令和２年度 岐阜国道管内測量調査業務
発注者：岐阜国道事務所
受注者：大日コンサルタント株式会社

＜業務の目的及び概要＞
国道41号の整備に必要となる測量を行います。

小森 康智
2009年入社

入社後は、主に国交省や
県、市町村などの測量調
査に従事した後、2020
年6月から岐阜国道管内
測量業務事に携わってい
ます。業務上必要及び有
用な資格として、測量士
や補償業務管理士を取得
しています。

・現場での私の役割
現場では、作業担当者として作業計画から現場作業、図面作成を行っておりま

す。作業を効率かつ安全及びミスなく行えるその為にどうすべきかを常に考え作
業を進めています。

・建設業を選んだ理由
私は、ものづくりをしたいという漠然とした想いから工業高校に入学し、そこ

で測量という仕事を知り「はかる」ことに興味を持ちました。

測量作業状況（縦断測量）

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、道路や橋や公園の建設など暮らしを豊かや便利にする役目以外に

も、台風や地震や老朽化などから「命を守る」重大な役目を担っています。
測量は、設計や工事の前段階に行うものであり、何も図面のないゼロから地形

を計測し、図面を作成することに「作り上げた」という、やりがいを感じます。
ぜひ、皆さんもやりがいを持てる仕事を見つけましょう。
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令和2年度 東海環状環境調査業務
発注者：岐阜国道事務所
受注者：大日本コンサルタント株式会社

＜業務の目的＞
一般国道475号 東海環状自動車道の整備における環境
影響を把握することを目的とし、環境影響評価法に基
づく動植物等の環境調査を実施しています。

金井 瑞希
2019年入社

入社2年目で、まだまだ
勉強中ですが、業務で係
わる皆さんから日々専門
知識を吸収できるよう、
励んでおります！

・現場での私の役割
工事中及び供用後区間を対象として、動植物の生息・生育状況等の調査を実施し、
事業実施による環境影響が想定される場合は、保全対策を立案・実施します。

・建設業を選んだ理由
私は、人間と自然との共存について、人間の生活を維持しつつ、自然環境を保

全するという観点で開発側からアプローチが出来ると思い、現職に就きました。

＜業務概要＞
猛禽類を対象とした定点観察調査の実施状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
女性が少ない業種ですが、近年は働き方改革も進み、女性技術者も増加してい

ます。性別の垣根なく活躍できる仕事になってきていると思うので、一緒に立派
な技術者を目指しましょう。
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【土木】 令和元年度 東海環状高富IC西本線橋東下部工事

発注者：岐阜国道事務所 受注者：日東工業株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
本工事は、愛知・岐阜・三重の三県を繋ぐ一般国道475号
東海環状自動車道の橋脚を2基施工する工事です。堀江 正都

2012年入社

・高校で建設工学を学び、
日東工業株式会社に入社
しました。

今回の現場では現場代理
人を担当してます。

写真
工事現場全景写真
など

作業状況がわかる
風景写真など

・現場での私の役割
現場では、測量作業による丁張・位置出し、出来形・品質管理を行っています。

また協力業者さんと工程打合せや危険予知活動及び作業手順の確認を行い、無事
故無災害で工事を終えられるように安全管理も行っています。

・建設業を選んだ理由
私は、父の仕事の影響で建設業について幼い頃より話を聞いており、興味を

持っていました。
また、やりがいがあり、後世に残る仕事に就きたいと思い建設業を選びました。

○○の作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設業はきつく常に危険と隣り合わせ、休みがないというイメージだと思いま

す。ですがここ最近、週休2日制の導入や書類の簡素化により働きやすい環境に
なってきています。
建設業に興味がある皆さん、工事が完了した後の達成感を感じてみましょう！88



平成３１年度 八幡管内維持修繕工事
発注者：岐阜国道事務所

受注者：日本ハイウエイ・サービス株式会社

＜工事概要＞ 郡上市八幡町千虎 倒木・雑木処理状況

池戸 佐貴絵
2016年入社

本工事では、現場代
理人として国道1 5 6号
線・1 5 8号線の道路維
持管理業務に従事して
います。日々の作業に
加え、事故処理・落下
物処理等の緊急作業、
大雨時の通行規制作業
等2 4時間3 6 5日体制
で業務を行っています。

＜緊急作業＞ 事故処理（油処理）状況

・現場での私の役割

主に作業現場内の安全管理、日々の写真整理・書類作成等を行っています。維持管理業
務では日々作業内容や現場が異なり、その日の現場に応じた安全管理が必要となります。狭
い路側での作業も多く、作業員は常に危険と隣り合わせですので安全管理を行う私の責任は
重大です。また、安全巡視を行う中で、現場作業に携わっていた時とはまた違った目線で現場
を見ることができ、大変勉強になっています。一日一日を大切にし、日々の業務に励んでいきた
いと思います。

・建設業を選んだ理由

私は、女性作業員の方から紹介してもらい建設業に入りました。最初はとても不安でしたが、先輩
方はみんな丁寧に指導してくださる方ばかりで楽しく働く こ とができています。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ

建設業は屋外での作業も多く、きつく大変といったイメージがあるかもしれません。しかし最近では
快適トイレが設置がされている等、衛生面に配慮されたきれいで働きやすい現場も増えています。女性
も様々な現場で活躍されておりとてもやりがいがあります。
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【土木】 令和２年度１５６号岐阜東ＢＰ環境調査業務
発注者：岐阜国道事務所
受注者：八千代エンジニヤリング株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この業務は、一般国道156号岐阜東バイパス事業が及ぼす自
然環境・生活環境への影響を調査し、その結果について予測
評価を行っております。

小原 陸丸（氏名）
2015年入社

主に国土交通省や地方自治
体の事業について、環境ア
セスメント等のおける自然
環境の調査検討に係る業務
に従事しています。2020
年4月より本業務の現地調
査担当をしております。

・建設業を選んだ理由
私は学生時代より動植物の保全に係る仕事をしたいと考えていました。建設コンサ

ルタントという仕事は、人の生活と自然環境の調和を図るような仕事ができるという
ことに惹かれ、現在の職業を選びました。

・現場での私の役割
事業の円滑な進行のために必要な情報を把握するため、現場では動植物の調査及び

その管理を行っています。事業地の周辺にどのような動植物が生息・生育しているの
かを把握し、事業との関係性を調査することで、円滑に事業を進めるためどのように
調査・検討をするのが良いのか考えながら、現地での仕事を行っています。

＜現地調査の作業状況＞

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
我々の仕事は、事業を円滑に進めるための手助けができるとともに、自然環境の

保全を図ることができます。現場は山奥や川の中等に分け入ることが多く、自然が相
手であるためイレギュラーなことが起きることもありますが、動植物が好きであり、
その思いを何かの役に立てたいと思う方にはとてもやりがいのある仕事だと思います。

＜魚類・底生動物調査＞＜植物調査(カワヂシャ)＞
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令和元年度 東海環状志津第１高架橋P14橋脚工事
発注者：岐阜国道事務所
受注者：矢作建設工業株式会社

＜工事目的及び概要＞
工事場所：岐阜県海津市南濃町志津
工事内容：道路土工1式、仮設工1式

RC橋脚工(橋脚1基：既製杭工φ1200 26本)
本工事は、一般国道475号 東海環状自動車道 養老IC～北
勢IC間における橋梁下部工を施工する工事です。

鵜飼 大暉
2014年入社

私は、土木科の大学を卒業
し、愛知県の矢作建設工業
株式会社に就職をしました。
今年で入社6年目となり、
今回の工事では初めて現場
代理人として現場に従事し
ています。

・現場での私の役割
現場では、安全に工事を進めていくための安全管理やより良いものを造るための
品質管理、工事を円滑に工期内で完成させるための工程管理等を行っています。
・建設業を選んだ理由
私は、自分たちが造ったものが、何十年先まで人々の生活の役に立ちながら地

図上に残っていくことに感動しました。また、同じものは1つとない特別なものと
いう点も建設業の素晴らしさであると感じたため、建設業に従事することを決心
しました。
・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、工事場所の自然環境や施工条件などに対応して、安全に高品質な

施工品を造るための努力が必要である為、大変なことも多いと思います。しかし、
工事が完成した時は、他の仕事では味わえないような達成感ややりがいを感じる
ことができます。
建設業界に興味を持っているみなさん、ぜひ一緒に働きましょう。

至 養老IC

至 北勢IC

既製杭工施工状況
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【土木】 令和２年度41号末真数河地区施設整備工事

発注者：高山国道事務所 受注者：株式会社 谷上組

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は、平成30年7月に岐阜県飛騨市古川町において
発生した豪雨災害を受けて、道路を土砂災害から守るため
のコンクリート擁壁、土砂流出防止工及び流路工を設置す
る工事で、施工延長は末真工区２０ｍ、数河工区25ｍの工
事です。

廣田 将梧
2020年入社

入社後３か月ほど飛騨市
発注の道路改良工事に従
事した後、2020年7月か
ら令和２年度４１号末真
数河地区施設整備工事に
携わっています。

写真

・現場での私の役割
現場では、施工に関わる測量作業、工事進捗状況の確認などの施工管理を行っています。また、

作業員が安全で円滑に工事を進められるように、危険予知活動、現場内のパトロール及び現場
環境の改善などの安全管理を行っています。

・建設業を選んだ理由
私は、将来地元に貢献できる仕事がしたいと考えていました。そこで、地域を支え発展させて
いく土木事業に魅力を感じ、建設業に従事することを決めました。

流路工の作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
道路建設や防災工事は、私たちが生活を送るために欠かせないインフラ整備です。建設業は、

それらの事業に携わり地域を支えることができる仕事です。また、技術者として日々現場に立
ち、ものづくりや地域への貢献を最も実感することができます。私自身これから学ぶことも多
くありますが、地域を支える土木技術者を一緒に目指しましょう！
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【土木】 平成30年度４１号梨ヶ根登坂整備工事

発注者：高山国道事務所 受注者：坂本土木株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
国道41号の道路改良工事(登坂車線整備）を行いま
す。

西村 彰真
2018年入社

入社後は、主に国交省の
道路改良工事に携わって
います。

・現場での私の役割
現場では、工事を進めていく上での工程の調整、作業員の配置等を考え、安全設
備の点検や写真撮影を行っています。

・建設業を選んだ理由
私は、幼いころから物を作ることが好きで、何かを作る仕事に興味があり、多

くの人の役に立ち物を作ることができる建設業を選びました。

路盤転圧の作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、キツイことも多いですが工事が終わり竣工を迎えた時の喜びは大

きいです。また自分の作ったものがずっと残っていくというのはほかの仕事では
味わえない喜びだと思います。
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【土木】 令和２年度 ４１号門坂南道路改良工事

発注者：高山国道事務所 受注者：金子工業株式会社

＜工事説明＞
令和２年7月の豪雨で被災した国道41号。
渇水期の間に大型土のう前面に擁壁を造り、道路の
早期復旧を目指します。

＜現場での私の役割＞
①安全巡視者として安全に作業ができるよう環境を整備しています。
現在24時間体制で片側交互通行規制を行っているため、事故を防止で
きるよう日々試行錯誤しています。
②作業開始に向けて測量計画を作成しています。

松井宏一郎
〈入社５年目〉

工事計歴
・砂防堰堤工事
・防災工事
・ほ場整備工事

＜施工箇所全景＞

＜未来をつくる若手技術者の皆様へ＞
この仕事は、人々の暮らしをより良くするために大切な仕事で、特に
災害が起きた時に先頭に立って自分の家族や友人の生活を手助けする
ことが出来る数少ない仕事の一つだと思います。
担い手の減少に負けず、現場を多く経験し私たち若手の力で建設業を
盛り上げていきましょう。
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【土木】 令和2年度 41号金山地区防災工事
発注者：中部地方整備局 高山国道事務所
受注者：株式会社 讃建

高エネルギー吸収型崩壊土砂防止柵（1） 84.6ｍ
高エネルギー吸収型崩壊土砂防止柵（2） 44.0ｍ
高エネルギー吸収型落石防護柵 42.3ｍ

伊藤 悠真 （23歳）
令和元年12月入社

2020年4月から、令
和2年度41号金山地
区防災工事に携わって
います。

・建設業を選んだ理由
友人に誘われ、携わった建造物が後生に残るのが魅力と感じて始めました。

・現場での役割
本工事では安全巡視者をやっています。
1日の作業が安全に行われるようにするのが仕事です。

・未来をつくる若手・女性技術者の皆様へ
建設業はきつい作業もありますが、多くの人と関わり、たくさんのことを学

べる仕事だと思います。

【落石防護柵の支柱を立てるための穴を開ける作業状況】
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【土木】 令和元年度 41号小川地区防災工事

発注者：高山国道事務所 受注者：曙開発株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は下呂市小川地内で落石等による災害を予防し、
道路の防災性の向上を図るために、落石雪害防止工の施工
を行う工事です。肥田 孟浩（氏名）

2018年入社

入社後、高山国道事務所
発注の整備工事や道路修
繕工事に従事した後、
2020年4月から現在の防
災工事に携わっています。

・現場での私の役割
現場では、現場代理人として発注者(監督職員)との連絡や打合せ、現場の安全

管理など総合的に現場管理をしています。

・建設業を選んだ理由
私は、自分が携わった工事で将来に残る構造物を造りたくて、この職業を選び

ました。

落石防護柵工 支柱を立てるための穴を開ける作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、外での作業が多く、天候や現場状況に左右されることが多い職業

です。その中でも、打合せを密にして、工程が自分の思い通りに進み構造物が完
成した時の達成感は大きなものです。
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【土木】 令和元年度 41号門原地区整備工事

発注者：高山国道事務所 受注者：日産工業(株)

＜工事概要＞
本工事は、国道41号門原防災事業（トンネル等を新設
して防災対策区間を解消）を進める為の迂回路を起点
側において仮橋・仮桟橋工にて整備する工事である。

奥田 将樹
2018年入社

入社後、防災工事・災害
復旧工事・歩道橋設置工
事に従事し、2020年6月
より本工事の現場代理人
として携わっています。

・現場での私の役割
現場では、杭施工箇所の位置出しや根入長管理、構造物の高さ測量などを
行っています。
効率よく現場が回るように関係業者との連絡も密に行っています。
・建設業を選んだ理由
私は、以前愛知の工場で働いていましたが、地元に帰って地元の役に立てる仕事
をしようと思い、下呂市の日産工業(株)に入社しました。
・未来をつくる若手技術者の皆様へ
近年では異常気象による自然災害が多く発生しています。そのような中で不自由
なく快適に過ごせているのは建設業を行う人がいるからだと思います。
外での仕事も多く大変な面もたくさんありますが地域の方に感謝されやりがいも
その分たくさんあると思いますので少しでも興味を持って頂けたら幸いです。

施工前

施工途中
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入社2年目 2019年入社 鈴木啓師朗（ 22才）

現場での私の役割
現場では、職人さん達への指示・調整、工事写真の記録、
測量、現場で事故が起こらないように安全施設の設置・点
検などを行っています。
また職人さん達の意見を聞きつつ、次の作業工程などを所
長と考えています。
建設業を選んだ理由
私は、高校二年生の時に家の建て替えがあり、自分の家を
造ってくれた現場監督さんの仕事を身近で見て興味を持ち、
建設業を目指すことにしました。
未来をつくる若手技術者の皆様へ
以前では、３K（キツイ・キケン・キタナイ）のイメージが
ありましたが、現在では様々な用途に合わせた建設機械が
稼働していることと、危険な作業には充分な安全対策や指
示をしています。
普段何気なく使っている建物や道路などを自分たちで作り
上げることができ、出来上がった時の達成感はとても大き
いものだと思います。「モノづくりがしたい」という思い
がある方にはぴったりな仕事だと思います。

入社後は、主に土木現場に従事しており、本工事では
当初より担当しています。

工事（業務）の目的及び概要
渋滞を軽減する為の藤枝BP4車線化工事です。
橋脚を2基、設置する工事となっております。

潮地区 薮田地区

工事（業務）の目的及び概要
国道1号バイパス脇に切土防護柵を設置します。

【土木】 令和２年度 1号藤枝BP潮高架橋中下部工事

発注者：静岡国道事務所 受注者：株式会社橋本組
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【土木】 令和元年度 1号清水立体清水ＩＣ西道路建設工事
発注者：国土交通省 中部地方整備局 静岡国道事務所
受注者：あおみ建設株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
本工事施工箇所は、バイパスが主要道路と平面交差により
慢性的な渋滞が発生している為、渋滞緩和、交通安全、環
境保全の為に行う立体道路建設工事である。ＣＩＭモデル
を活用し施工を行っております。

浦野 敏希
2019年入社

入社後1年ほど名古屋港
内で岸壁改良工事に従事
し、2020年3月から三重
県で橋脚工事に従事した
後、その後2020年6月か
ら立体道路建設工事に携
わっております。

写真

・現場での私の役割
現場では、安全管理や現場での品質管理などを行っております。現場が円滑に

動くよう自分自身ができる最大限のことをやろうと心がけています。

・建設業を選んだ理由
私は、昔からものづくりに興味があり一から構造物ができていく現場を見てみ

たく、建設業を選びました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
大変なこともあると思いますが、色んな事に興味を持ち体験して頑張っていき

ましょう。

P2
P1

地盤改良工（中層混合処理）

A1橋台

ヤード内出入口設置完了
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令和2年度 1号清水立体飯田地区東道路建設工事

発注者：中部地方整備局 受注者：髙橋建設株式会社

＜工事の目的及び概要＞
１号静清バイパスの既設P7、P8橋脚に対し、立体化に
よるランプ拡幅のため、増杭、拡幅、補強する工事です。

大滝 実夏
2017年入社

入社後は主に、養浜など
の海岸工事に携わってき
ました。現在は令和2年
度の橋梁保全工事に従事
しています。

・現場での私の役割
現場では、主に安全管理と現場巡視を行っています。下請業者さんの体調

チェックや安全施設の確認などを行い、事故災害防止に努めています。
・建設業を選んだ理由
私は、舗装工事に携わりたくて、建設業界を選びました。実際に働いてみると

思っていた部分と違うところなどあり、現在は河川工事に興味があります。しか
し、確かな形として残るものがあるこの仕事は魅力的だと思います。

場所打杭施工前の作業ヤード整地状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、出来上がってみると目には見えないものが大半です。それでも私

たちが作った基礎があるからこそ、道があり、建物があるんです。それこそ、普
段何気なく歩いている道や見慣れた大きなビル。それらを見る度に「あれはこう
作ったな」とか、「これはどんな工法で作ったんだろう」とか、そんな新しい視
点で見ることで住み慣れた場所が新鮮に感じられます。
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【土木】 令和元年度 1号清水立体
横砂跨道橋西下部工事

発注者：静岡国道事務所 受注者：平井工業株式会社

＜工事概要＞
橋梁下部工事
道路土工：1式 橋台工：1式 擁壁工：1式 仮設工：1式
カルバート工：1式 排水構造物工：1式 構造物撤去工：1式

深澤 美希
2018年入社

これまで、道路工事や、地
盤改良工事に携わりました。
本工事は、今まで携わって

きた現場の中でとても規模が
大きく、分からないことも沢
山ありますが、少しずつ身に
着けていけたらと思っていま
す。

・現場での私の役割
日々の管理では、機械等の点検表・危険予知活動日報の確認、安全関係の書類のまとめをしています。

現場での主な仕事は、状況写真の撮影をしたり、器械を使って構造物などの高さや位置出しをしています。
初めての工事内容が多い為、分からないことがあれば自分で調べたり作業員さんに聞いたりするように心掛

けています。

・建設業を選んだ理由
高校生の時に土木の勉強をしていく中で、建設業の仕事に興味を持つようになりました。現場で働くことは

とても大変だとは思うけれど、自分も建設業の仕事に携わって仕事をしてみたいと思う様になり、建設業で働こ
うと思いました。

・未来をつくる若手・女性技術者の皆様へ
書類仕事もありますが、基本的には現場での仕事となります。一日現場で働くことは大変ですが、だんだんと

工事が進むにつれて現場の風景も変化していきます。その中で、自分も現場に携わっていると思うと、とても嬉
しく感じます。
今は、少しずつかとは思いますが建設業で働く女性の方も、増えてきています。女性専用トイレや、更衣室も

あります。また、会社の枠を超えて建設業で働く女性の方の集まり等もあります。なので、これからもっと女性が
働きやすい環境になっていくのではないかと思っています。
大変なことも沢山ありますが、仕事内容や現場が変わる度にいろいろな方に出会うことが出来るので、とても楽しく

思います。

▲場所打ち杭の施工状況
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【土木】 令和元年度 1号清水立体清水IC東道路建設工事
発注者：静岡国道事務所

受注者：名工建設株式会社 静岡支店

波多野 里菜
2018年入社

入社3年目。入社後、鉄
道工事及び水門耐震補強
工事に従事した後2020年
5月から令和元年度 1号
清水立体清水IC東道路建
設工事に携わっています。

・現場での私の役割
主に安全管理、写真管理、工程管理、品質管理、出来形管理を行っています。

今後の現場の作業をイメージし、スムーズに現場が施工できるよう日々勉強して
います。また、安全巡視者として作業員の方たちが安全に作業できるようコミュ
ニケーションを大切にしながら、声掛けをしたり設備等の点検を行っています。
・建設業を選んだ理由
現場経験のある父から進められたということもありますが、「地図に残る仕

事」という言葉に惹かれ、モノづくりの仕事に関わってみたいと思い建設業を選
びました。
・未来をつくる若手・女性技術者の皆様へ
建設業界では、女性活躍、定着に積極的に取り組んでおり、現場環境の改善や

ICTの導入等により女性にも働きやすい環境となっています。決して楽な仕事では
ありませんが、是非一緒にモノづくりの楽しさや、完成した時の達成感を味わい
ましょう。

＜工事の目的及び概要＞
国道1号静清バイパス清水立体は、延長2.4kmを高架構造に
する事業で、交通渋滞、交通安全、環境保全を目的とした事
業です。本工事は東名高速道路清水ICから静清バイパスへア
クセスするための下部工工事を含めた道路新設工事です。
主な工種：掘削工ICT 4,000m3,橋台工 1基

RC橋脚工 1基,舗装工 4,400m2
帯鋼補強土壁･ｱﾝｶｰ補強土壁工 237m2 他

3次元データを活用したCIMモデル

工事用道路施工状況
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【土木】 令和2年度１号清水立体
飯田地区西道路建設工事

発注者：静岡国道事務所 受注者：鈴与建設株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
１号清水立体事業における橋脚２基（P9,P10）の拡幅
及び補強を行う工事です。

平野隼斗
2018年入社

2018年に入社し、現在3年
目となります。本工事では、
現場代理人として施工管理に
従事しております。

写真

・現場での私の役割
現場での安全管理や出来形管理等を行っており、その他にも工事書類の作成や、

発注者・協力業者の方々との調整などを行っております。また、最近は3Dモデル
などのICTの活用も行っております。

・建設業を選んだ理由
私の親が土木関係で働いていることがきっかけで興味を持ち、土木の大学へ進

学しました。大学で土木について学んでいく中で、建設業で人に役立つ形になる
ものを残したいと思ったことがきっかけです。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この業界に対して、良くないイメージを持たれる方が多いですが、日々着実

に現場環境の改善が進んでいます。また、自身が携わったことがこの先何十年と
人々の生活の基盤となるので、とてもやりがいがあり、魅力的だと思います。

工事着手前

工事完成形
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【土木】 令和元年度１号清水立体
尾羽第１高架橋下部工事

発注者：静岡国道事務所 受注者：鈴与建設株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
１号清水立体事業における橋脚3基（P1）の築造
静清バイパスの渋滞緩和に向けての工事を行っています。望月野亜

2019年入社

大学卒業後、地元である
静岡の企業に入社、初め
ての現場が清水立体事業
でした。その後、２年目
に同じ清水立体の橋梁下
部工事を担当しています。

写真

・現場での私の役割
現場の安全管理や現場での調整等を行っています。バイパスの中央分離帯での

作業ということで、第三者との接触も十分起こりうる場所での工事となります。
そのため現場の入退場のルールを厳しく指導するなど安全管理を徹底しています。

・建設業を選んだ理由
最初はものづくりに関わる仕事がしたいと考えていました。どんなものを作り

たいのだろうと考えたところ、できるだけ大きくずっと残るものを作りたい！と
いう考えから好きだった理系教科に関係した土木という道へ進みました。

安全巡視状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
現在の土木現場では快適トイレやICT施工や新技術の開発などにより多くの人

が働きやすい環境へと変わってきています。自分の得意なことを探し活躍するこ
とができる！そんな仕事だと思っています。
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【土木】令和元年度
1号清水立体尾羽第3高架橋東鋼製梁工事

発注者：静岡国道事務所 受注者：宮地エンジニアリング株式会社

＜工事概要＞
この工事は静清バイパスのうち静岡県静岡市清水区横砂東町～八
坂西町を結ぶ延長2.4kmを高架構造にする事業の一部です。高架
橋の下部構造はコンクリート製の柱と鋼製の梁が複合構造になっ
ており、そのうちの鋼製梁部を製作、架設する工事です。

木村 あかり
2019年入社

私は現在、橋梁の設計業務をし
ています。
入社後初めての仕事で本工事の
設計業務に携わり、現在は設計
技術者として本工事と別件工事
を担当しています。

・私の役割
私は普段は屋内で設計業務をしています。構造の強度に問題ないか設計図書をチェックする

ことから、最終的な設計図や数量をまとめることまで、設計の業務は多岐にわたります。自分
が作った図面をもとに製品ができるので、とてもやりがいを感じています。

・建設業を選んだ理由
私は大学では違う分野を学んでいたのですが、OBの方の勧めでインターンシップへ参加した

ところ、この業界に非常に興味がわきました。自分が設計した橋が長年にわたり社会インフラ
として残り、人々の生活に利用されることがとても魅力的だと思います。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は難しそう、きつそうと思われることもあるかもしれません。実際そういう風に思

うこともありますが、工場で何枚もの鋼板が段々と一つの製品になっていくのを見たり、完成
した後の出来上がった現場を見るととても達成感がわき、やりがいのある仕事です。ぜひ建設
業に興味を持っていただければ嬉しいです。

完成写真全景

工場内仮組 現場 図面修正中
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【土木】 令和元年度 1号藤枝BP潮高架橋東下部工事

発注者：静岡国道事務所 受注者：株式会社山田組

＜工事（業務）の目的及び概要＞
本工事は、藤枝市仮宿（広幡IC)から、島田市野田（野田
IC）に至る延長10.7㎞の藤枝バイパスの内、藤枝市潮に
おいて渋滞解消のため、藤枝バイパス工事を行うものです。

山田 弦
2020年入社

建設業に携わり5年目に
なります。現在は1号藤
枝BP潮高架橋東下部工
事に担当技術者として携
わっています。

・現場での私の役割
現場では、担当技術者として現場をスムーズに動かすことを念頭に協力会社さ

んと現場で打ち合わせを行い無理・無駄をなくし円滑に工事を無事故で竣工させ
ることが私の役割です。

・建設業を選んだ理由
私は、出身地である静岡県藤枝市への地域貢献がしたいと思い、地元に強く、

長く根付いている山田組へ入社することに決めました。
自身の造ったモノが長年その場に残る仕事ができることに魅力を感じ、将来完成
した現場に子供を連れていくことが楽しみです。
・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、現場の施工中は苦労することもありますが、完成した現場を見る

と達成感が湧きとてもやりがいがあります。
明るく楽しい現場を目指して一緒に建設業を盛り上げていきましょう。
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【土木】 平成31年度 沼津維持管内維持修繕工事

発注者：沼津河川国道事務所 受注者：山本建設株式会社

朝香 太郎
2007年入社

入社後は、主に国交省の
橋梁・道路・河川・維持
修繕工事に従事しており、
本工事では監理技術者を
担当しております。

写真

・現場での私の役割
維持修繕工事という一般工事とは違い、道路利用者が快適に道路を利用するこ

とを目的とした工事なので、道路異常の補修や、落下物回収、通行の妨げになる
草木の除草に対し迅速に対処出来るよう、日々の工程管理が主な役割です。

・建設業を選んだ理由
私は、叔父が建設業を営んでおり、幼少のころから未来に残る物造りに興味が

あったので、現在の職に就きました。

植生土嚢設置の作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この工事は、皆様が快適に道路を利用して頂くための工事です。いつも当たり

前に利用している道路を、快適に利用して頂く為には、昼夜を問わず依頼が舞い
込み大変な面はあります。ですが、皆様の今・未来を支える工事でもあると思う
と、一見地味ではありますが、とてもやりがいのある工事です。

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は、天城北道路(国道414号線)伊豆市日向地区の
法面崩落個所において、応急的に植生土嚢を設置する工事
で、植生土嚢N=913袋を使用した。
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岩本 俊希

2015年入社

入社後は、主に国交省の
道路建設工事に従事して
おり、本工事では、現場
代理人を担当しています。

・建設業を選んだ理由

私は、父が建設業に携わっており、子供のころから身近に感じて
いました。それもあり、工業高校に行きました。高校のインターン
シップで山田組に来て建設業を間近に感じ、自分も未来に残るもの
を造りたいと思い、現在の職に就きました。

・現場での役割

現場では、現場代理人として従事しており、発注者・工事間の調
整、工程の調整、3次元設計データの作成、資材の調達等を行ってい

ます。

・未来をつくる若手・女性技術者の皆様へ

建設業は、社会の基盤を造る職業であり、全ての人の安全及び快
適な生活を守る職業だと思います。私自身まだまだ経験が浅く苦労
の連続ではありますが、その苦労を乗り越えて工事を完成させたと
きの達成感・解放感・満足感は経験した人でないとわからないもの
があると思います。ぜひ一緒に頑張っていきましょう。

＜工事・業務内容＞
国道138号バイパス上ノ山・鮎沢地区におい
て調整池を施工します。

上ノ山地区

令和2年度 138号BP須走仁杉地区道路建設工事
発注者：沼津河川国道事務所 受注者：株式会社山田組

鮎沢地区
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令和２年度 沼津河川国道管内交通量調査業務

発注者：沼津河川国道事務所 受注者：新日本設計株式会社

大隅 行浩
2013年入社

入社後、静岡県、沼津市
等発注の測量業務を中心
に様々な調査業務、点検
業務に従事しております。
本業務では担当技術者と
して、作業計画・現場管
理を行っています。

・現場での私の役割
現場では、事前に現地踏査を行い、調査を安全で確実に行うための配置計画、

渋滞状況・渋滞原因を的確に把握するための作業計画を行います。調査中は、一
般交通の迷惑にならない様に安全管理を行い、作業計画に基づき確実に調査が行
えるよう現場管理を実施します。また、調査地点で発生している交通渋滞の状況
を記録し、事業計画に生かせる様に渋滞原因を詳しく調査します。

交通量の調査状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、より良い交通環境を整備するために現在の状況を把握する重要な

調査となります。この業務の成果を基に事業が行われ、慢性的な渋滞が解消され
るなど一般の方も直接的に効果を感じられるところにやりがいがあります。
この様な交通量調査業務や測量業務などは主に現場での作業が多く、危険やキ

ツイといったイメージがあると思いますが、ビッグデータの利活用やドローンに
よる調査などデジタル化・効率化を進めていて、新しい技術に興味のある方の活
躍が期待されています。

＜業務の目的及び概要＞
この業務は沼津河川国道事務所管内の道路・交差点における交
通量や渋滞状況を調査し、事業箇所における効果検証等の基礎
資料として活用するものです。

交通渋滞の調査状況
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【土木】令和元年度1号笹原新田地区災害復旧工事

発注者：沼津河川国道事務所 受注者：山本建設株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は昨年度の台風19号の影響で土砂災害のあった箇
所の復旧工事で、路体盛土3,000ｍ3、重力式擁壁170ｍ3、
地盤改良355ｍ3等の工事内容となっています。

小林 英昭
2012年入社

入社から約7年間主に舗
装工事に携わり、現在で
は土工工事や構造物関係
の工事に従事し、日々施
工管理しています。

写真

・現場での私の役割
現場では、出来形管理、品質管理、工程管理、原価管理、発注者との折衝等を

主に行っています。
・建設業を選んだ理由
私は、自分が携わった仕事が10年先、20年先も形になって残る仕事がしたい

という思いで建設業を選びました。

重力式擁壁生コン打設状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、ただ工事をして物を作るだけではありません。工事をする前、工

事中、工事後に様々な困難が待ち構えています。だからこそ無事に完成した際に
は達成感を得られるのだと思います。知らないこと、見たことないものばかりで
苦労しますが、毎日新しい発見があり面白い仕事だと思います。
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令和元年度 138号BP仁杉地区舗装工事

発注者：沼津河川国道事務所
受注者：大成ロテック株式会社 中部支社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は138号バイパスと新東名を結ぶ、現道から仁杉
JCT側本線及び、現道から料金所への排水施設工事と、舗
装工事、道路付属施設工事等を施工しています。

鷲見 直人
2020入社

入社2か月半後、138号
バイパス新設に来ました。
本工事では、工事担当を
しています。

工事現場全景写真
など

作業状況がわかる
風景写真など

・現場での私の役割
現場では、工事写真撮影、工事写真管理、現場安全管理、一部材料発注、出来

形品質管理など。

・建設業を選んだ理由
私は、父が土木関係の仕事をしていて一度見学をしたときに、作業している

父の影響で、建設業界の仕事に就きたいと思い、選びました。

ICT施工による上層路盤敷均しの作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
何もかもが初めてでわからないことばかりですが、わかった時の喜びはとても

やりがいを感じる業界だと思います。
物が徐々に出来ていくすごさを身近で感じることができておもしろい仕事だと

思います。
地図に残る仕事なのでとても誇りに思う仕事だと思います。
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【機密性２】

作成日_作成担当課_用途_保存期間

【土木】 令和元年度 138号BP水土野南地区舗装工事
発注者：中部地方整備局 沼津河川国道事務所
受注者：世紀東急工業㈱名古屋支店

＜工事・業務概要＞
道路土工1式、法面工1式、地盤改良工1式、舗装工 A=19,300m2
排水構造物工1式、縁石工1式、踏掛版工1式、防護柵工1式、標識工1式
区画線工1式、道路付属施設工1式、仮設工1式

田中 麻鈴
2020年入社

入社してすぐこの138号BPの新設
工事に携わり、1つ1つが新鮮で
沢山の場面で学ぶことが多く、
道路工事の凄さを実感しています。

・建設業を選んだ理由
私は工業高校に入り、人の役に立つ仕事は何だろうと考えました。

土木を学んでいくうちに、道路など地図に残る仕事が一番人の役に立てると思い
世紀東急工業㈱に入りました。

・現場での役割
現場では、材料の注文、施工業者の安全管理等を行っています。またドローン

の操作も自分でできるようになったため、現場空撮も行っています。

・未来をつくる若手・女性技術者の皆様へ
この仕事は、自分たちが造ったモノが地図に残り沢山の人に利用され喜んでも

らえるとてもやりがいのある仕事だと思います。
自分の能力を磨けば磨くほど、発揮できる仕事です。
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発注者：沼津河川国道事務所 受注者：渡邊工業㈱

＜工事概要＞
本工事は国道246沿いに位置し、令和元年に発生した台風
19号による土砂災害の復旧工事となります。

・現場での私の役割

・建設業を選んだ理由

かごマットの作業状況

・未来をつくる若手・女性技術者の皆様へ

良知 秀紀
(2016年入社)

入社後、道路改築工事
や橋梁補強工事に従
事した後、2020年4月か
ら246号藤曲地区災害
復旧工事に携わってい
ます。

この仕事は、決して楽とは言えず、３Kといったイメージが先行してしまいがち
です。しかし、自分の造ったものが地図に残り、生活に欠かせない「ライフライ
ン」を支えることには大きなやりがいを感じます。みなさんも「この国を支え
る」仕事に携わってみませんか。

現場の安全第一を考えるとともに、綿密な計画工程の立案や品質向上に対する技
術提案、協力業者の方々とコミュニケーションを取り、現場の声に沿った現場作
業環境の向上を目指しています。

社会や地域に貢献ができ、自分の造ったのもが形として残ることに魅力を感じ建
設業を選びました。
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令和元年度 1号島田金谷島田第1高架橋PC上部工事
発注者：国土交通省中部地方整備局 浜松河川国道事務所
受注者：ドーピー建設工業株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
国道1号拡幅を目的とし、施工延長89.635mである。

林和希
2020年入社

入社1年目。研修終了後
8月中旬より担当者とし
て本工事に従事。

・現場での私の役割
現場では主に、作業員の方々が安全に作業を行っているかのチェックや指導、

施工状況・完了等の、書類作成に必要となる写真の撮影を行っています。優しい
先輩方の熱心なご指導の下、日々仕事を覚えることに必死です。

・建設業を選んだ理由
高校時代通学路として使っていた橋梁が非常に特徴的な外観であり、これまで

問題となっていた周辺での交通渋滞がその橋梁の完成により解消されたことに感
銘を受け、橋梁施工に興味を持ったからです。

主桁架設の作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
私たちが安心して生活を送るために欠かせない社会インフラ。今後何十年何百

年と利用される構造物をつくる瞬間に携われることはこの業種の魅力であり、仕
事のやりがいや達成感は計り知れないものがあります。
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【土木】 令和2年度 1号島田金谷新大井川橋下部工事

発注者：掛川国道維持出張所 受注者：前田建設工業株式会社

＜工事の目的及び概要＞
この工事は国道1号島田金谷バイパスの4車線化を図る拡幅
事業で、当工事は新大井川橋の橋脚4基をニューマチック
ケーソン基礎工にて築造する工事です。

金橋 直央都
2015年入社

国交省の工事では国道1
号丸子藁科トンネル及び
42号尾鷲第4トンネル、
民間工事では中部電力の
浜岡原子力発電所及び新
奥泉ダムにて従事した後、
本工事では現場代理人に
従事しています。

・現場での私の役割
現場では主に安全管理、品質出来形管理そして工程管理を行っています。

安全を最優先に、より良い品質の橋脚を工期内に完成できるよう工事を進めてい
ます。

・建設業を選んだ理由
学生時代、日々刻々と構造物が出来上がっていく工事現場の様子を目の当たり

にしました。どのように造り上げていくのか知りたくなり大学で土木を専攻し、
建設業を選びました。

瀬替え工 土のう製作・設置状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、工事を完成するために様々な業種の人達が集結し、それぞれの技

術・知識・経験を持ち合わせ進めていく仕事です。1人1人が現場の歯車となって
協力し合い、無事に完成した時には大きな達成感を味わうことができます。
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【土木】 令和2年度 1号島田金谷菊川IC整備工事

発注者：浜松河川国道事務所 受注者：大石建設株式会社

＜工事（業務）概要＞
国道1号島田金谷バイパス 菊川ICのフルインター化に伴
う整備工事を行っています。堀本 亮佑

2012年入社

入社後は、舗装工事や港
湾工事、海岸工事等の改
良工事に携わってきまし
た。本工事では現場代理
人として現場の施工管理
に従事しています。

写真
工事現場全景写真
など

作業状況がわかる
風景写真など

・現場での私の役割
着手から完成まで現場を運営する中で、現場の照査・測量から書類の作成、協

力業者や隣接工事との工程調整、地域や地元の方とのコミュニケーションをとる
ことも大事なお仕事です。

・建設業を選んだ理由
祖父が長年建設会社に勤めていて、小さいころから建設業は身近なものでした。

いつしか大人になったら私も建設業に携わり地域の為になる仕事をしたいと思う
ようになりました。

上層路盤の作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
工事が完成した時の達成感は他の業種では得られないものだと思います。また

近年ではICT技術を導入し、若手の技術者が最前線で活躍できる環境でもあります。
そんな魅力のある仕事で一緒に未来を作っていきましょう。
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【土木】 令和元年度1号島田金谷菊川地区整備工事

発注者：中部地方整備局浜松河川国道事務所
受注者：株式会社中村組

＜工事の目的及び概要＞
国道1号島田金谷バイパス4車線化事業に伴い菊川ICのフルイン
ター化します。
当該工事は、新設インターチェンジ建設のための盛土工事を行
います。

山口 将太
2018年入社

入社後2年間、他現場で
経験を積んだ後2020年4
月から令和元年度1号島
田金谷菊川地区整備工事
に現場代理人として携
わっています。

【現場での私の役割】
工事を進める上での工程調整や安全・出来形・品質等の現場管理全般を
行っています。

【建設業を選んだ理由】
私の父が建設業に携わっており、父の影響で高校は土木系の学科に進学しま
した。建設業の魅力の一つである“地図に残る仕事”という言葉に引かれ、今の
会社に入社しました。

法面整形作業状況

【未来をつくる若手技術者の皆様へ】
建設業はマイナスイメージが強い人も多いと思います。それは昔のイメージ
であり、現在では新技術の導入により業務の効率化が図られ、職場環境は
とても改善されています。また、最近ではスマホやパソコンを使用した現代の
若者の得意な仕事が増えています！ぜひ建設業の世界で一緒に働きましょう！

3次元設計データ
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令和2年度 1号島田金谷菊川地区道路建設工事
発注者：浜松河川国道事務所 受注者：(株)中村組

【工事の目的および概要】
国道1号島田金谷バイパス4車線化事業に伴い、
菊川ICをフルインター化します。
当該工事では上り線側のランプ取付けおよび
本線下部を横断するカルバートを構築します。

【建設業を選んだ理由】
震災復興や東京オリンピック開催に向けた再開発等、建設業の
需要の増加と生活にかかせないインフラの整備に携わりたいと
いう思いがあったからです。

【現場での私の役割】
主に現場の工程管理を行っています。工期までに工事を完成さ
せるための作業の順番、方法等検討、それに基づいて計画通り
に工事が進行しているかをチェックしています。

【未来の若手技術者へのメッセージ】
3Kという悪いイメージがある建設業は働き方改革により、週休
2日制やICT導入により、生産性向上に積極的に取組んでおり、
現場環境は改善されています。
大変なことは多々ありますが、工事が完成した時、大きな達成感
と喜び感じることができます。

鈴木 雄祐
2014年入社

入社4年目でICT土工事
の3次元設計データ作成、
施工の管理業務を経験
しました。
本工事では現場代理人
を担当しています。

菊川IC

菊川IC完成予想図
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【土木】 令和２年度 1号久能高架橋橋梁補強工事

発注者：浜松河川国道事務所 受注者：株式会社藤本組

＜工事（業務）の目的及び概要＞
国道1号バイパス島田市東光寺～袋井市久能間の4工区で橋梁耐震
補強工事をします。橋梁耐震補強とは、橋脚を鉄筋コンクリート
で太くしたり、橋が落ちないようにチェーンで橋脚と橋桁をつな
いだりすることです。

西島 魁都
2019年入社

入社2年目ですが、日々
勉強になることばかりで、
少しづつでも身になるよ
う努力をしています。

写真

・現場での私の役割
現場監督補助として、施工にかかわる出来形及び品質管理を行っています。
私の後輩も入社してきたので、私のわかる範囲では教えたりもしています。

・建設業を選んだ理由
実家が建設業を経営しており、その会社を継ぐために建設業に携わりました。

インターンシップ学生へ測量機器体験＆説明

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設業はあまり良くないイメージがあるかもしれませんが、実際にかかわって
みるとやりがいのある仕事です。自分の造ったものが残るという魅力もありま
す。たくさんの人とコミュニケーションもとることができ楽しいです。

久能地区

久能地区
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【土木】 令和２年度 1号久能高架橋橋梁補強工事

発注者：浜松河川国道事務所 受注者：株式会社藤本組

＜工事（業務）の目的及び概要＞
国道1号バイパス島田市東光寺～袋井市久能間の4工区で橋梁耐震
補強工事をします。橋梁耐震補強とは、橋脚を鉄筋コンクリート
で太くしたり、橋が落ちないようにチェーンで橋脚と橋桁をつな
いだりすることです。

鈴木 秀弥
2020年入社

今年藤本組に入社しました。
入社後は先輩が担当する工事
現場の補助をしながら日々建
設業について学んでいます。

写真

・現場での私の役割
出来形を測定したり施工されている場所の図面を見ながら、現場の補助をメインに行ってい
ます。まだ入社して経験も浅く覚えることもたくさんありますが、現場代理人や監理技術者
の先輩方から現場のことや現場の動かし方を学んでいます。

・建設業を選んだ理由
私は高校で土木のことについて学んできました。その中で、建設業はきついだけの仕事では
ないことが分かりました。また実際にインターンシップで土木や建設の現場を体験させてい
ただいたときに建設業は地域に貢献できる仕事だと思い選びました。

地元高校で出前講座（測量機器体験）

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
皆さんに知ってほしいことは、この建設業は若手不足だということです。そこで私は皆さんに土木のいいところ
を紹介したいと思います！「1.建設業は道路ができるまでの流れ、建物が建つまでの流れを知ることができる」
「2.普段の生活で見ないものが現場の中で動いている」「3.仕事のやりがいを感じることができる。」「4.この
業界の仕事は手に職をつければずっと働いていける」以上この4項目が土木のいいところです。
最後に、この建設業に興味を持ちましたら皆さんの進路などに考えてはいかがでしょうか。

久能地区
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【土木】 令和２年度 1号久能高架橋橋梁補強工事

発注者：浜松河川国道事務所 受注者：株式会社藤本組

＜工事（業務）の目的及び概要＞
国道1号バイパス島田市東光寺～袋井市久能間の4工区で橋梁耐震
補強工事をします。橋梁耐震補強とは、橋脚を鉄筋コンクリート
で太くしたり、橋が落ちないようにチェーンで橋脚と橋桁をつな
いだりすることです。

轆轤 拓夢
2020年入社

入社後は、先輩が担当する工
事の補助として雑務をしなが
ら、建設業・仕事について
日々学んでいます。

写真

・現場での私の役割
現場では、日々の場内整備や書類の添付資料作成などを行っています。
様々な経験をし、頼まれる仕事の幅を広げていきたいです。

・建設業を選んだ理由
就活中に藤本組を知り、様々なデジタル機器や最新技術も取り入れていくという、それまで
に抱いていた建設業のイメージとは異なる話を聞き、興味を持ちました。また常に変わって
いく状況に、新鮮な気持ちで挑戦できるという話にも惹かれ、この仕事を選びました。

3Dレーザースキャナで取得した点群データ

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
仕事中に得た経験や知識が資格や実績として残るところが、建設業の素晴らしいところだと思います。
またある先輩が言うには、若手のうちから様々な責任のある仕事を任せてもらえるところが、建設業
の素晴らしいところだそうです。様々な仕事がありますが、自分の中でその仕事は素晴らしいと思え
ることはとても幸せだと思います。みなさんがそんな仕事に出会えることを願います。

久能地区

久能地区

121



【土木】令和元年度 1号久能高架橋西橋梁補強工事

発注者：浜松河川国道事務所 受注者：中村建設株式会社

松下 真也
2015年入社

入社後は、市や国発注の
舗装や橋梁工事に従事し
た後、2020年4月から本
工事に現場代理人として
携わっています。

・現場での私の役割
現場では工程の調整や段取り、安全・品質の管理を行っています。手戻りがな

いよう職人さんと打合せを行い、効率よく進めていけるよう日々考えています。

・建設業を選んだ理由
出身高校に土木科があり、面白そうだと思って進学したことがきっかけです。

授業等で土木について学んでいく中で、土木についてより興味を持ったため建設
業を選びました。

橋脚補強工（コンクリート打設状況）

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
工事現場は常に新しいことを行っていくために学ぶことが多く苦労しますが、

普通ではできないような様々な経験ができ、工事が完了した時には大きな達成感
が得られ、自分自身の成長も感じることができる仕事です。

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は国道一号バイパスの橋梁強靭化工事で、柱の巻
立てによる補強、地震の揺れを緩和するための橋梁付属物
設置を行います。
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【土木】 令和2年度 1号小立野地区橋梁補強工事

発注者：浜松河川国道事務所 受注者：株式会社林工組

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は、天竜川に架かる日本の交通の大動脈である国
道1号バイパス『新天竜川橋』『豊田高架橋』の橋梁補強
工事です。（写真は新天竜川橋の補強前写真です）

藤井 佑樹
2011年入社

入社後、国交省発注工事、
遠州灘防潮堤工事、浜松
市発注工事などに従事し
2020年8月から1号小立
野地区橋梁補強工事に現
場代理人として携わって
います。

・現場での私の役割
現場では、現場代理人として発注者対応、地元対応、施工管理等、施工全般に

わたって担当しています。国交省発注工事で、現場代理人として携わる工事とし
ては初めてとなります。

・建設業を選んだ理由
私は小さいころから、重機が好きで祖母に連れられて工事現場のバックホウや

ブルドーザー、ダンプトラックなどをよく見に行ってました。自然と土木にあこ
がれを抱き建設業の仕事を選びました。

豊田高架橋の補強前写真です

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、日々作っているものが形になるため達成感があります。また、携

わり作ったものが皆様に利用していただけることは喜びです。ぜひ未来をつくる
若手技術者のみなさんにもこの『達成感』『喜び』を味わってもらいたいです。
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＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は、国道1号バイパスの大井川に架かる橋(新大井川橋)
の耐震補強を行う工事です。

藤田 一臣
2008年入社

入社後は、河川工事や道
路改良工事等で経験を積
み、近年では主に国交省
の改築・維持工事に従事
しており、本工事では、
監理技術者を担当してい
ます。

・現場での私の役割
現場では、工事を進めていく上で、発注者との打合せ提出書類、工事写真の管

理、また施工に関わる品質及び出来形管理を主に行っています。

・建設業を選んだ理由
子供のころから物作りが好きで、道路等自分が造ったものが残る仕事に憧れを

抱いていました。また、それが地図に残る様な仕事に就きたいと思い、現在の職
に就きました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、我々が生活していく中で必要な道路、橋、トンネル、その他様々

な構造物を造り、それが形となって残る為、やり甲斐のある仕事で有り、また、
工事が完成した時の達成感は、他の何事にも代え難い様な業種ではないかと思い
ます。

【土木】 令和2年度 1号新大井川菊川橋梁補強工事

発注者：浜松河川国道事務所 受注者：株式会社グロージオ

向谷地区

＜工事（業務）の目的及び概要＞
国道1号バイパスの第1、2菊川橋の耐震補強を行う工事です。

菊川地区
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【土木】 令和2年度 1号新大井川橋西橋梁補強工事
発注者 ： 浜松河川国道事務所
受注者 ： ショーボンド建設株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
国道1号新大井川橋(右岸側)を地震に強くする工事です。

田島 亮平
2010年入社

入社後は、主に国土交通
省やNEXCOの老朽化した
橋の補修・補強工事に携
わりました。本工事は、
2020年7月からスタート
し、現場代理人として従
事しています。気が付け
ば入社して10年。あっと
いう間ですね。

工事現場全景写真
など

・現場での私の役割
工事を進める上で、発注者や各関係機関と工法・工程調整を行ったり、工事を

安全且つ円滑に進捗できるよう管理を行っています。まだ始まったばかりの工事
なので、手探りしながら日々を送っています。

・建設業を選んだ理由
学生の頃、地域のために建設現場で働く作業員の姿に興味を持ちました。次第

に、人々のくらしの「基礎」をつくる仕事に魅力を感じ現在に至ります。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設業と聞くと、３K（きつい・汚い・危険）をよくイメージされるかもしれ
ませんが、職場環境は年々と改善され、ドローンやVR技術も取り入れられ大き
く進歩しています。創意工夫を凝らして新しい未来を一緒につくりませんか？

【完成イメージ】

吊足場の設置状況
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【土木】 令和元年度 1号三池橋下部補強工事

発注者：浜松河川国道事務所
受注者：株式会社 中村組

＜工事の目的及び概要＞
この工事は垂木川をまたぐ国道1号線 (三池橋)の橋脚を補
強する工事で、高さ約8mの橋脚を巻き立てする工事です。坂本 脩真

2015年入社

入社後、市や県、国など
が発注する数々の現場に
携わりました。一昨年前
には三遠南信自動車道の
一部開通に大きくかかわ
る工事も経験しました。
現在は、現場代理人とし
て工事に携わっています。

写真

・現場での私の役割
現場では、施工をスムーズに進めるための段取り・書類の作成・材料の管理等
様々なことを行っています。
・建設業を選んだ理由
私は、幼少のころより建設機械が好きで、成長するにつれ大きな仕事、多くの人
の役に立つ仕事に携わりたいと考えていました。そのため土木系に入学し、今の
会社へ入社することを決めました。
・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設業は、自分の作ったものが地図や未来に残り、10年先、20年先と多くの人の
支えになる業種です。また、工事に携わる人たちと協力し合い、1つのものを作り
上げた時の達成感や喜びはほかの職種では味わえないものだと思います。
ぜひ一緒にこの業界で働きませんか。
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【土木】 令和元年度 1号土橋高架橋下部補強工事

発注者：浜松河川国道事務所 受注者：中村建設株式会社

松下 昂平
2014年入社

入社後は、市や国発注の
水道や橋梁工事に従事し
た後、2019年11月から
本工事に監理技術者とし
て携わっています。

・現場での私の役割
現場では工程の調整や段取り、安全・品質の管理を行っています。手戻りがな

いよう職人さんと打合せを行い、効率よく進めていけるよう日々考えています。

・建設業を選んだ理由
私の父が建設業に携わっており、子供のころから建設現場を身近に感じていま

した。自分も建設業に携わり、地域の方に感謝されるような仕事をしていきたい
と思い現在の職に就きました。

橋梁付属物（鋼製ブラケット設置状況）

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
工事現場は常に新しいことを行っていくため、苦労することもありますが工夫して進め

ていくことで達成感を感じることが多いと思います。また、工事が完成した時は満足感を感
じることができ、地域の方からの感謝の言葉を頂いたときは一番達成感を感じることがで
きると思います。

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は国道一号バイパスの橋梁強靭化工事で、柱の巻
立てによる補強、地震の揺れを緩和するための橋梁付属物
設置を行います。
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【土木】 令和元年度 1号日坂伊達方地区橋梁補強工事

発注者：浜松河川国道事務所 受注者：株式会社 鈴木組

水上 雄斗（氏名）
2017年入社

浜松工業高等学校卒業
高校時は、陸上部所属
ハンマー投げにて
インターハイ出場！！
本工事では、現場代理人
を担当しています。

・現場での私の役割
現場では、工事を進めていく上での各業者との工程の調整、技術的な工法の
選定を立案し施工していきます。特に品質管理の確保、現場内の安全管理
を行っています。

・建設業を選んだ理由
いつか結婚し子供が出来た時に、子供に「あの橋はお父さんが工事したんだぞ」と
子供に誇れるようになりたいのと。造ったものが次の世代まで残る仕事がしたいと
思い、現在の職に就きました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
今生活している中でどこを見渡しても土木に関わるものが目に入らないことは
ないくらい生活に必要な土木です。みんなの暮らしを支えるヒーローだと、
私は思い日々精進しています。

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は掛川市、国道1号線道路の一部の橋梁を補強す
る工事で、補強橋脚4基の工事です。

測量状況
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【土木】 令和元年度 1号浜松河川国道管内舗装修繕工事

発注者：浜松河川国道事務所 受注者：株式会社 鈴恭組

＜工事概要＞
国道1号バイパス(島田市野田～磐田市加茂)で舗装の修繕
工事を行います。辻 智仁

2013年入社

入社後は、国土交通省発
注の河道掘削工事等に従
事した後、現在の舗装修
繕工事に従事しています。

・現場での私の役割
現場代理人として労務管理、安全管理、工程管理をしています。

・建設業を選んだ理由
父が建設会社を営んでおり、父と同じように建設業に携わりたいと思い、

土木科のある学校に進んだ後、現在の職に就きました。

舗設作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設業は近年、ＩＣＴ等の普及により目まぐるしい進化を遂げています。

ＩＴに強い若年層の活躍によりこれからの建設業をより良いものにしていき
ましょう。
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【土木】 平成30年度 三遠道路1号橋下部工事

発注者：浜松河川国道事務所 受注者：東洋建設株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は静岡県浜松市と長野県飯田市をつなぐ三遠南

信自動車道の一部となる橋梁の下部工を愛知県の東栄町で
設置する工事です。幅26.7m、奥行き5m、高さ約24mの
橋脚下部工となります。

行德 圭洋（氏名）
2012年入社

入社後は、主に国交省の
工事に従事しており、
本工事では現場代理人を
担当しています。

写真

・現場での私の役割
現場では、工事を進めていく上での協力業者との調整、現場での施工指示、

出来形及び品質管理を行っています。
また本現場にいる新入生の教育を行っています。

・建設業を選んだ理由
私は、父が建設業に携わっていたため、子供のころから興味がありました。

また、造った物が長く残ることに良さを感じ、現在の職に就きました。

梁鉄筋組立作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は私たちが便利で安心な生活を送るために、欠かせない業種だと思っ

ています。大変なこともありますが、完成した構造物を見たときは大きな達成感
を味わえます。
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令和2年度 三遠道路8号橋下部工事
発注者：国土交通省 中部地方整備局 浜松河川国道事務所

受注者：あおみ建設株式会社

施工箇所

都筑 健太
2019年入社

入社後は、国土交通省の
工事に従事しており、本
工事では担当技術者とし
て従事しています。

＜工事・業務概要＞
新城川合地区にて、三遠道路8号橋橋脚を新設します。

・現場での役割
現場では、日々の工事測量や写真撮影などを担当しています。
また、施工に関わる品質や出来形管理も行っていきます。
会社に入って2年目ということで、先輩方にお仕事を教えていただきながら、日々頑張って

いきたいです。

・未来を創る若手・女性技術者の皆様へ
土木業界というのは休みが少ないと言われてきましたが、最近は土日休みの工事が多く休む
機会が確保されています。休日を確保し、休んで仕事への活力を補って仕事に励むことがで
きます。
工事に携わる方とコミュニケーションを取っていけば作業もスムーズになりますし、日々

の作業は大変ですが楽しくなります。苦労も多いですが完了した際の達成感と満足感は大き
く、次への工事の活力となりますよ。

・建設業を選んだ理由
造ったものが地図にも載るスケールの大きな仕事に憧れ、建設業を選びました。

現場測量状況 安全管理状況

完成イメージ
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発注者:国土交通省中部地方整備局
浜松河川国道事務所

受注者:株式会社熊谷組

・現場での私の役割
現場での役割は、材料管理・測量・写真管理

(出来形・品質など)を任せてもらっており一人では

できませんが、他の職員及び協力業者さんと連携しコミュニケーションを密にとり工事が工程通りに安全
かつ確実に進むように業務をこなしております。
まだまだわからないことが多く１つ学んでも次々と覚えるべきことがある忙しい日常を過ごしています。

・未来を築く学生へ
今私たちの普段の生活を支えているのは先人たちが苦労して作った知恵と努力の賜物だと思えます。

電気・水道・道路などこれらを当たり前に使うことができるから快適に生活できておりこの住みやすい環
境を提供していた頂いた先輩たちに続く、また未来に繋ぐための仕事だと考えると建設業は大変魅力的
な仕事だと思います。

建設業は人々の生活の基盤を作る仕事であり、大変な面もありますが無くてはならないからこそそこに
大きなやりがいを感じることができると思います。
入社する前は大変だと思っていましたが、昨今働き方改革と

いう言葉があるように建設業も週休2日制やIT化などが進んでお
り、より働きやすい環境になりつつあり今後さらに良くなると思
います。

削孔状況 発破後ズリ搬出状況 コンクリート吹付状況
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【土木】 令和２年度 1号堀越森岡高架橋橋梁補強工事
発注者：国土交通省 中部地方整備局 浜松河川国道事務所
受注者：株式会社アキヤマ

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事の施工箇所は磐田市と袋井市に計3か所あり、

国道1号線バイパス高架橋の橋梁補強をしています。

鈴木 光信
2020年入社

入社後2か月間研修、
その後2か月間

築堤護岸工事へ従事し、
2020年8月から

当工事へ携わっています。

写真

・現場での私の役割
現場での役割は、作業状況や出来形の写真撮影、下請け会社への指示連絡です。
今年入社1年目で、まだまだわからないことだらけですが、日々変わりゆく現場

に対応できるように研鑽を積んでいます。

・建設業を選んだ理由
子供の頃、木材やコンクリートを使ってものを作る機会が何度かありました。
そのため建設業に興味が湧き、就職活動時に調べてみると「自分がした仕事が

地図や後世へ残る」という言葉を見つけ、それに惹かれて建設業を志しました。

コンクリート打設状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
去年の私は、建設業に対してあまり良いイメージを持っていませんでした。
しかし、いざこの業界へ入り働いてみると、勤務時間があっという間に過ぎて

しまうほどに充実した日々を送ることができています。
もし、興味があればぜひ建設業へ挑戦してみてください！

ウェアラブルカメラを
使用した立会状況

山根高架橋
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【土木】 令和元年度 三遠道路深谷地区整備工事

発注者：浜松河川国道事務所 受注者：須山建設株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は三遠南信道路造成に伴い、発生するトンネルズ
リを利用し、テールアルメ工法にて最大高さ15ｍの擁壁か
らなる、発生土処理場を造成する工事です。伊原 幸貴

2018年入社

入社後は、浜松市の工事
を中心に従事しており、
今回初めての国交省工事
となります。
本工事では、現場代理人
を担当しています。

・現場での私の役割
現場では、各協力業者と工程の調整、資機材の発注、品質・出来形の管理、

安全管理を行っています。また、本現場に配属された新入社員の教育及び指導も
行っています。

・建設業を選んだ理由
私は、自分の生まれ育った地域に恩返しがしたいと思い、地域の発展・維持

に大きくかかわることができる建設業を選びました。

補強土壁工の作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、そこに暮らす人々の“あたりまえ“を守る仕事です。道路や水道と

いった公共設備はあって当たり前ですが、同時になくてはならないものでもあり
ます。建設業は陰ながら人々の生活を支えることのできる素晴らしい仕事です。
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【土木】 令和元年度 三遠道路深谷地区整備工事

発注者：浜松河川国道事務所 受注者：須山建設株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は三遠南信道路造成に伴い、発生するトンネルズ
リを利用し、テールアルメ工法にて最大高さ15mの擁壁か
らなる、発生土処理場を造成する工事です。

鍵山 和哉
2020年入社

入社後2ヶ月の研修期間
を経て、2020年6月から
初めての現場勤務である、
三遠道路深谷地区整備工
事に携わっています。

・現場での私の役割
現場では主に写真の撮影や、安全管理、材料納入、測量の補佐を行っています。

現場の進捗に合わせて、どこに危険が潜んでいるのか、危険な作業を行っている
作業員は居ないか、常に気を配っています。

・建設業を選んだ理由
建築物の出来上がっていく過程に興味があり選びました。

1つ1つの小さな作業が積み重なり大きな建築物となっていく、その過程を最も身
近に感じることのできるとてもやりがいのある仕事です。

補強材取付作業状況

・未来をつくる学生の皆様へ
この仕事は、大変なことが多いですが、その分やりがいがあると感じます。学

生の皆様は、現在厳しい環境での生活を送っていると思いますが、それを乗り越
えた力を建設業で発揮してほしいです。
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＜工事概要＞
この工事は三遠南信道路トンネル工事で発生した掘削残土を受入れ
る工事であり、施工延長160ｍ、築堤高5ｍの築堤盛土工事です。

山下晃史
2016年入社

2017年3月から三遠道
路整備工事に携わって
います。
休日は仲間と野球やサ
イクリングをしてリフ
レッシュしています。

・現場での私の役割
現場代理人として、

現場が稼働している時は、
協力業者との打ち合わせ、
安全管理、測量、隣接業
者との連絡調整、書類作
成など流動的に日々の業
務を行っています。

・建設業を選んだ理由
私は、もともと体を

動かすことが好きだった
のと、建造物を眺めるこ
とが好きでスケールの大
きな仕事をしてみたいと
思ったので建設業を選び
ました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
自然を相手にする仕事なので天気に悩まされたり、どうにもならないこと

があるのも事実ですが、工事を終わらせた後はスケールの大きな仕事ができ
たという達成感を味わえます。また、最近の現場では、先進技術を用いた
ICT施工や週休2日制が普及してきているため、現場環境は改善していると思
いますので興味のある方は建設業に携わってみて下さい。

【土木】 令和２年度 三遠道路整備工事

発注者：浜松河川国道事務所
受注者：小笠原マル曻株式会社

法面整形状況

土砂敷均し状況
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【土木】 令和2年度 第二出張所北部橋梁補修工事

発注者：名古屋国道事務所 受注者：株式会社オカシズ

＜工事（業務）の目的及び概要＞
本工事は、愛知県と岐阜県を結ぶ国道２２号の橋梁補修工
事を行っています。

魚住幸太郎
2014年入社

入社後に施工管理の資格
を取得し、官公庁工事の
舗装工事や橋梁工事に従
事しており、本工事では、
現場代理人を担当してい
ます。

・現場での私の役割
現場では、工事の施工計画を立てたり、現場で働く人たちの安全面や作業の工

程を管理しています。

・建設業を選んだ理由
私は、公共事業は人々の生活にはかかせない仕事であり、子どもたちに誇れる

仕事と思い、現在の職を選びました。

ウォータージェット工法の斫り状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、建設業は、様々な職種のたくさんの人が協力し合って、ひとつの

建物やプロジェクトを目標に完成させていく仕事です。そして今後はAIを駆使し、
日々進化していく仕事だと思います。常に新しいことにチャレンジできる環境が
あり、ひとつ先をいく喜びが、この仕事にはあります。
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令和２年度尾張地区標識区画線設置修繕工事
発注者：名古屋国道事務所
受注者：株式会社キクテック

都筑 功司 27歳
2015年入社

入社後は、1年間現場作業員と
して現場作業を学んだ後、現場
管理者として名古屋市や愛知
県、国土交通省の発注工事に
従事しています。
本工事では現場の責任者とし
て従事しています。

・現場での私の役割
現場では工事を納期までに遅滞なく納めるための工事予定の管理や、より安全な道路

にするためには何を直したらよいかを発注者と調整し決定しています。また現場の作業員
や一般の方々の安全を守るために様々な工夫を現場に施したり、現場の作業員の仕事ぶ
りや全体工事費用の把握に至るまで、工事現場の責任者として働いております。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
我々の建設業は道路や橋、鉄道や空港、公園に至るまで皆さんが普段当たり前に

使っている施設を作ったり、より使いやすいように改善したり、守り維持していくために存
在しています。こんなにも身近で自分達が作ったモノが日々多くの人たちの役に立ってい
ると感じられる職業はなかなかありません。ぜひこの素晴らしい業界を一緒に盛り上げて
いきましょう！

・建設業を選んだ理由
私は、父が大工をしており、幼い頃から現場作業や重機などが身近な環境で育ちまし

た。たくさんの人が協力して一つのモノを作り上げて、この先誰かの役に立っていくという
ことに魅力を感じて、これらが叶う建設業を選びました。

＜工事概要＞
この工事は名古屋国道維持第一、第二、第三及び第四出張
所管内の国道上に設置されている、区画線・標識の修繕と
新らしく設置を行う工事です。
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下出 葵
2020年入社

入社後東京本社で研修を受け、
その後数か月現場で勉強させて
頂き9月1日から名古屋支店に
配属になりました。

この工事は地中に電線を入れるため
のうつわづくりの工事で、地震など
の災害時、電柱倒壊による交通障害
など二次災害を防ぐ為の工事です。
また、景観向上にも役立ちます。

管路工（結束多条管）作業状況
この管の中に電線ｹｰﾌﾞﾙが入ります。

・現場での役割
現場では測量を基本やっています。読み違えをしてしまうと
大変なことになるので緊張感をもって作業しています。
またわからないとこがあれば上司の方々が指導してくださる
ので色々新しいことにも挑戦していきたいと思います。

・この職業を選んだ理由
今まで学んできたことや沢山の資格を使える場であるから。
また祖父が同じような業界だった為とても興味が湧き
この業界に入りました。

・未来をつくる若手技術者の皆さんへ
この仕事は学生では学べないものが沢山あるため日々発見
の毎日ですが頑張ってみてはいかがでしょうか。

【土木】 令和元年度 22号一宮三ツ井電線共同溝三ツ井西工事

発注者：名古屋国道事務所
受注者：戸田道路(株)名古屋支店
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令和2年度 第一出張所管内交通安全施設整備工事

発注者：名古屋国道事務所 受注者：株式会社竹中道路

＜工事の目的及び概要＞
国道22号浅間町交差点付近は地下鉄駅の利用者が多く、
歩行者と自転車の交通安全対策が進められています。
交差点のコンパクト化による交通事故防止対策を目的とし
工事を行っています。

黒田 智也
2008年入社

入社後は主として国土交
通省発注の工事に従事し
おり、本工事では監理技
術者を担当しています。

・現場での私の役割
現場では、無事故無災害で工事を完了させるため安全管理には日々注意しています。

また、作業をスムーズに行えるよう協力会社との作業調整、関係機関との連絡調整を行ってい
ます。工事を進めるにあたり、より良い物を作れるよう作業時の出来形及び品質の確認管理を
行っています。

・建設業を選んだ理由
私は、小さい頃家を建てている職人さんを見て物づくりに興味を持ちました。 それから物づ

くりが好きで何かを作る職業に就きたいと思い工業系の学校へ進みました。学校で様々なこと
を学んだり、実際に実習で体を動かし作業を行っていく中で建設業(土木)の仕事をしたいと思い
ました。

構造物掘削状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、大変な事も多いですが現場が無事完了したときの達成感があります。

建設業はきつい、危険、汚いといわれていますが、現場を管理する事で働きやすい環境に作り
変えることが出来ます。自分の夢を仕事にし、目標を見つけて誇りを持てる仕事をみんなで
やっていきましょう。

区画線切替状況

140



◎工事概要
国道22号浅間町交差点のコンパクト化と、自転
車道の整備を行っています。

・建設業を選んだ理由

東日本大震災で被災した際にインフラの重要性を身を持って学び、それを自分
も支えていけるようになりたいと思い高校進学の際は土木科を選択しました。

【土木】令和２年度第一出張所管内交通安全施設整備工事

発注者：名古屋国道事務所
受注者：株式会社竹中道路

杉本 陽蕗
2019年入社

入社後、国交省発注の
電線共同溝工事に従事
した後、2019年7月か
ら交通安全施設整備工
事に携わっています。

・未来をつくる若手の皆様へ

建設業といえばきつい・汚い・危険と言ったイメージを持たれがちですが、働
き方改革や機械施工の発展による安全な施工等、日々そのイメージを解消しつ
つあります。ぜひ建設業に興味を持ってみてください。

◎現場での役割

現場では主に写真や安全、
品質の管理をすると共に、
協力業者さんと打ち合わせ
て作業員さんに指示を送っ
たり、日々の状況に応じて
現場の取り仕切りなどを
行っています。

交差点のコンパクト化に伴う統合柱設置の状況
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令和元年度 23号蒲郡BP金野IC西道路建設工事
発注者：名四国道事務所 受注者：株式会社 ヒメノ

＜工事・業務概要＞
バイパス側道部ののり面掘削と土砂を搬出し、工事用道路
を造っています。

竹内 謙策
2006年入社

入社後は、主に名古屋市
の水道工事に従事してい
ましたが、本工事では国
交省の工事で現場代理人
を担当しています。

・現場での私の役割
現場では、施工上の運営、安全管理や工程管理を行っています。

実際に施工するのではなく、作業内容について指示を出し、安全の注意や改善策
を提案しています。

・建設業を選んだ理由
私は、友人の父が建設業を営んでおり、設計図を基に物造りをすることを楽し

んでいる姿にカッコよさを感じこの業界に入りました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
とにかくやりがいがありますね。大規模になればなるほど・・・

図面を基に、ひとつのプロジェクトに向かって工事に携わる人達と協力し、工事
が完成したときの達成感はたまらないですね。
最近では、週休2日制度も導入され、完全週休2日ではないけど前よりも働きや

すい環境になってきてるなーと感じます。

＜工事・業務概要＞
図面を３次元化することで現場に潜む問題点を明確にして
います。
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令和元年度 23号蒲郡BP豊沢西道路建設工事
発注者：名四国道事務所
受注者：株式会社 加藤建設

中田 貴大
2017年入社

入社後は、地盤改良工や
圧入立坑工などを経験し、
2018年8月から東海環状
高富IC東地区道路建設工
事、2019年1月から蒲郡
BP豊沢西道建設工事に
従事しています。

・現場での私の役割
本工事では、現場代理人を担当しており、主に安全・出来形・品質を管理して

います。中でも現場が無事故無災害で竣工を迎えることができるよう、日々の安
全管理には力を入れています。また協力業者や関係機関との何でも言い合える、
風通しの良い現場づくりを心掛けています。

・建設業を選んだ理由
私は「人のためになる仕事」がしたく、建設業は多くの方々の生活が豊かにな

り、快適に暮らすことができる手助けをできる「人のためになる仕事」であると
考えているため、建設業を選択しました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
これから先においても建設業の担う役割は、人々の生活の基盤となるものの建

設・整備を行っていくことだと思います。ともに建設業における技術者として、
周囲に誇れるものづくりをしていきましょう！

＜工事の目的及び概要＞
この工事は、県立御津高校グランド下を通る国道２３号蒲
郡バイパスのボックスカルバート（施工延長67ｍ、内空断
面高さ6.2×幅9.7ｍ）を構築する工事です。

ボックスカルバート構築作業中
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【土木】令和元年度 23号蒲郡BP豊沢西道路建設工事

発注者：名四国道事務所 受注者：株式会社 加藤建設

＜工事の目的及び概要＞
この工事は、県立御津高校グランド下を通る国道２３号蒲
郡バイパスのボックスカルバート（施工延長67ｍ、内空断
面高さ6.2×幅9.7ｍ）を構築する工事です。

尾関 剛
2005年入社

入社後3年程度は、海部
地区の市町村発注工事に
従事しました。その後、
国交省の道路や河川工事
に従事しており、本工事
では、監理技術者を担当
しています。

・現場での私の役割
現場では、毎日たくさんの人たちが工事に従事しています。その一人一人が安

全と円滑に作業ができるように、施工方法の立案及び工程の調整を行っています。
より良いものをつくるため、日々、仲間たちと知恵を出し合って工事を進めてい
ます。

・建設業を選んだ理由
私は、学生の頃、東海豪雨により地域一体浸水被害を受けました。その体験に

より、人々が生活する上、土木の仕事がいかに重要か考えさせられ、土木に携わ
りたいと思い、この仕事に就きました。

ボックスカルバート構築作業中

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
自分が関わった仕事が形として後に残り、人の役に立っている実感を得られる

のも、土木技術者としての魅力です。皆様も是非、自分で造った道路を走ってみ
てください＾＾
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令和元年度 23号蒲郡BP金野ICﾗﾝﾌﾟ橋下部工事
発注者：名四国道事務所
受注者：株式会社 近藤組

＜工事の目的及び概要＞
この工事は蒲郡市と豊橋市をむすぶ道路の橋梁

下部工を構築する工事で、施工延長１,０００ｍ、
橋脚高さ約１５ｍの工事です。

古林 雅隆
2010年入社

入社後、主に国土交通省
やＮＥＸＣＯ発注工事に
従事した後、2019年10
月より、本工事の現場代
理人を担当しております。

・現場での私の役割
現場では現場代理人として、現場施工における安全・工程・品質管理を行い、

工事が安全且つ円滑に進むよう、日々従事しています。竣工まで『絶対』に無事
故・無災害で終えられる様、管理することが最大の役割だと考えています。

・建設業を選んだ理由
私は大学で土木工学を専攻しており、学んでいくうちに「ものづくり」に興味

を持ちました。そこで地図に残る仕事をしたいと強く思い、建設業を選択しまし
た。
・未来をつくる若手技術者の皆様へ
現在、建設業界は若手労働者の入職希望率の低下や、高い離職率といった就業

者の減少がクローズアップされています。しかし、建設業では若手技術者が働き
たいと思う魅力ある職場づくりを目指し、変わろうとしています。
苦労することも多々ある分、無事竣工した際の達成感は何事にも代えられないと
思います。是非、今後の建設業界を支える為、一緒に働きましょう！！

＜岩盤リッピング＞ ＜梁コンクリート打設＞
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令和元年度 23号蒲郡ＢＰ五井道路建設工事
発注者：名四国道事務所
受注者：株式会社近藤組

＜工事の目的及び概要＞
この工事は蒲郡市と豊川市をむすぶバイパス道

路の新設にともない、山の中腹で土砂の切盛り作
業を行いながら、法面や排水構造物を構築する工
事です。

藪本 育樹
2018年入社

入社後、主に国土交通省
の工事（２３号バイパ
ス）にたずさわり、本工
事では安全巡視者を務め
ています。

・現場での私の役割
現場では安全巡視者を務めており、工事が安全に行われているかを、常に巡視

確認をおこなってます。また、工事を進めるための測量や写真撮影等の現場管理
もおこなってます。

・建設業を選んだ理由
私は土木工学の高校へ入学し、現場で働いている先輩の話しを聞く機会があり、

その時に地図に残る仕事に興味をもち、現在の職に就きました。

<ICTを用いた法面整形と杭ナビを用いた測量状況>

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は協力業者の方々と協力し、工事をどのように進めるか等、責任が大

きい分、やりがいがあるスケールの大きな仕事です。
ひとつの工事が竣工した時の達成感は、この業界でしか味わえないものだと感じ
ています。
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【土木】 令和2年度 名四国道交通状況調査業務

発注者：名四国道事務所 受注者：藤コンサル株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この業務は、名四国道事務所管内において、交差点部の渋
滞長等の交通状況を把握することです。西尾 崚

2018年入社

入社後の1年間は構造分
野を担当する部署に所属
し、橋梁の補修・補強設
計に携わりました。2年
目からは道路分野の部署
に異動し、道路設計に携
わっています。

写真

・現場での私の役割
私の現場での役割は、調査員の方々や第三者の安全を確保し、交通状況の調査

が適切に行われるように現場を管理することです。

・建設業を選んだ理由
私がこの職業を選んだ理由は、父が土木構造物の設計に携わっており、この仕

事に興味を持っていたからです。また、人が暮らすための場所を、自分で設計で
きるというところに魅力も感じていたので、この仕事に就きました。

渋滞長の調査状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
私たちが設計、計画するものは、実際に様々な人に利用されるものであり、私

たちが生活するうえで、なくてはならないものです。そういったものを自分たち
の手で設計できるということが、この仕事の魅力の1つになると思います。簡単な
仕事ではないですが、その魅力に触れてみませんか?
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【土木】 令和2年度 23号蒲郡BP金野高架橋鋼上部工事

発注者：名四国道事務所 受注者：

＜工事概要＞
工期：2020/9/29～2022/5/20
施工箇所：愛知県豊川市御津町
橋長：171.5m 鋼重：396ton

本工事は一般国道23号蒲郡バイ
パス関連工事です。豊川市御津町
にて蒲郡バイパスに新しくかかる
金野高架橋を架設いたします。

古財 千寿 （2019年入社）

入社し半年ほど社内研
修を受け、その後、群
馬県と滋賀県の現場に
従事し、2020年9月か
ら金野高架橋鋼上部工
事に携わっています。

私の役割
図面や計算書をチェックして、橋梁の構造に問題がな
いか照査します。工場で製作できるか、安全に施工す
ることができるかなどを考えながら、細心の注意を
払ってチェックしております。

最近では、3Dモデルを使用した検討も行っており、
本工事でもVRを使用し、作業の効率化を図っておりま
す。

《 建設業を選んだ理由 》
都市をつくる仕事に携わりたいという思いがあり、建設業を選びました。
また、スケールの大きな仕事への憧れと、大学で橋梁について学んできたことを
活かせると思い、この仕事を選びました。
《 未来をつくる若手・女性技術者の皆様へ 》
この仕事は、人やモノの移動を支える重要なインフラ設備をつくる、とてもや

りがいのある仕事です。設計、工場(製作)、現場(施工)と仕事内容は異なりますが、
同じ目標に向かってそれぞれが力を合わせ、一つの橋梁をつくります。現在は環
境が整えられ、どの部署でも女性技術者が活躍しております。

完成予想パース
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令和2年度 東三河地域自然環境調査業務
発注者：名四国道事務所
受注者：大日本コンサルタント株式会社

＜業務の目的＞
この業務は、動物の生態系に配慮した道路整備の実施
に伴う自然環境調査、及び環境影響評価に係る調査手
法の立案を目的としています。

久保 圭汰
2018年入社

入社3年目になり、自分だけ
でやれる事も増えてきまし
た。先輩にも後輩にも頼ら
れる存在になれるよう、ま
だまだ勉強中です！

・現場での私の役割
地域に生息する猛禽類の生息状況を調査し、工事影響の有無を確認しています。
猛禽類への影響が確認された場合は、想定される原因を整理し、保全対策を提案
します。

・建設業を選んだ理由
人々の生活を豊かにするという観点から、開発事業は不可欠ではありますが、動
物や植物を保全することで社会全体の豊かさも守りたいと考え現職に就きました。

＜業務概要＞
猛禽類を対象とした定点観察・踏査による調査状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
向上心を持って業務に取り組むことで、本来担っていた以上の多様な社会的役割
を果たすことのできる可能性に溢れた仕事だと思います。これからを担う若手と
して、皆様と共に技術の向上に努めていければと思います。
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令和元年度 155号豊田南BP本新北地区道路建設工事
発注者：名四国道事務所 受注者：中部土木株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
本工事は、豊田市本新町における豊田南BPの道路建設工事
であり、U型擁壁を構築することが目的の工事です。

立川 大地
2015年入社

入社後は、主に国土交通
省の工事に従事しており、
本工事では現場代理人を
担当しています。

・現場での私の役割
現場では、工事を進めていく上での作業員の方との打合せ、工程の調整を行っ

ています。本現場では私以外にも若手社員が2名配属されていますので、若手社員
への教育を行っています。

・建設業を選んだ理由
私は、父が建設業に携わっており、小さい頃からこの仕事の内容に興味があり

ました。また、様々な工種の仕事に携われる監督業に魅力を感じて現在の職に就
きました。

本現場における作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事の魅力は、自分が携わった構造物、道路等がそのまま形として残ると

いうことと、一つの現場を工事に携わる業者の方たちと協力して施工していきま
すので苦労することも多々ありますが、完了した時の達成感は何事にも代え難い
です。
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【土木】 令和元年度 豊田BP整備工事

発注者：名四国道事務所 受注者：太啓建設株式会社

＜工事の目的及び概要＞
この工事は、豊田南バイパスで調整池、豊田北バイパスで
工事用道路及び平戸大橋の橋梁防護柵を施工する工事です。太田 侑介

2012年入社

入社後は、主に愛知県発
注の道路改良工事に従事
し、近年は国の河川工事、
豊田市発注工事に従事し
た後、2020年4月から
令和元年度 豊田BP整
備工事に携わっています。

写真

・現場での私の役割
現場では、主に安全管理・工事を進めるための工程調整・施工に関する出来形

管理や品質管理です。

・建設業を選んだ理由
私は、自分の暮らしている街の街づくりに携わってみたいと思い、建設業を選

びました。また、造ったものが残るということも魅力に感じました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、自分が携わった道路や構造物が残ります。造る過程では苦労する

ことも多いですが、苦労した分完成した時に達成感のある仕事だと思います。
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令和元年度 155号豊田南BP宮町地区道路建設工事

発注者：名四国道事務所 受注者：吉川建設株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は豊田ICと豊田勘八ICをつなぐ国道の一部を施工
するもので、施工延長550ｍ、有効幅員約19ｍの道路建設
の為の盛土工事です。

細田 成也
2018年入社

入社1年を経て、地元の
長野を出て、県外での初
仕事を行っています。
2019年11月から豊田南
BP道建設工事に携わっ
ています。

・現場での私の役割
現場では、測量を主として構造物施工位置の確認や、出来形の管理を行ってい

ます。 また、日頃から従事者が安全に作業ができるよう巡視を行い、不備な箇
所を指摘して改善に努めています。

・建設業を選んだ理由
私は高校の専門課で土木について学び、その中で一般の方々の生活に欠かせな

い仕事として魅力を感じ、造ったものが後世まで残るということに憧れ、建設業
へ入りました。

補強土壁の作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設業は、人々の生活で欠かせないものづくりを行っていきます。現場が完成

に近づくにつれて、達成感や社会貢献をしている充実感が得られます。建設業に
興味を持っている皆さん、地図に残るような仕事を一緒にやってみませんか。
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工事・業務概要
国道155号豊田南BPの横山地区及び、国道153号豊田
北BPの花本地区の道路建設工事

入社後半年ほど日本下水道事
業団発注のポンプ場建設工事
に従事しました。2020年4月
から現工事に携わっています。
早く土木施工管理技士の資格
を取得し現場を任せて貰える
ようになりたいです。

プライベートでは、お金を貯
めて、好きなバイクを購入し
てツーリングへ行くのが目標
です。

作業状況がわかる
風景写真など

・現場に出てみて必要と感じたスキルは？
図面等から完成形をイメージする力と、その考えを他の人に伝えるコミュニケ―
ション能力が必要だと感じます。自分はまだまだ試行錯誤の連続です。

・建設業を選んだ理由
建築士をしている母の影響が大きいです。いつも忙しそうにしていましたが、仕
事の話を楽しそうに生き生きと話してくれたのが印象的です。小さい頃から施工
管理技士になりたいと思っていました。入社して土木に挑戦したいと思うように
なりました。

法面補強作業状況

・未来をつくる若手・女性技術者の皆さまへ
この仕事は考えること、するべきことが多いです。完成形をイメージし
ながら効率よく作業できるよう計画をたて、そのために必要な準備、段
取りと仕事は多いです。けれども、それがうまくいった時は達成感もあ
りますし、やり甲斐を感じます。いつか皆さんと一緒に仕事が出来るの
を楽しみにしています。

福島 州宏
2019年入社

令和元年度 名四国道豊田地区道路建設工事
発注者：名四国道事務所 受注者：日起建設株式会社
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令和元年度 23号蒲郡BP蒲郡IC西橋梁下部工事
発注者：名四国道事務所 受注者：日起建設株式会社

工事・業務概要
蒲郡BPの橋梁下部工2基の建設工事

入社後、主に国土交通省の
橋梁下部工事に従事してい
ました。
現工事では監理技術者とし
て従事しています。
小さい頃からサッカーをし
ていて、現在も時々フット
サルをやっています。名古
屋グランパスのファンで休
日にJリーグの試合観戦を
しています。

・現場での役割
監理技術者として、施工・安全・品質全般の計画及び管理を行い、発注者や関係官庁
及び隣接工事との調整を行い、工事全体が円滑に進むよう業務を遂行しています。

・建設業を選んだ理由
物を造るのが好きでこの職業を選びました。最初の頃は無我夢中で先輩についてい
くのが精一杯でした。けれども自分で調べたりしながら現場を理解していくにつれ
て、物を造る喜び、出来た時の達成感が生まれ、やり甲斐を感じるようになりまし
た。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は苦労の連続です。自分一人では絶対に造れない物を、皆と協
力して造り上げ、完成した姿を見ると苦労も良い思い出に変わります。
是非この世界に飛び込んでみて下さい。

井上 裕介
2012年 入社
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橋梁形式：鋼2径間連続非合成鈑桁橋
橋長：81.0m
鋼重：112.6t
工期：2020年9月15日 ～ 2022年1月28日

発注者 名四国道事務所
受注者 日本車輌製造株式会社

令和2年度
23号蒲郡BP金野Cランプ橋鋼上部工事

設計担当 山田 真衣
2018年入社

入社後は道路橋の他、鉄道
橋や駅開発工事関連の鉄骨
等の設計照査を行いました。
本工事でも設計照査業務を
担当しています。

＜工事（業務）の目的及び概要＞

本工事は一般国道２３号蒲郡バイパス
金野地区の一部である、金野Cランプ橋
の鋼上部工事です。

建設業を選んだ理由
私はものづくり、特に社会インフラとして人々の生活にとって当たり前であり

ながら必要不可欠な土木分野に興味があったためです。その後、大学で橋梁に関
する研究室に入り、鋼橋メーカーに就職しました。

設計照査の作業状況

未来をつくる若手技術者の皆様へ
汚い・きつい等のイメージを払拭するために発注者・企業が様々な取り組みを

行い働きやすい環境作りを進めており、女性技術者は年々増えています。少しで
も建設業に興味を持っていただければ幸いです。

＜設計業務について＞

設計照査は設計計算が適切に行われて
いるかどうかの他に、より良い品質、よ
り寿命が長い橋梁になるような提案を行
います。
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【土木】
令和元年度 23号蒲郡BP為当第3橋鋼上部工事

発注者：名四国道事務所 受注者：日立造船株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は国道23号線蒲郡バイパスの一部となる橋梁の
上部工を設置する工事で、施工延長120ｍの工事です。

村本 亮太
2013年入社

入社以来7年間、日立造
船の橋梁製作工場である
広島県尾道市の向島工場
で勤務しています。
鋼橋上部工の工場製作に
携わっており、本工事で
は、現場代理人・主任技
術者として工場製作全般
の管理を行っています。

・現場での私（工場）の役割
鋼橋上部工事は架設現場の作業だけでなく、工場での製作があります。日立造

船向島工場は、自動化された加工機械と工場専属の作業者により高品質な鋼桁の
製作が可能です。私は、工事の工程調整や製作方法の決定、製品の品質・出来形
管理などの業務を行っています。

・建設業を選んだ理由
私は熊本県の小さな島の出身です。学校へ通うのも５つの橋を渡って通学して

いました。そんな環境で育ったこともあり、橋が生活を支える姿と佇まいの美し
さに魅了されて、いつかは橋梁を自分で造りたいと思うようになりました。その
ため大学では土木工学を専攻し、就職では建設業界を選びました。

・未来をつくる若手技術者・女性技術者の皆様へ
建設業は大きなスケールでものづくりができることや、大人数が協力し、一つ

のものが完成した時の達成感を味わうことができる業種です。このような業種の
一員として一緒に頑張っていきましょう！

鋼板の切断 桁の溶接

溶接完了
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【水文調査】 令和2年度 中勢道路水文調査業務

発注者：三重河川国道事務所 受注者：株式会社建設技術研究所

磯前 陽介
2011年入社

大学では地質学を学び、
入社後は主に道路・トン
ネル工事に関連した地質
調査・水文調査に従事し
ています。環境に配慮し
た道路建設に貢献するた
め、現地で地質調査を実
施し、工事に伴う地下水
への影響評価・検討、対
策計画・調査計画立案な
どに携わっています。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設コンサルタントという仕事はイメージしにくいと思いますが、人々の生活に
必要な社会インフラ整備を環境面から支える重要な仕事です。幅広い業務内容が
ある仕事ですので、興味のある方は一度調べてみてください。

・現場での私の役割
毎月実施の水文定期観測(地下水位観測・井戸利用状況・水質分析など)で収集し
た観測データをもとに、工事の進捗する現場周辺の地下水に水位低下や水質の変
化が生じていないか、井戸利用の支障が生じていないかを調査・検討しています。

・建設コンサルタントを選んだ理由
大学で学んだ地質学の知識を活かす方法を考える中で、道路などの社会インフラ
整備の円滑な推進に寄与し、社会に貢献することができる建設コンサルタントと
いう職業を知り、この仕事を選びました。

＜業務の目的及び概要＞
中勢道路の建設に伴う地下水環境の変化をモニタリングす

るとともに、工事箇所周辺の井戸利用への影響の有無を評価
し、地下水環境保全の必要性を検討しています。

中勢道路工事範囲
周辺井戸

地下水位観測状況 水質分析試料採水状況
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【土木】 令和２年度 三重管内交通安全施設設計業務

発注者：三重河川国道事務所
受注者：パシフィックコンサルタンツ株式会社

＜業務の目的及び概要＞
この業務は三重河川国道事務所管内における交通事故を削
減するために、交通事故発生状況を整理し、効果的な事故
対策設計を行います。

山下 夏実
2014年入社

入社後は、主に国交省や
自治体の道路設計や事故
対策検討・設計に従事し
ています。

・業務での私の役割
本業務では、現地踏査にて実際の現場を確認し、事故発生の要因を考えていま

す。要因分析した結果を基に、事故削減の対策検討を行っています。

▲社内会議の状況

・未来をつくる若手技術者・女性技術者の皆様へ
私の仕事は、生活にとって欠かせなくて毎日利用している道路をより良くする

こと、利便性を向上するために新しく道路を整備するため設計をしています。土
木業界は社会資本整備に携わり、人々の生活を支える業種と考えています。
土木業界は女性技術者も増えてきております。
私の設計した道路が出来上がる日を夢見て、日々わくわくしています。

・建設業を選んだ理由
私は、世の中の役に立つ仕事がしたいという思い、携わった物が目に見える形

になるといいなという思いから、建設業界に飛び込みました。

▲現地踏査の状況
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令和２年度 三重管内道路照明維持修繕工事

発注者：三重河川国道事務所 受注者：シーキューブ株式会社

沖原 弘之
2017年入社

入社後、国交省のトンネル
照明工事や道路照明工事に
従事しており、2020年4月
から三重管内道路照明工事
の現場代理人を担当してお
ります。

照明灯建柱状況

＜工事の目的及び概要＞
この工事は四日市管内と津管内において、道路照明
の維持修繕を行っており、道路照明のランプ取替や
LED化、老朽化した道路照明の建替を行っております。

LED照明取付状況
・現場での私の役割
主な役割として、労務管理・工程管理・安全管理を行い、工事を円滑に進める

ために、発注者や監督職員との打合せ、作業員とのコミュニケーション、段取り
をきちんと組んで工事を進めております。
・建設業を選んだ理由
高校の頃、道路照明工事を行っているのを見て興味を持ちました。また、照明

工事に関わり、多くの人の役に立ち、生活に安心をもたらしたいと思い、現在の
仕事に就きました。
・未来をつくる若手技術者の皆様へ
道路施設において、夜間での交通事故防止や私たちが安全かつ快適に走行す

るために、道路照明は必要不可欠なものになります。私は、日常生活において
必要不可欠な道路照明工事に関わることで、とてもやりがいを感じることがで
き、地域社会に貢献できる仕事だと思っています。
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【土木】 令和2年度 23号中里高架橋補修工事

発注者：三重河川国道事務所 受注者(株)久志本組

＜工事の目的及び概要＞
この工事は、一般国道23号 中里高架橋の橋桁・橋台・橋
脚の、ひび割れ、断面修復を行う、橋梁保全工事です。
工事延長 L=約407m

田中 裕貴
2019年入社

入社後、半年ほど四日市
市発注の改修工事に従事
した後、2020年6月から
本工事に携わっています。

写真

・現場での私の役割
配置技術者として、まずは足場設置時の安全管理、後に補修に入れば、出来形

管理・写真管理などを先輩と共に行っていく予定です。

・建設業を選んだ理由
多くの人の生活を支え、社会貢献出来ること、地図に残るものを、作れること

からこの仕事を選びました。

足場設置の作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
自分が携わった工事が、人々の生活を直接支えるこの仕事は、とてもやりがい

があります。また、工事が完工し、出来上がったものを見たときの達成感は格別
です。仕事では、苦労するとこも多いですが、皆さんと国土を支える仕事を、一
緒に出来る日を心待ちにしています。
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【土木】 令和２年度 伊勢地区橋梁耐震補強工事

発注者：三重河川国道事務所 受注者：宮本建設株式会社

＜工事概要＞
この工事は国道23号において、伊勢市内を流れる宮川に

架かる宮川大橋の耐震補強工事です。今回は、全長725m
ある橋の橋脚部を2橋脚、厚い鉄板で巻立てて補強を行い
ます。その他に、勢田川橋の耐震補強工事も行います。

・現場での私の役割
現場では、安全管理や写真管理、測量作業などを行っています。
建設業は未経験で分からないことも多いですが、上司や作業をしてくださる方々に教わりな

がら、より良い物づくりができるよう励んでいます。

・建設業を選んだ理由
地域内外様々な人の生活を支える「ものづくり」に興味、やりがいを感じ、また自分の地元

がよりよくなる仕事に携わりたいと思い、建設業を選びました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設業では、監督や作業員、事務など、様々な人が協力して、１つの「かたち」を作り上げ

ます。具体的な目標に向けて一丸となり仕事を成し遂げる、達成感のある仕事です。是非一緒
に建設業界を盛り上げましょう。

締切矢板打設状況（CHV工法）

宮本 卓哉 (25歳)
2020年入社

入社後半年ほど伊勢市発注
の避難所施設整備工事に従事
した後、9月から耐震補強工
事に携わっています。
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【土木】令和2年度 四日市管内交通安全整備工事
発注者：四日市維持国道事務所
受注者：松岡建設株式会社

前坂 樹
2018年入社

入社して３年目にな
り昨年度、橋台工事
に携わり現在四日市
管内の交通安全整備
工事に担当技術者と
して従事しています。

建設業を選んだ理由

現場での役割

学生へのメッセージ

＜工事・業務概要＞
道路土工、舗装工、区画線工、道路付属施設工、その他
本工事は国道1号・国道23号・国道25号・国道258号の舗

装の機能回復及び道路付属施設による交通事故削減を目的
とした舗装修繕・安全整備工事であり、1車線規制にて舗
装を日々打ち換える工事です。

現在の工事では、写真管理・安全管理・事務所での毎日の安全関係書類の作成が私の主な業
務となっております。現場での安全対策や工事の進捗状況等を写真に収め、書類に写し日々管
理しています。
現場に出る前の朝礼時に服装、保護具の確認を行っています。事故災害を無くせるよう毎日

の朝礼でその日の作業で起こりうる危険を予知し、作業員の方々に周知させ、作業中に不安全
行動はないか、現場内に事故の元となるものは無いかと現場監督である私たちが目を光らせ、
無事故無災害を目指し監督業務に励んでいます。

私は、その日の作業の安全指示事項を伝え、一日をヒヤリハットも無く無事故無災害で乗り
切ったときや、小さな作業でも一つ一つ進めていき、作業員の方々と協力して一つの大きな物
事を成し遂げていくことにやりがいや喜びを感じます。
工事の規模が大きくなるほど関わる人や、関係企業が増える分プレッシャーや苦労も増える

と思いますが、その分自分の力だけではできないことでも皆とコミュニケーションを取り協力
することで事故災害無く完成した工事の達成感は、他の仕事では感じることのできないものだ
と思います。

学生の持つ建設業のイメージはあまり良いものは多くはないと思いますが、実際に働いてみ
ると上司や作業員の方々も親切に接していただけたり、近年はICT化が進み、自動で重機等が作
業する姿は圧巻で工事が進むにつれてだんだんと変わる景色をみる事ができるのが建設業です。
長年の知識と経験が生きるので『食いっぱぐれない』職業だと思います。その知識と経験を

活かし、地図に残るモノが完成したときの達成感は建設業でしか味わえないと思います。
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【土木】 令和2年度 四日市管内道路施設点検業務

発注者：三重河川国道事務所 受注者：杉山コンサルタンツ株式会社

＜道路付属物点検業務の目的及び概要＞
道路付属物の現状を把握し、変状を早期に発見するととも
に対策の要否を判定し、安全な道路交通の維持を図るため
に定期点検を実施しています。

小川 陽子
2020年入社

構造物の点検会社に4年
勤務したのち、2020年
入社。入社時から四日市
管内道路施設点検業務に
携わっています。

写真

・現場での私の役割
現場では、擁壁・函渠等の土工構造物、標識や照明等の道路付属物の点検をし

ています。道路付属物にひびわれや腐食などの異常がないか、過去の状況と比べ
て変状の進行がないかを調べています。

・建設コンサルタント業を選んだ理由
大学では考古学を専攻していましたが、研究テーマが古代の土木事業であった

こともあり、インフラ整備に興味を持ち、この仕事を選びました。

○○の作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
文系出身で専門的な知識が全くないところからのスタートでしたが、実務経験

を重ねる中で知識を身につけ、資格も取得しました。まだまだ覚えなければなら
ないこともたくさんあります。文系出身でも興味がある方は是非、挑戦しみてく
ださい。
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【土木】 令和2年度 四日市管内北部橋梁点検業務
発注者：三重河川国道事務所
受注者：大日コンサルタント株式会社

左：川路 恭広 2015年入社
右：沖原 涼太 2016年入社

点検現場での私たちの役割
点検現場では、橋のお医者さんとして橋の桁や柱を点検ハンマーを使用して打診
したり、クラックスケールなどの器具を使用して診察しています。橋に悪いとこ
ろがあれば、それをカルテに記録し、次の治療に活かしています。

建設コンサルタントを選んだ理由
地元密着の会社に就職し、東海地方の橋は
自分が守るという強い想いがあり、“建設
コンサルタント”を選びました。はじめは、
嫌だったこの仕事も、地域の人の安全を守
る責任感やこの仕事でしか味わえない達成
感を感じ、最近はこの仕事の楽しさが分
かってきました。

未来をつくる若手技術者の皆様へ
土木業界は3K（きつい・汚い・危険）と言われています。今では、ノー残業デー
や週休2日制など、業界全体で働きやすい環境作りがされ、魅力ある仕事になって
います。是非、私たちと一緒に社会の安全を守る仕事を一緒にしましょう！

建設コンサルタントを選んだ理由
私の父は建設の仕事をしています。小さ
い頃から、熱心に仕事に励む父の姿にあ
こがれを抱き、自分もいつか建設関係の
仕事に就きたいと強く思っていました。
そのような思いから、人々の暮らしを支
えることができる“建設コンサルタント”と
いう仕事を選びました。

橋梁点検車による点検

安全管理ミーティング

点検の様子（川路）

点検の様子（沖原）

164



【土木】 平成31年度 津管内橋梁点検業務
発注者：三重河川国道事務所
受注者：大日本コンサルタント株式会社

＜業務の目的及び概要＞
この業務は国道23号の橋梁161橋の定期点検等を行う業務
で、橋梁の損傷や変状の早期発見、今後の維持管理に必要
な基礎資料の収集を目的としています。

日野 秀幸
2008年入社

入社後から橋梁の計画・
設計・点検等を行う部署
に所属し、国交省や地方
自治体の橋梁点検業務・
橋梁設計業務に従事した
後、2019年4月から津管
内橋梁点検業務に携わっ
ています。

・業務での私の役割
業務では、担当技術者として実施計画書の作成、点検現場と社内の調整、点検

結果を基に点検調書の作成、損傷原因の検討を行っています。

・建設業を選んだ理由
私は、日常生活で利用する大きな土木構造物に興味を持ち、特に橋梁について、

計画・設計から完成後の点検・補修補強まで携わりたいと考え建設業、建設コン
サルタント業を選びました。地域の橋梁を整備し、そこに住む方々の暮らしに貢
献できることに非常にやりがいを感じます。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、利用者や現地状況が異なる橋梁を対象とするため、同じ橋梁は１

橋も存在しません。また、関連する分野や必要な知識も豊富なため、学び続ける
こと、関係者と協力して仕事を進めることが必要です。絶対に飽きさせない、地
域に貢献できるやりがいのある仕事が皆さんを待っています。

対象橋梁の桁下状況

橋梁点検車の作業状況
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【土木】 令和２年度 三重管内電線共同溝詳細設計業務
発注者：三重河川国道事務所
受注者：中央コンサルタンツ株式会社

業務概要
国道23号の歩道において、景観やバリアフリーに配慮しな
がら、電線共同溝の設計を行う業務です。森下 裕士

2017年入社

入社後、道路詳細設計や
事故対策設計業務、電線
共同溝設計業務に従事。
2020年8月から「令和２
年度 三重管内電線共同
溝詳細設計業務」に携
わっています。

作業状況がわかる
風景写真など

・本業務での私の役割
電線共同溝の計画にあたり、現地の既存埋設物件について、占用物件の管理者

と移設位置や移設方法などの調整を行っています。また、それらの計画を踏まえ、
最適な電線共同溝の計画立案に携わっています。

・建設業を選んだ理由
自分の設計した建築物が地図に残るといったスケールの大きさに魅力を感じ、

公共事業に関わる建設コンサルタントを選びました。これから多くの経験を積み、
自分の設計が地域に役立ち、日常的に活用されているところを見るのが夢です。

地域の声を反映した計画に向け、
合同現地調査を実施し、現場での課題を共有

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
公共事業は、近年頻発する自然災害から社会を守る大事な役割も担っています。

建設業界には今、生産性を向上させる新技術がたくさん生まれています。新しい
技術を身に付けて、一緒に安全な社会を形成していきましょう。
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入社当時より維持修繕工事の現場に
携わり、2014年・2016年には現場代理人
として従事してきました。

工事場所： 四日市市中里～津市雲出島貫町
（23号線 34.90㎞　中勢バイパス 26.23㎞）

工事期間： 平成31年4月1日～平成33年9月30日
工事内容： 本工事は、国道23号線及び中勢バイパスの維持管理を行う工事です。

私は人の役に立つ仕事がしたいと思い、その事から人々の生活を支え、
社会基盤を整備する土木工事に関心を持ち建設業を選びました。

現場では休憩前の巡視や安全指導など安全に関わる業務を行っています。
事故なく現場を終わらせることを目標に従事しています。

普段何気なく利用している道路ですが、その裏には安全・快適に使えるよう日々
多くの人が点検・整備などを行っています。
建設業は私たちの生活において必要不可欠なものですが、近年若手の人材が
不足しているのが現状です。
私たちと一緒にこれからの建設業を盛り上げていきましょう。

～現場での役割～

～未来をつくる若手・女性技術者の皆様へ～

2013年入社 東　信作

～工事概要～

～建設業を選んだ理由

発注者：三重河川国道事務所

受注者：田中土木株式会社

未来をつくる君たちへ
【土木】平成31年度 津北部地区維持修繕工事
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【土木】 令和２年度 北勢国道管内交通量調査業務
発注者：三重河川国道事務所 受注者：南海カツマ株式会社

＜業務の目的及び概要＞
本業務は、事務所管内の交通状況を把握し、事業推進の

基礎資料としています。
また、本年度は5年に一度の「全国道路・街路交通情勢

調査」の交通量調査をビデオカメラ調査及び可搬式トラカ
ンにて実施しました。

松谷 敏志
2016年入社

入社した年から交通量
調査に携わり、2年目か
らは、担当技術者として
従事し、本業務でも担当
技術者として業務を担当
しています。

写真

・私の役割
調査計画に基づき準備を行います。現場では調査員への監督・指導及び渋滞状

況の確認、調査に係わる機器の設置を行います。調査後は調査結果をまとめます。

・建設業を選んだ理由
自分の仕事を目に見える形で残したい、次の世代に受け継いでもらえるよう

なものを造りたいと考え、現在の職業に就きました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設コンサルタントの業務は、公共施設の建設計画や維持管理などを行うため

の計画・調査・設計などを行っており、社会に貢献できる仕事です。
業務の種類は様々ですが、一つの業務に携わる人たちと協力して進めて行きま

す。苦労することもありますが、皆で協力して業務を完了したときの達成感は特
別なもので、経験して見ないと分からないものです。

南海カツマ株式会社
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令和２年度 鈴鹿四日市道路路線測量業務
発注者：三重河川国道事務所
受注者：株式会社日建技術コンサルタント

甲田 哲聖
20１0年入社

入社後から、空間情報
技術部に所属し、地上
型レーザ、MMS、そし
てUAVと三次元計測を
担当してきました。
2020年８月より、本測
量業務に携わっていま
す。
出身地：高知県

写真

・現場での私の役割
現場では、求められた精度で測量できるよう技術的管理を行ってます。今回、
地形測量のメインとなるUAV計測を事故なく実施できるよう、機体の異常の有
無、飛行の障害となるものがないか等、安全管理も行っています。

・建設業を選んだ理由
私の故郷である高知県は、大雨、台風による災害が多い地域です。災害が起き
るたびに、復旧作業に携わる土木技術者を幼いころから見てきました。いつか
この方々のような、人の役に立てる土木技術者になりたいと思ったのがきっか
けです。

UAVレーザの測量状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
昨今、建設業界は技術の進歩が早いため、新たな技術や知識を習得し、業務を
遂行しなければならない事もあり苦労する面もあります。ですが、業務を完了
した時の達成感は計り知れません。私たちとこの業界を盛り上げていきません
か。

鈴鹿四日市道路(計画線)

＜業務概要＞
本業務は、国道23号鈴鹿四日市道路を設計する為の、UAV
レーザを用いた地形測量を行います。
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・建設業を選んだ理由

・現場での役割

・未来をつくる若手・女性技術者の皆様へ

発注者：国土交通省　中部地方整備局三重河川国道事務所　道路二課

令和２年度中勢BP橋梁耐震補強工事

受注者：三重農林建設株式会社

 現場では主に安全管理と写真管理、測量業務を⾏い、現場の異常個所等を⾒つけた場合は相談し、
協⼒業者の⽅々が安全に作業を⾏うことができる現場環境を作っています。測量業務は現場の進捗に
合わせて作業の進⾏に影響がないように⾏っています。

 現場作業は、環境の影響をとても受けやすく、夏場は暑く、冬場は寒いのでとても楽な仕事とは⾔
えませんが、⼯事が進むにつれて出来上がっていく現場の姿と完成した際の達成感はとても⼤きく、
⼤変やりがいのある仕事となっています。作業環境や、仕事内容も若⼿や⼥性技術者が働きやすい環
境となってきているので建設業に興味のある⽅は⼀緒に建設業を盛り上げていきましょう！

・工事の目的及び概要

この工事は志登茂川の河川内の橋脚の耐震補強を行
い、大里大橋の地震に対する強度を上げ長寿命化及
び安全性の向上を図る工事です。

舩木　駿佑
2018年入社

 学⽣時代に進路について考えた際、私が好きなこと・やりたいことを仕事に⽣かすことができたら
いいなと思い、⼦供のころから好きだったモノづくりに携わることができる仕事を選ぼうと思い、建
設業という仕事を選びました。
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【土木】令和2年度42号尾鷲第4トンネル管路布設工事

発注者：紀勢国道事務所 受注者：株式会社 森組

＜工事（業務）の目的及び概要＞
工事は尾鷲市と熊野市を結ぶ延長18.6ｋｍの自動車専用道
路の一部となる尾鷲第4トンネル(2.5ｋｍ)に、管路を布設
する工事で施工延長2529ｍ、総管路58ｋｍの工事です。

松 田 崚
2017年入社

入社後三重県発注の橋梁
工事及び農業用水管工事
に従事した後、2020年6
月からトンネル管路布設
工事に携わっています。

休日は学生時代からし
ている野球を小学生に教
えています。

・現場での私の役割
現場では、日々測量や工事写真を撮っています。 又当工事はトンネル内での

作業で舗装工事や設備工事との調整が必要な為、協力業者も含め、日々密に打合
せを行い、遅滞なく工事完成を目指しています。

・建設業を選んだ理由
私は高校時代に土木科に在籍していて、その時現場見学会で橋梁工事を見学し、

自分も“こんな大きな仕事をしてみたい”と思い選びました。

朝礼状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
私たちの仕事は地図に残る仕事です、工事期間中は問題が発生することもあり

大変なことも多いですが、完成した時の達成感や満足感は他では味わえない物だ
と思います、建設業界を若い人で溢れさせて一緒に盛り上げましょう。
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【設備】 令和2年度 熊野尾鷲道路トンネル照明設備工事

発注者：紀勢国道事務所 受注者：シーキューブ株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は尾鷲北ICと尾鷲南ICをつなぐ道路(総延長5.4㎞)
のトンネル照明設備及び道路照明設備を設置する工事です。

工事現場全景写真
など

・現場での私たちの役割
現場では、主に他業者様との工程の調整、現場の進捗管理、原価管理、現場の施工に関わる

品質及び出来形の管理を行っています。本工事は平均年齢が28歳ととても若いメンバーで構成
している為、書類の作り方、現場の進め方などを1から教えています。

・建設業を選んだ理由
就職活動で、いろんな会社の方と話をさせていただき、自分が行きたいと思っ

た会社がたまたま建設業でした・・・(笑)。

アンカー打設の作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
私たちが働いている建設業は、生活基盤を支える上で必ず必要となる業種です。

そのため工事の施工中は失敗できないというプレッシャーと常に隣り合わせですが、苦労が大
きければ大きいほど、無事に工事が完了したときの達成感と満足感は何事にも代え難いものが
あります。また、年齢に関係なくいい仕事をしたら若くても周囲から評価してもらえるので、
とてもやりがいがある仕事だと思います。ぜひ一緒に日本の生活基盤を支えましょう！！

千原 昇悟(現場代理人)
2010年入社 33歳

田中 智大(監理技術者)
2014年入社 29歳

入社後は、主に国交
省・NEXCOの道路照明
工事、トンネル照明工
事に従事してきました。
今回の工事では初めて
トンネル照明工事の現
場代理人と監理技術者
を担当します。

ケーブル敷設の作業状況
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平成31年度 42号小日向谷川橋鋼上部工事
発注者：紀勢国道事務所 受注者：株式会社駒井ハルテック

＜工事概要＞
本工事は、国道４２号熊野尾鷲道路（Ⅱ期）の一部分となる鋼上部工事で、深さ30m以上
の谷間に、長さ105.5mの鋼橋を送出し工法により架設します。

吉田 恵子
2014年入社

入社後、5年間設計業務に携わったのち、橋梁架設の工事
現場に従事しています。九州地方整備局発注の工事で初の現
場代理人を務め、2020年2月から中部地方整備局発注の本
工事において、現場代理人として安全確保と品質向上への取
組みを行っています。

・現場での私の役割
現場では架設・床版コンクリート打設に向けた作業指示およ
び段取り作業、工程調整、施工に伴う出来形管理、品質管理を
行っています。また、熊野尾鷲道路Ⅱ期工事安全協議会の副支
部長を務め、協議会員の皆さんと共に、安全な施工に務めてい
ます。

・建設業を選んだ理由
私は子供の頃からもの作りが好きで、「どうせ作るならば大
きいものを作りたい」と思い、土木を選びました。
工事を進める中で、もの作りの過程でしか見れないもの、感
じられない体験や達成感があります。それを現場で感じた時、
「土木を選んで良かった！！」と思います。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
現場で働くことは楽なことばかりではありません。それでも、同じ目標に向かって共に働
く人達との「出会い」が自分を強くしてくれます。その出会いの中で経験した事は人生の糧
であり、技術者として成長する貴重な機会です。
現場での仕事に興味はあるが従事経験は無い。不安がある。という方、心配いりません。
日々勉強・日々成長です。現場でしか味わえない感動をぜひ感じてください。

ワイヤーブリッジの上から
鋼桁を望む

[ 送出し架設 完了 ][ 送出し架設 途中 ]
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【土木】 令和２年度 42号紀北地区法面防災工事

発注者：紀勢国道事務所 受注者：中村建設株式会社

＜工事の目的及び概要＞
この工事は、三重県北牟婁郡紀北町国道42号線沿いの法面
において、既設コンクリート吹付の補強並びにロックネッ
トを刷新する工事です。

早野 裕美(ハヤノ ユミ)
大阪府吹田市出身
2020年9月配属

2021年1月入社予定

今春大学卒業後、中村建設㈱
へ派遣社員として配属され、
紀勢国道事務所発注の橋梁下
部工事に従事した後、9月か
ら本工事に携わっています。
来年1月には正社員となる予
定です。
『土木用語』を覚えるのに必
死な23歳です。

・現場での私の役割
写真撮影、熱中症予防委員及びコロナ感染症予防対策としての出入管理を含む安全管理全般、

近隣住民の方々への簡単な工事説明や、現場環境改善の為、現場及び現場事務所のライトアッ
プや緑化・快適化に携わっています。

・建設業を選んだ理由
“たまたま配属された会社が建設会社” だった私ですが、アメとムチの使い方が絶妙な先輩社

員の下、“Google マップで目視できる仕事”にやりがいを感じました。

監督職員による確認・立会状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
男性ばかりとイメージされがちな建設業界ですが、女性も活躍できるように様々な変革が進

んでいると聞いています。国土とそこに住む人が存在する限り、建設業は必要不可欠なものだ
と思います。災害時における迅速な対応、老朽化した構造物の更新等、未来に向けて今まさに
私たち若手技術者が男女問わず必要とされているのではないでしょうか。
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【機械】 令和2年度 42号尾鷲第4トンネル非常用設備工事
発注者：紀勢国道事務所 受注者：能美防災株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は尾鷲第4トンネル内に防災設備（消火栓・火災
検知器等）を設置するものです。

町田 光誠 2012年入社

入社後、トンネル防災設備
の施工に携わっています。
新設工事や既設改修工事に
従事してきました。
本工事では、現場代理人を
担当しています。

・現場での私の役割
現場では、工程の立案・調整、材料の選定・手配、施工の品質管理を行い、現

場を運営します。設置完了後は、機器の動作確認を行い、有事（火事等）の際に
必ず動作する事を確認します。
・建設業を選んだ理由
大学時代に建設業でアルバイトをしていた際に、1つのチームで1つのものを作

りあげて行く仕事に達成感を覚えました。

消火栓試運転（放水試験）作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、人命・財産を火災から守る設備を作るものです。防災意識が高

まってる現代社会でかかせないものとなってきています。安心安全の社会を守る
一員となってみませんか！？

175



【土木】 令和元年度東海環状片樋道路中整備工事

発注者：北勢国道事務所 受注者：日本土建株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
東海環状自動車整備事業の一環として国道３６５号の
迂回路となる仮橋工事を行っています。

中村 威翔
2019年入社

入社後は舗装工事、
堤防工事に携わり今
回の仮橋工事が３つ
めの現場になります。
本工事では担当技術
者として働いていま
す。

・現場での私の役割
現場での主な役割は測量、写真、安全巡視を行っています。事務所での業

務は安全書類の整理、現場で撮影した写真の整理を行っています。

・建設業を選んだ理由
やりがいを感じる仕事がしたいと思ったのが一番の理由です。皆で協力した

成果が形として表れることも魅力の一つです。

支持杭打設作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
私たちが安心安全な生活を送る為に欠かせない仕事だと思います。大変な

こともありますがやりがいや達成感を感じることができる良い仕事だと思いま
す。
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【土木】 令和元年度 北勢ＢＰ坂部トンネル工事
発注者：北勢国道事務所
受注者：大日本土木株式会社

（仮称）坂部トンネルは国道１号北勢バイパスの一部で、本工事はトン
ネル全延長８７０.１５ｍのうちトンネル掘削 L=１８４.０ｍ、覆工 L=４３９.１
５ｍ、インバート L=４２８.６５ｍを施工するものです。

市野 広樹
2016年入社

入社後は、主に国土交通省や
JR、岐阜県のトンネル工事
に従事しており、本工事では
工事係としてトンネル掘削作
業を担当しています。

・現場での私の役割
トンネル上部は営業中のゴルフ場のため、地表面沈下や陥没によりゴルフ場の営業に
支障をきたさないよう計測管理を行っています。また、トンネル掘削作業における品質、
出来形、安全管理を行い、若手社員の指導および教育も行っています。

・建設業を選んだ理由
何もない場所に構造物が出来ていく過程に携わることができ、完成した構造物が地図

に残ることに魅力を感じ、建設業を選びました。

トンネル掘削状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
土木構造物は一つとして同じものは無く、私が携わっているトンネル工事でも、地山

の状況に応じた様々な工法を採用して工事を進めており、毎日が勉強です。工事に携わ
る人達と協力し、トンネルが貫通して坑内に日の光が差した時の達成感は格別でした。
これからの若手技術者の皆さんにも、工事が完成した時などの達成感を経験して欲しい
です。若い力でこれからの建設業界を盛り上げていきましょう。

終点側坑口

仮設ヤード

掘削方向

起点側坑口

北勢バイパス

施工管理実施状況
(電子野帳使用)

入社1年目 トンネル貫通写真

至川越

至鈴鹿

（仮称）坂部トンネルＬ＝870.15ｍ
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【土木】令和元年度 北勢BP曽井高架橋PC上部工事

発注者：北勢国道事務所 受注者：㈱安部日鋼工業

岡田 裕仁

2016年入社

現場での役割

入社5年目で橋梁の現場は
7件目です。新入社員も配属
され指導係として、戸惑いな
がらも頑張っています。

工事概要

現場施工における品質・出来形管理を行っています。また、安全巡視者として無事故・無
災害での施工を目指し、各所不安全なポイントがないか日々目を光らせています。

近年のAIの発達により、将来的に消滅してしまう業種がいくつかあると思いますが、土木
工事はこの先も人の手によって行われる、決して無くなることのない重要な業種です。この
仕事は外仕事ということもあり体力的にも精神的にもハードな面も確かにあります。しかし
苦労した分、工事が完成した時の達成感はひとしおです。また、完全週休二日への移行や
働き方改革、建設ICT施工などにより皆様の想像以上に働きやすい環境に変化しています。
一緒に働ける日を待っています！

国道1号・23号の渋滞緩和等を目的としたバイパス工事です。
橋長：148.1+23.07m 有効幅員：9.0～11.338m

未来の若手技術者へ

建設業を選んだ理由
祖父・曽祖父が建設業に携わっていたため、建設業に対して昔から興味を持っていました。

岐阜工業高等専門学校が身近にあったことから、同校環境都市工学科(旧土木科)に進学
し、OBの方々との縁もあって㈱安部日鋼工業に就職しました。
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【土木】 令和２年度 １号伊勢大橋長良川右岸下部工事

発注者：国土交通省 中部地方整備局 受注者：株式会社大林組

＜工事概要＞
現伊勢大橋は昭和９年架橋で老朽化が著しいため、現

在の位置より約２０ｍ下流に、新しい伊勢大橋に架け替
える工事です。本工事では、長良川右岸に計画されてい
る３橋脚を構築します。

山本 哲
2019年入社

入社後1年半、本社技術
部にてコンクリートに関
する現場・営業支援業務
に携わりました。その後、
2020年10月より本工事
に着任しました。

・現場での私の役割
現場では、工事を進めていく上での安全管理、出来形管理を行っております。

まだまだ経験が浅く、わからないことだらけですが、上司や職長からご指導いた
だきながら、日々業務に取り込んでおります。

・建設業を選んだ理由
小学生の時に実家のリフォームを経験しました。その際、人の何倍もあるもの

をつくる様子、それが完成後、何十年と残り続けることに魅力を感じ、建設業を
選択しました。

SEP台船による地質調査状況（左） 仮設ヤード整備状況（右）

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設業は、自分が施工に携わった構造物が何十年と残り、様々な人に影響を与

えることができる仕事です。大変なことも多くありますが、とても達成感のある
仕事だと思います。ぜひその達成感を一緒に味わいましょう！
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【土木】 令和元年度 東海環状大安4高架橋南下部工事

発注者：北勢国道事務所 受注者：アイトム建設株式会社

＜工事の目的及び概要＞
東海環状自動車道にて橋脚2基を、場所打工の施工
から梁までの施工をする下部工事となります。

入社後は主に舗装工事を
担当していましたが、徐々
に構造物の工事を手掛け
るようになりました。
現在、2020年4月より東海
環状大安地区の下部工事
に現場担当者として工事
に携わっています。

・現場での私の役割
現場では、私は主に施工状況の記録及び写真管理と出来形管理を行っています。

工事は常日頃進行しています。特に橋梁工事は準備工を含めて様々な違ったこと
を工程が進むにつれこなしていく為、常に新鮮さを感じることができて、常日頃
楽しみながら仕事を行っています。
・建設業を選んだ理由
私は、学生のころから働き出したら成果がしっかりとわかる仕事につきたいと

考えていました。その点、建設業は自分の行った仕事の成果内容がはっきりと
大型構造物に現れるのでわかりやすくて良いと感じたのでこの職を選びました。

鉄筋のピッチ確認作業

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
学生の皆様方には、この業界は体力勝負の大変な業界であると聞いている人た

ちが多いと思われます。しかし、構造物等が完成した時にはそれに見合った達成
感が確かにありますので仕事に対してやりがいを求めている若手の方はぜひとも
この業種についてほしいです。

山田 卓哉
2014年入社
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【土木】 令和元年 東海環状片樋道路南整備工事

発注者：国土交通省中部地方整備局 北勢国道事務所
受注者：日本土建株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は愛知・岐阜・三重を環状に連絡する東海環状

自動車道を整備するために国道365号の迂回路用仮橋を設
置する工事です。

更屋 魁
2018年入社

入社後2年ほど民間の造
成工事に従事したのち、
2020年7月より片樋道路
南整備工事に携わってい
ます。

・現場での私の役割
現場では、仮橋の支持杭の位置出しや、取り付ける部材の高さ出しなどの測量をメインに行って

います。
他にも施工状況の写真や材料検収、出来形管理などの写真撮影も行っています。
安全面に関しては、新規に来られた作業員の方に対して、現在の現場の状況や危険箇所について

説明を行い、事故の防止に努めています。

・建設業を選んだ理由
橋や道路など人々の生活の基盤となるようなものをつくることができ、地域の発展に貢献できる

この仕事をとてもやりがいのある仕事だと感じ建設業を選びました。

主桁設置の作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
土木工事はトンネルやダム、道路の舗装など規模は様々ですが、どれも人々の生活や安全を守る

ためのものです。
完成までの道のりは決して楽ではありませんが、協力業者の方たちと一丸となって工事を進めて

いき、完成したときに感じる達成感は、建設業にしかない魅力だと思います。
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・未来をつくる若手技術者の皆様へ
現在の建設業は部活動で例えると、3年生が多く、女子部員や2年生が少ない部です。ひと昔前
と違い、働き方改革による週休二日制やICT活用による機械化が進んでおり、労働環境はどんど
ん良くなってきています。そこでどれだけの成果を出せるかは各々の努力次第ですが、たくさ
んの先輩方から教えを受けられて、早い段階から第一線で活躍することも可能で、より責任感
や達成感を感じやすい良い環境と思います。そして廃部の危険もありません。どうですか？外
が好き、仕事で活躍したい、やりがいがほしい、飽きない仕事がしたい、そんなあなたに建設
業をおすすめします。工事は一人一人の力の結晶で、それが目に見えてわかります。日々変
わっていく現場を僕らと一緒につくりませんか？

・建設業を選んだ理由
小さい頃からモノづくりやアウトドアが好きだったことと、高校生の時に近所で行なわれてい
た工事現場での、重機や日々道路が出来ていく様を見て、自分もこういう仕事がしてみたいと
興味を持ったことがきっかけで建設業を選びました。実際に建設業に携わってみて、苦労する
ことも多いですが、工事が終わった時の自分がこれを作ったんだという達成感が大きく、建設
業を選んでよかったなと思います。

・現場での私の役割
現場では主に、主任技術者の補佐として書類作成や安全管理、現場での測量、作業員への指示
出しや安全管理、出来形・品質等の確認及び写真管理を行っています。

【土木】令和2年度 東海環状東員整備工事
発注者：北勢国道事務所 受注者：天元工業株式会社

〈工事（業務）の目的及び概要〉
この工事は東海環状自動車道新設に伴う国道365号の整
備を目的とした工事で、施工延長2.44㎞で側溝工、縁
石工、舗装工を主要工種として行う工事です。佐藤 吉幸 2018年入社

入社後2年ほど県や市発注の土木
工事に従事した後、2020年7月か
ら東海環状東員整備工事に現場
代理人として携わっています。
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【土木】 令和元年度 東海環状大安4高架橋中下部工事
発注者：中部地方整備局 北勢国道事務所

受注者：伊勢土建工業株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
本工事は、東海環状自動車道の建設に伴う下部工事で、
P21橋脚を1基、施工します。

岡本 康
2014年入社

過去、4現場ほど東海環
状の下部工事に携わり、
現在の工事では、担当技
術者として従事し、日々
の施工管理に努めていま
す。

場所打杭工 杭頭処理の作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設業には、3Kという〈きつい・汚い・危険〉といった悪いイメージがありましたが、今や

新3Kという《給料・休日・希望》 へ進化しました。賃金水準の確保、週休2日制、ICT化(情報
化施工)を取り入れた建設現場の生産性向上など、良い方向へ改善されています。
日々変化していく現場、完成した時・無事に竣工した時の喜びや達成感を一緒に分かち合い

たいと思います。是非、未来を担う技術者になりましょう！

・建設業を選んだ理由
私は、小さいころから物作りが好きでした。中学生の時に、地元の建設会社に職業体験へ

行ったことをきっかけに将来も建設会社で働きたいと思い建設業を選びました。

・現場での私の役割
現場では、安全巡視員として設備の点検・日々の安全書類の整理及び管理・現場作業に伴う

写真撮影(電子小黒板の活用)及び管理・BIM/CIMへの取り組みに伴うCIMモデルの作成・ド
ローンによる月末写真及び定点写真の撮影を任されています。
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＜工事（業務）の目的及び概要＞
本工事は、東海環状自動車道の建設に伴う下部工事で、
P21橋脚を1基、施工します。

山本 楓希
2020年入社

4月に入社し、東海環状
の下部工事に従事してい
ます。
初めてのことばかりで驚
きや発見の毎日です。
日々成長できるように頑
張っています。

鋼矢板圧入状況
・現場での私の役割
現場では、先輩の補佐として測量や安全施設の点検・整備を行っています。
また、現場内の整理整頓、清掃をしつつ現場作業も手伝っています。

・建設業を選んだ理由
私は、やりがいのある仕事、たくさんの方々に感謝される仕事、に就きたいと

思い建設業を選びました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
最初は建設業に対して、少し悪いイメージを持っていました。

しかし、実際働いていくうちに親切な人ばかりでとても楽しく仕事ができていま
す。少しづつ変化していく現場を見ていると普段なにげなく見ていたものがなに
に使われているのか、どのようにして造られているのかが分かり、造るのに携わ
れるので知識も得られるしとてもやりがいのある仕事だと思います。
建設業に興味を持ってもらえると嬉しいです。

【土木】 令和元年度 東海環状大安4高架橋中下部工事
発注者：中部地方整備局 北勢国道事務所

受注者：伊勢土建工業株式会社
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【土木】 平成30年度三遠南信池島トンネル本坑工事

発注者：中部地方整備局 受注者：株式会社 安藤・間

伊藤 富洋
2020年入社

初現場として本工事に
配属され工事係として主
に現場での施工管理及び
施工書類の整理を行って
います。
現場宿舎での共同生活

の為仕事後には先輩社員
と仕事以外のことでも
色々話ができるので充実
した日々を送っています。

・建設業を選んだ理由
チームでものを造り上げること、社会貢献できるというところにやりがいを感

じ建設業を志望しました。父親も建設業に携わっており、最近では共通の話題と
して仕事の話をすることができるので建設業を選んでよかったと思っております。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設業は調整事項が多いため確実に先輩社員や作業員さんへ報連相をするのが

大切だと思います。第一歩としては積極的にコミュニケーションを取ること、ま
た、分からないことは素直に質問することを心掛けると仕事が円滑に進むと思い
ます。スケールの大きい仕事ができることや、日々変化する現場の状況に思考を
巡らせながら対応し、構造物を造り上げていくことが現場の醍醐味だと思います。

・現場での私の役割
現場では、業務内容として測量や品質管理、出来形管理、安全管理を行ってい

ます。また、最若手として常に現場を意識し、現場が円滑に進むよう協力会社の
方々と積極的にコミュ二ケーションを取ることも重要な役割です。

＜工事概要＞
本工事は静岡県と長野県をつなぐ三遠南信自動車道のト

ンネル工事（全長4,998ｍ)で、静岡県側の施工延長2114
ｍを新設する工事です。
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＜業務概要＞
一般国道19号桜沢地区・薮原地区の道路整備事業に

おいて、環境に与える影響の有無を把握するため、工
事前及び工事中の環境モニタリング調査を実施してい
ます。具体的には、水文調査及び猛禽類調査を行い、
調査結果に基づく影響予測評価までとりまとめを行い
ます。

濵島 翼
2019年入社

大学院で河川における保
全生態学を学んできまし
た。入社後は河川環境だ
けでなく道路都市環境な
ど、多岐にわたる業務に
従事しています。2020
年4月より、飯田国道事
務所管内における国道
19号線の環境調査業務
に携わっています。

・業務での私の役割
現在の業務では、主に水文調査と猛禽類調査の現地調査を担当しています。

水文調査では、水源地の状況や使用者の方の利用状況など、自然環境から住環境
まで調査しています。猛禽類調査では、事業実施箇所周辺における猛禽類の生息
状況を調査し、繁殖状況や営巣林の特定といった事業による影響予測に資する
データを収集しています。

・建設業を選んだ理由
私は、幼少の頃から自然に触れることが好きで、自然環境の保全に携わること

ができる仕事につきたいと考えていました。そんな時、大学時代の恩師に建設コ
ンサルタントを紹介され、その職務内容に興味を持ちこの業界を選びました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、道路建設や河川整備など、国民の生活に直結するような業務が非

常に多く、責任も非常に大きいですが、とてもやりがいのある仕事だと思います。
多くの専門知識を持った先輩の方々に教えを請いながら、楽しんで業務に取り

組むことが重要だと考えています。

猛禽類調査
危険予知活動

水文調査

【土木】 令和2年度 19号環境調査業務
発注者：飯田国道事務所

受注者：株式会社 建設環境研究所
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【調査】 令和２年度 三遠南信道飯喬道路水文調査業務
発注者：飯田国道事務所

受注者：㈱建設技術研究所

安富 達就
2019年入社（2年目）

私は入社以来、「道路建設に伴う水文調査」業務に
従事しています。水文調査とは、自然の沢水や地下水
のモニタリングを通して水文環境を把握し、工事等の
インパクトが水文環境に与える影響の有無を検討・評
価するために実施するものです。
特に工事箇所近傍に沢水や井戸等の水利用がある場

合には注意を喚起し、確実なモニタリングを通して水
利用への対応を検討し、事業の円滑な推進に寄与でき
るよう努めています。

作業状況がわかる
風景写真など

・現場での私の役割
現場で実施する水文観測で、沢水の流量や水質を測定・モニタリングしていま

す。流量の測定法には、容器を用いて水量を測定する方法や、川に少量の塩水を
流して電気伝導度の変化から流量を測定する方法などがあります。川の流況や水
量の程度に応じて、現地で最適な測定法を選択します。また、工事の進捗状況を
把握し、測定結果から工事の影響の有無について評価・検討しています。

工事と近接する沢

・未来をつくる若手・女性技術者の皆様へ
私たちの仕事は、道路工事を直接行うものではありませんが、事業の進捗にあ

わせて、前方・側方・後方を支援し、生じる課題を解決する仕事です。事業実施
上の課題に対応するためには、課題を早期に発見し、事業者・工事施工者・地域
住民と密に連携することが大切です。多くの関係者と協力して、地域の役に立つ
公共事業に携われることが、この仕事の魅力だと感じます。

沢水を採水し、水質を分析する
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【土木】 平成30年度 三遠南信小嵐トンネル本坑工事
発注者：国土交通省 中部地方整備局 飯田国道事務所

受注者：五洋建設株式会社

＜工事の概要及び目的＞
工期：2018年8月～2023年3月
工区：長野側工区（L＝2854m)

(仮称：青崩峠トンネル L＝4998m)
代表内空断面：63.0㎡
国道152号線は長野側と静岡側の区間が未開通区間となっ
ており、それを解消するために作られています。

清水 司
2019年入社

入社後半年ほど設計業務
に従事した後、2019年9
月から小嵐トンネル本坑
工事に携わっています。

各作業状況（左から切羽、インバート、覆工及び坑門）

・現場での私の役割
現場では、インバート工というトンネル下部覆工の施工を担当しています。

現在最盛期を迎え、掘削・インバート・覆工が併行作業を行っています。そこ
で大型車両が安全に通行可能な安全設備の提案、他工種との工程の調整を行っ
ています。
・建設業を選んだ理由
私は、ものづくりが好きでした。特に土木工事で、トンネルや橋、ダム等の

大規模な構造物の施工に携わりたいと考えこの業界を選びました。
・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事では半永久的に残る構造物を作ります。そしてそれらは多くの

人々を支えることになります。私はそれを誇りに思い、この仕事の魅力だと感
じます。今までは3K(きつい・きたない・きけん)と言われた業界ですが。現在
は働き方改革や機械のICT化、安全対策の向上等がなされ業界のイメージも良
くなりつつあります。これからもこの業界の素晴らしさを多くの人々に伝えら
れるよう一緒に頑張りしょう。
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出身地：神奈川県鎌倉市
出身校：法政大学
誕生日：1996年10月14日
趣味：サーフィン、ドライブ
学生時代の部活：サッカー部
好きな言葉：一歩ずつ

平成30年度 三遠南信小嵐トンネル本坑工事

発注者：国土交通省中部地方整備局
受注者：五洋建設株式会社

写真

長井 大樹
2020年入社

建設業を選んだ理由

普段当たり前に利用している道路やトンネルなどの土木構造物が多くの人を支えていることに感動し、
自らも携わりたいという思いから建設業を選びました。そんな私の将来の夢は、自分が携わり完成した
構造物を子供に紹介することです！

未来を創る若手技術者の皆様へ

実際にこの仕事を始めてわかったことは「忙しい！」ということです。安全書類の作成から現場の

施工管理まで、やるべきことや情報量が非常に多く、自分自身で考えて行動しなければならない場面が
多々あります。ですが私はそんな毎日に充実感を覚えています。それは、自らの成長を日々実感してい
るからです。未来を創る若手技術者の皆様と、共に成長できる日を楽しみにしています。

現場での私の役割

現場では朝礼・安全大会の司会から担当工種(インバート)における測量まで、安全・品質・出来形
管理を中心に様々な業務に取り組んでいます。大規模な現場で多くの関係者や情報が行き交う中で、
積極的にコミュニケーションをとることを意識して仕事に取り組んでいます。

入社後、現在のトンネルに配属と
なりました。初めての現場で最初は
右も左もわかりませんでしたが、
少しずつ仕事や環境に慣れ、主体的
に行動できるようになってきました。
トンネル工のインバート工・覆工を
経験し、現在はインバート工を担当
しております。

インバート
トンネル構造物の変位を抑制し、トンネルとして必要な断面

を確保するために、覆工に併合するような形で設置されます。

覆工
山の中の水がトンネル内に入らないよう、周りに防水シートを張り、

セントルという型枠を使ってトンネル表面にコンクリートを打ちます。

防水シート

セントル

189



【機密性２】

作成日_作成担当課_用途_保存期間

【土木】 令和2年度 三遠南信此田地区道路建設工事
発注者：飯田国道事務所

受注者：神稲建設株式会社

＜工事・業務概要＞
補強土壁工-ジオテキスタイル・多数アンカー
路体盛土工

佐々木 隆裕
2013年入社

入社から主に国交省直
轄工事の現場に携わっ
てきました。
現在の工事ではICT技
術を活用し品質・出来
形の向上に努めていま
す。

・建設業を選んだ理由
子供の時の授業で伊能忠敬が全国こまめに測量し地図を作成したことを知り、
自分も測量を行い地図に残る仕事をしたいと思い現場監督の仕事につきました。

・未来をつくる若手・女性技術者の皆様へ
この仕事は、大勢の作業員と工事を進めていきますが、1日で進む量は全体を考えるとごくわ

ずかです。ただ何日もかけて作っていき、完成時の達成感、満足感がこの仕事をしていてよかっ
たなと思います。
ときには何もない原野を切り拓いたり、山を切り崩したりして、地形を大きく変えるような工事
になることもあり、自分の携わった仕事によって、地図が書き換えられることもあります。
そのような仕事の規模の大きさ、ダイナミックさがやりがいであり、また同時に、モノづくりの
楽しさでもあります。

写真

3次元データ作成

設計データ

点群データ

ジオテキスタイル

路体盛土

多数アンカー
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【土木】 令和2年度 三遠南信此田地区道路建設工事

発注者：飯田国道事務所 受注者：神稲建設株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
当該工事は、道路の盛土中に補強材料を敷設する補

強土壁工法の施工が主な工事となります。
林 恭平

2017年入社

入社して主に国交省直轄
工事の現場に携わってき
ており現在で4年目にな
りますが、様々な経験を
積んできました。今回の
現場では初めて現場代理
人という立場で良い構造
物を作るため日々精進し
ています。

写真
工事現場全景写真
など

・現場での私の役割
現場では、工事を進めていくための測量丁張、工程の調整、安全品質出来形管
理を行っています。作業員さんたちが効率よく且つ安全に作業ができるよう
日々考え、打ち合わせを行い日々精進しています。

・建設業を選んだ理由
私は学生の頃、テレビや外出をしたりしていると外で必死に働く建設業の人
をよく目にしました。その時大変そうだけどやりがいがありそうだしかっこい
い仕事だなと感じていました。なので自分もこの仕事をしようと決めました。

【測量丁張の作業状況】

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、道路や河川の整備、修繕など人々が安全に生活していくうえで欠

かせない業種です。現場によってそれぞれに様々な苦労や困難もありますが、そ
れを乗り越え現場が完成した時の達成感、満足感は何事にも代えがたいものがあ
ると思います。

【杭ナビ使用】
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【土木】 令和元年度
三遠南信小嵐本線橋PC上部工事

発注者：飯田国道事務所 受注者：川田建設株式会社

＜工事の目的及び概要＞
この工事は長野県飯田市と静岡県浜松市をつなぐ道路の一
部区間となる橋梁の上部工事です。
橋長137ｍ、有効幅員9.5ｍの3径間連続PCラーメン箱桁
橋です。

片岡 義大
2017年入社

入社後はプレキャスト
PC床版工事やプレビー
ム桁橋の施工に従事した
後、2020年3月から本工
事、小嵐本線橋PC上部
工事に携わっています。

工事現場全景写真
など

・現場での私の役割
現場での私の仕事は、施工する上で必要となる墨だし作業や、安全管理・出来形
管理・写真管理を上司にサポートしてもらいながら行っております。

・建設業を選んだ理由
自分が施工した構造物が何十年先の未来でも社会に貢献出来ていることが目で見
て分かることに魅力を感じ、現在の職に就きました。

進捗写真(Ｐ2柱頭部)

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、業務内容が多く、沢山覚えることもあり、苦労することが多い仕事
です。しかし、完工した際の達成感はとても高く、やりがいのある仕事です。ま
た、地図に残る仕事でもあります。建設業でしか味わえない達成感や地図に残る
喜びを共に味わいましょう。

川田建設株式会社
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令和2年度 三遠南信道飯喬道路環境調査業務
発注者：飯田国道事務所
受注者：大日本コンサルタント株式会社

＜業務の目的＞
この業務は、建設事業の環境影響を把握し、貴重動植
物の保全対策を実施するための、調査実施を目的とし
ています。

久保 圭汰
2018年入社

入社3年目になり、自分
だけでやれる事もかなり
増えてきました。先輩に
も後輩にも頼られる存在
になれるようまだまだ勉
強中です！

・現場での私の役割
工事中及び供用後区間を対象として、動植物の生息・生育状況等の調査を実施し、
事業実施による環境影響が想定される場合は、保全対策を立案・実施します。

・建設業を選んだ理由
人々の生活を豊かにするという観点から、開発事業は不可欠ではありますが、動
物や植物を保全することで社会全体の豊かさも守りたいと考え現職に就きました。

＜業務概要＞
カヤネズミ誘導対策のための草刈り実施状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
向上心を持って業務に取り組むことで、本来担っていた以上の多様な社会的役

割を果たすことのできる可能性に溢れた仕事だと思います。これからを担う若手
として、皆様と共に技術の向上に努めていければと思います。
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令和2年度 三遠南信道青崩峠道路環境調査業務
発注者：飯田国道事務所
受注者：大日本コンサルタント株式会社

＜業務の目的＞
この業務は環境影響評価に基づき長野県と静岡県をつ
なぐ道路の環境影響把握を目的としています。

金井 瑞希
2019年入社

入社2年目で、まだまだ
勉強中ですが、業務で係
る皆さんから日々専門知
識を吸収できるよう、業
務に励んでおります！

・現場での私の役割
現場では、工事を進めるうえで、周辺環境（植物の生育、動物の生息地等）へ

の影響を調査し、影響がある場合は植物の移植等の保全対策を立案、実施してい
ます。

・建設業を選んだ理由
私は、自然と人間との共存について、人間の生活を維持しつつ、自然環境を保

全するという観点で開発側からアプローチが出来ると思い、現職に就きました。

＜業務概要＞
保全措置として移植した貴重植物のモニタリング状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
女性が少ない業種ですが、近年は働き方改革も進み、女性技術者も増加してい

ます。性別の垣根なく活躍できる仕事になってきていると思うので、一緒に立派
な技術者を目指しましょう。
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【土木】 令和元年度 三遠南信二日洞地区工事用道路建設工事

発注者：飯田国道事務所 受注者：名工建設株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は飯田市と浜松市をつなぐ道路の一部となる

トンネル及び橋梁を造るための工事用道路を建設する工
事で、施工延長１４６ｍ、幅員６ｍの仮橋工事です。

谷澤 一樹
2019年入社

入社後１年間、東海旅客
鉄道㈱発注の新幹線大規
模改修工事に従事した後、
2020年5月から仮設工
事用道路(仮橋・仮桟橋)
建設工事に携わっていま
す。

写真 工事現場全景写真
など

作業状況がわかる
風景写真など

・現場での私の役割
現場では、工事を進めていくの上での施工計画の立案、資機材の調達、施工に

関わる出来形及び品質管理を行っており、現場に従事される方たちと一緒に快適
な職場環境を構築できるよう管理・指導を行っています。

・建設業を選んだ理由
私は、「地図に残る仕事」がしたいと思い現在の職に就きました。私たちが

造った物が、その町の中に形を残し、その町の人たちの心に残っていくというの
は、建設業ならではの魅力だと思います。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、監督職員、従事員一人一人の力の集大成であるとともに、その町

に生活されている人たちの未来が託された重要なものです。地域の方との交流、
工事が完了した時の達成感、満足感は何事にも代えがたい宝物となります。
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第１章

港湾に関わる

若⼿技術者の声
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＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は、清水港日の出岸壁の延命化を目的として、岸

壁の改良を行っています。
工事内容は、本体工鋼管杭(φ=1000mm、L=29.0m、N=21

本)および控工鋼管杭(φ=1200mm、L=21.5m、N=25本)の打
設です。

猪俣 日向
2016年入社

これまで、橋梁上部工、
ケーソン製作、岸壁改良工
など、主に港湾工事に携
わっています。
地域は北陸から東海地方

まで様々です。
今の工事は2020年の夏

から担当しています。

・現場での私の役割
現場では、施工を進めるために必要な準備や、測量を行っています。その他に安
全管理、出来形管理、品質管理、写真管理も行っています。スマイルで現場を和
やかにするのも私の仕事です！

・建設業を選んだ理由
学生の頃に参加したインターンシップで、高速道路の橋脚点検の現場を体験しま
した。この人たちがいるおかげで安全に高速道路を利用できているのだと知り、
自分も”縁の下の力持ち”になりたいと思い建設業を選びました。

控工鋼管杭打設状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
同じ構造物を製作する工事でも、同じ現場は1つとしてありません。毎日が刺激
的です。また、港湾土木工事では扱っている対象物が本当に大きくてダイナミッ
クです。一緒に”縁の下の力持ち”になってくれたら嬉しいです！

【土木】 令和元年度 清水港日の出岸壁
(-12m)改良工事(その2)

発注者：清水港湾事務所 受注者：若築建設株式会社

197



【土木】 令和元年度清水港日の出岸壁(-12m)改良工事(その3)

発注者：清水港湾事務所 受注者：東亜建設工業株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は、日の出岸壁の老朽化に対応することを目的

とし、桟橋の改良を行っています。
桟橋上部工104mを撤去し、鋼管矢板を合計80本

(L=28m、Φ1,000を42本、L=25m、Φ1,000を38本）打
設します。

伊藤 裕史
2016年入社

入社後、千葉県南部で
漁港や港湾の工事に3年
間従事しました。
その後、2019年に名

古屋市内で民間の桟橋築
造工事に携わり、2020
年5月から本工事に配属
されました。

・現場での私の役割
現場では、発注者や関係各所との調整を行っています。周辺の桟橋や建物は使

用されているので、工事を行うことで支障が出ないようにするためです。
また、事前に業者と打合せを重ね、安全に高品質な施工が行えるよう検討して

います。

・建設業を選んだ理由
私が進路を決める頃に東日本大震災があり、各地で建設物が壊れている映像を

見ました。より安全な暮らしのために、社会基盤を支える建設業に携わりたいと
思い、進路を決めました。

上部工撤去状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
2024年から働き方改革法案も建設業へ適用となるため、建設業の働き方は

日々柔軟に進歩しています。外仕事が多く、天候によっては大変な時もあります
が、スケールの大きさはどの業界にも引けを取らないと思います。是非一度見学
に来て頂いて、生の現場を感じて頂けたらと思います。

鋼管矢板状況
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【土木】 令和元年度清水港日の出岸壁(-12m)改良工事(その3)

発注者：清水港湾事務所 受注者：東亜建設工業株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は、日の出岸壁の老朽化に対応することを目的

とし、桟橋の改良を行っています。
まず、桟橋上部工104mを撤去します。その後、鋼管矢

板を合計80本(L=28m、Φ1,000を42本、L=25m、
Φ1,000を38本）打設します。

櫻井 拓真
2020年入社

本工事が入社後初めて
配属された現場になります。

写真

・現場での私の役割
現場では、主に安全管理を担当しています。安全書類のチェックや、現場内に

危険な状態、設備がないか確認し、問題があれば是正していきます。また、作業
状況写真にある通り、鋼管矢板の誘導も行いました。

・建設業を選んだ理由
私が建設業を選んだ理由は、東日本大震災での被害を知り、自分にも何か手伝

えることがないかと思ったのが始まりです。また、人々の暮らしを支える仕事に
も携えられ、やりがいがある仕事だと思ったからです。

作業状況写真

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
今回の工事で、鋼管矢板の誘導を行い全て打ち終えたときは、やりがいのある

仕事だと思いました。建設業は、きついときもありますがそれ以上に面白みのあ
る仕事だと思うので、是非この業界に足を踏み入れてみて下さい。
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【土木】 令和2年度 清水港基準点・水準測量

発注者：清水港湾事務所 受注者：玉野総合コンサルタント株式会社

＜基準点測量・水準測量・渡海水準測量＞
清水港において、港湾整備等の基礎となる基準点・水準

点を観測し、正確な位置及び標高を取得することを目的と
する業務です。

松田 皓介
（2012年入社：9年目）

高校・大学時代に「測量」
を学んだことがきっかけで弊
社に入社しました。
入社してからは、国、県、

市町村発注の公共測量業務を
はじめ、区画整理事業、震災
復興事業に伴う測量業務にも
従事してきました。

9年目となり、中堅技術者
として若手技術者のお手本と
されるような技術者になれる
よう日々、努力して取り組ん
でいます！

・現場での私の役割
主な役割は、作業班長・現場代理人として現場作業時のマネジメントを実施し

ています。また特殊な作業や経験が少ない業務においては、作業員として自ら観
測を行い技術習得及び向上に取り組んでいます。

・建設業（測量）を選んだ理由
土木や建設のあらゆる工事は測量から始まります。自分が測量したデータを基

に、新しい街や構造物が完成します。その第一歩目の役割として携わることがで
きること、その測量の醍醐味に魅了されたことが「測量」を選んだ理由です。

渡海水準測量の作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
近い未来、若手技術者の力が必ず必要となってきます！自分たちが生活してい

るこの街を自分たちの手でより良い街にしましょう。そんな気持ちを持った若手
技術者と出会えることを楽しみにしています。

現場風景と業務目的
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2020年入社 髙木 啓太
◆建設業に入った動機
東日本大震災をきっかけに土木工学を学びたいと思い、大

学で学んでいくうちに土木の面白さや地図に残る仕事をして
みたいと思ったからです。

◆仕事のやりがい
現場を測量し、図面上の構造物を造っていくということにと

てもやりがいを感じます。
また、近隣の施工業者との作業間連絡調整や、作業員と

のコミュニケーションなど、どうやったら現場がうまく回るかを
考えながら仕事をしています。難しくもありますが、うまくいっ
たときの達成感は何ものにも代え難いものです。

－工事の概要－

清水港は駿河湾の西岸に位置し、三保
半島を天然の防波堤として古くから栄え、
富士山を望む日本三大美港（清水港、長
崎港、神戸港）のひとつとされています。

本工事は清水港日の出岸壁の老朽化対
策を目的として、本体工（鋼管矢板打設）
及び構造物撤去工（上部工撤去）を行うも
のです。

発注者：中部地方整備局 清水港湾事務所
受注者：五洋建設株式会社

旬な現場～若手技術者の紹介～

◆建設業入職を希望する若者へのメッセージ
建設業は大変な業界という印象があるかと思います。

確かに大変なことも多くありますが、地図に残る仕事は
建設業でしか味わえないものだと思います。また、ICT
の活用などによって建設業でも働き方改革は進んでい
ます。長時間労働や休みが少ないのではという心配は
ありません。
仕事を頑張りながら自分の時間も大切にできる環境が
あります。

ぜひ一緒に頑張っていきましょう！

令和2年度 清水港日の出岸壁(-12m)改良工事

CIMを用いたモデル
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2018年入社 帆足 理沙（ほあし りさ）

今回の工事で初めて現場代理人を務めます。
学ぶことばかりなのでどんどん吸収し、今後の自分の働き方の
糧にしたいです。

◆建設業に入った動機
大学1年生の時、たまたま見たテレビ番組で『ドボジョ特集』が

あり、かっこいい！と思ったのがきっかけです。
また、大学では海洋土木を専攻していたため、せっかくなら4

年間で学んだことを活かせる仕事をしたいという理由で建設業
を選びました。

◆仕事のやりがい
ものができていく一連の過程を見届けられるのはこの業界な

らではの魅力だと感じます。自分が手配したもの・計画したこと
がうまくいったとき、とてもやりがいを感じます。発注者・設計者・
施工者・協力会社…と多くの人の手で作り上げてきた１つのも
のがずっと残っていくんだ、と思うととても感慨深いです。

－現場での私の役割－
工事着手前の段階から現場に配属されるのは今回が初めてでした。発注者・協力会社との綿密な

打ち合わせ、工事着手前に必要な書類の作成・提出など、施工を円滑に進めるために大切な準備
も経験させてもらっています。現場が始まってからは日々の立会準備や現場測量も行います。また、
現場の安全管理（危険な場所の明示、危険行為をしている作業員に対しての指導等）に努め、作業
員を無事に家へ帰すことが私の役割です。

令和2年度 清水港日の出岸壁(-12m)改良工事

発注者：中部地方整備局 清水港湾事務所
受注者：五洋建設株式会社

旬な現場～若手技術者の紹介～

◆建設業入職を希望する皆さんへ
建設業は大変なこと・きついこともありますが、カタチとして

返って来ます。最近は建設業で活躍する若手職員・女性職員
が増えています。隣接工区で働く同年代・同性の他社職員と係わる
機会もあり、良い刺激になります。
女性が働きやすい環境＝全員が働きやすい環境です。

男女関係なく一緒に”働きやすい環境”を作っていきましょう！

←立会の様子

朝礼の様子→
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旬な現場 ～若手技術者の紹介～
【港湾土木】令和2年度 名古屋港第3ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ築堤補修外工事

発注者：名古屋港湾事務所
受注者：宇佐美工業株式会社

＜工事概要＞
この工事は名古屋港の第3ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞにおいて表層改良、
雑工をする工事で、施工延長1,341ｍ、改良厚約2.0ｍを
行う工事です。

甲山 心
2018年 入社

入社して2年目になりま
す。現在は令和2年7月
から中部地方整備局(港
湾)発注の築堤補修外工
事に携わっています。

・現場での私の役割
現場では、担当技術者として現場管理を行っており、朝礼から始まり、発

注者や隣接工区との調整を日々行いながら測量・写真・立会等の対応を
行っています。また、現場においては、大型重機による改良や重量物を扱っ
ているため、作業手順の確認や重機作業計画の見直しを日々行い、安全
が何よりも優先という思いで現場に立っております。

・建設業に入った動機
私は他の方達とは違い、地元の商業高校を卒業し現在の会社に入社しました。
“なぜ”とよく質問をされるのですが、当たり前の様に使用している道路や橋、岸壁・

水道といったインフラをつくる「土木」に対し、高校生活を送っている間に徐々に興味を
抱き、いつしか「地図に残る仕事」をしてみたいという思いが強くなり、何の迷いも無く
建設業の扉を開けました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
「土木は経験工学」とよく耳にしますが、・・・本当です！！

なぜなら、何の知識も無い私が発注者や作業員、先輩からの指導・協力のもとで工事
を完成させる事ができて、自分のやり方で物事が進んでいくことにやりがいを感じられ
るからです。人手不足が叫ばれる業界ですが、最近ではドローンなどのロボットやAI、
IoTによる生産性向上が進んでいる中でこそ、若手の出る幕だと思いませんか？

表 層 改 良 工
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【地質】 令和2年度名古屋港第3ポートアイランド土質調査
発注者：名古屋港湾事務所
受注者：基礎地盤コンサルタンツ株式会社

渡邉 憲平
2019年入社

(2年目)

入社後、地層分布や地層の
工学的性質を把握する地質調
査に携わっています。
この業務では、軟弱な埋立

地盤上にボーリング足場を仮
設して、地中から採取した乱
れの少ない試料を用いて室内
土質試験を実施し、その結果
から地盤性状を評価しました。
今回の業務の他、建築構造

物基礎、土構造物の安定性・
耐震性評価、地中埋設構造物
設計等に必要な調査を経験し
てきました。

・現場での私の役割
現場では、毎日の作業内容を作業員に周知し、作業の安全管理・調査の品質管理
等を行いました。

・建設業を選んだ理由
私の父は、地質調査業に従事しています。幼い頃から地質調査に興味・関心を
持っていましたが、中学生で経験した東日本大震災をきっかけに、建設業で社会
貢献することを決意しました。

調査資機材搬入～作業時の状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、土に触れ、土を調べるものです。作業服は毎日汚れて、土臭いです。
ですが、私たちが評価した土の性状から、設計・施工が行われ、数年後に大きな
構造物等が建設されます。私の経験ではありませんが、完成した構造物を見た時
の達成感は素晴らしいと思います！ 達成感を楽しみに業務に励んでます。

広大な工事現場の状況

＜業務の目的及び概要＞
ポートアイランド内の築堤および減容
化に必要な地盤情報を把握するため６
箇所でボーリング等を実施しました。

204



【土木】 令和元年度
名古屋港金城ふ頭岸壁(-12m)築造工事

発注者：名古屋港湾事務所 受注者：若築建設株式会社

＜工事の目的及び概要＞
この工事は名古屋港金城ふ頭において、大型の自動車運搬
船に対応した水深12mの岸壁を新たに築造する工事です。
・基礎工：基礎捨石 3,994m3,捨石均し 1,806m2
・本体工：HBケーソン進水据付 2函

HBケーソン製作 2函

竹内 勝俊
2014年入社

入社後から、港湾工事を
主に従事しながら、陸上
工事にも従事しました。
2020年3月から名古屋港
金城ふ頭岸壁築造工事に
携わっています。

写真

・現場での私の役割
現場代理人として、安全管理、施工の計画、品質管理等の工事全般の管理をし

ています。また、工事を円滑に進められるように、発注者や海上保安部等の関係
官庁との手続きや連絡調整をしています。

・建設業を選んだ理由
建設業は、携わった構造物が形として残り、成果が目に見えて分かります。ま

た、工事で請負う金額も大きく、数億円、数十億円の工事も多くあり、スケール
の大きなものづくりに携わりたかったからです。

起重機船(4,100t吊)によるケーソン据付の作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
現場の諸条件は、工事ごとに異なるため、1つとして同じ工事はありません。そ

のため、自分の知識や経験をいかすことができ、完成した時の達成感はとても大
きなものになります。ぜひ、建設業に入って自分自身で体感してください。

HBケーソン(2,770t)

16.2m

17.2m

ケーソン

ケーソン

起重機船(4,100t吊)
7.2m
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【土木】 令和元年度名古屋港飛島ふ頭東岸壁
(-15m)既設構造物撤去工事(その2)

発注者：名古屋港湾事務所 受注者：東洋建設株式会社

＜工事概要＞
名古屋港飛島ふ頭R1岸壁（-15m）における桟橋部、
護岸部の構造物撤去工、床掘工、土捨工及び基礎工
を施工するもの

安藤 大輝
2019年入社

・現場での私の役割
現場では主に工事の施工方法や工程を協力会社と日々打合せて、作業

員が安全に作業できるよう設備等の検討業務を行っています。

・建設業を選んだ理由

土木は人々の生活基盤を造るという点で魅力とやりがいを感じ、私も
その一員として働きたいと思い選びました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設業は屋外での仕事となるので天候に左右される大変な業務ではあ

りますが、工事が完成したときの達成感ややりがいは特別なものです。
是非一緒に喜びを共有し、日本の基盤を造っていきましょう！

2019年12月に入社
にしました。前職で
は地元の建設会社で
陸上工事に従事し、
現在は飛島ふ頭構造
物撤去工事の工事担
当として従事してい
ます。
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【土木】 令和元年度名古屋港飛島ふ頭東岸壁
(-15m)既設構造物撤去工事(その2)

発注者：名古屋港湾事務所 受注者：東洋建設株式会社

＜工事概要＞
名古屋港飛島ふ頭R1岸壁（-15m）における桟橋部、
護岸部の構造物撤去工、床掘工、土捨工及び基礎工
を施工するもの

鈴木 颯人
2018年入社

・現場での私の役割
工事担当として現場の最前線に立ち、日々の作業の『進捗管理』、工事の状況・過程を記録

に残す『写真管理』、現場内の安全設備の段取り・整備といった『安全管理』を主に担当して
います。その中で、現場で感じたことや協力会社と打合せしたことを、日々上司へ報告・連
絡・相談するよう心がけています。

・建設業を選んだ理由
建設業に興味を持ったきっかけは、2011年の東日本大震災でした。当時15歳でしたが、

ニュースで被災地の状況を見て、復興のために力を合わせて働いている建設現場の一員に自分
もなりたいと思いました。また、つくったモノが数十年・数百年と地図に残り続けるという点
で、建設業は非常に魅力的に感じました。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
近年、建設業界は若い技術者や女性技術者も増えてきて業界全体として後継者

を育てようと取り組んでいます。働き方改革による週休2日制の推進や現場事務
所・トイレといった職場環境の改善、ICTといった最新技術の導入により、今後は
より効率よく、そして快適に働ける職場になっていくと思います。社会の役に立
つモノをつくりたい、仲間とモノづくりの達成感を共有したいと思っている方は、
是非建設業で一緒に働きましょう！

入社後、護岸復旧工
事、地盤改良工事な
ど4つの工事に携わ
り、2019年10月か
ら飛島ふ頭の構造物
撤去工事に工事担当
として従事していま
す。
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【土木】 令和元年度三河港神野地区岸壁
(-12m)本体工事（その２）
発注者：三河港湾事務所 受注者：五洋建設株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は、三河港神野地区岸壁の老朽化対策工事です。
工事内容は、構造物撤去工、陸上地盤改良工、上部工、
舗装工などです。

伊藤 真妃
2016年入社

入社後3年間は東京土木
支店にて海上工事を３工
事経験しました。2020年
4月から名古屋支店に転
勤し、本工事に携わって
います。

・現場での私の役割
工事現場での施工管理や、安全・品質管理を含めた現場巡回をしています。また、作

業の段取りや、複数の協力業者間の作業調整、測量、資材手配等もしています。

・建設業を選んだ理由
建設業に従事していた両親の影響で、高校生の時に土木の仕事に興味を持ちました。

就職活動時には、現場に出て仕事をしたいという気持ちが強かったので、ゼネコンを選
びました。

現場作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
海上工事は目に見えないところの作業が多いですが、実際に施工が始まり、一通りの

工程をトラブルなくやり遂げたときには、大きな達成感があります。
建設業界では現在まで数多くの女性技術者を採用しており、女性が働く環境は整って

きています。もしこの業界に興味を持っている方がいらしたら、まずはゼネコンや建設会
社を幅広く調べてもらえればと思います。
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【土木】 令和元年度 津松阪港津地区（阿漕浦・
御殿場）2-2工区堤防（改良）本体工事

発注者：四日市港湾事務所 受注者：株式会社河村産業所

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は古い堤防を取壊し、地震や高潮に強い構造の堤
防を新しく造る工事で、施工延長は約122ｍです。豊島 康平

2019年入社

入社して2年目になります。
入社1年目は庄内川河川事務
所発注の地盤改良工事に従事
しました。
入社2年目は4月から現在従
事している堤防改良工事に携
わっています。

写真

・現場での私の役割
現場では、毎日の朝礼の司会、測量、丁張掛け、工事写真撮影・整理等を主に

行っています。現場での事故や災害を防ぐために、作業員の方々の体調チェック
や現場の安全巡視等安全管理も行っています。

・建設業を選んだ理由
人々の生活に欠かせないものを自分が造れる仕事で、初めに思い付いたのが建

設業だったのでこの業界を選びました。

測量状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設業はどうしても3K(きつい、汚い、危険）のイメージが強くあると思いま

すが、働き方改革や業界の方々の努力のおかげで大きく改善されつつあります。
色々ある仕事の中でも達成感においてトップクラスでやりがいのある仕事だと

思うので、少しでも興味のある方は是非建設業界に来てみてください。
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第１章

営繕(建築)に関わる

若⼿技術者の声
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【機械】令和２年度 愛知県警察学校生徒寮空調改修工事
発注者：中部地方整備局 受注者：大成設備株式会社

＜工事概要＞
本工事は愛知県警察学校の生徒寮３棟における空調設備の
更新工事を主とする工事で、建築工事を含めた工事一式の
施工管理を行っております。

山田 暁則
2006年入社

大成設備㈱入社 15年目
2020年6月より、愛知県警
察学校の空調設備改修工事
に携わっています。
主な施工物件
北海道警察学校新営(2期)
成田空港改修工事(衛生)
コストコ広島倉庫(新築)
羽田空港国際線駅(新築)
保有資格
1級管工事施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
消防設備士甲種1類

・現場での私の役割
現場では、現場代理人･監理技術者の立場で施工管理業務に従事しており、
安全･品質･工程･予算管理を意識して、現場巡回･施工状況の確認し、工事に
関する協議･報告を適宜行って、工事を円滑に進めることが私の役割です。

・建設業を選んだ理由
私は、学生時代に関東学院大学の建築設備工学科で、建築業における設備の
役割を学び、快適な日常生活に不可欠な電気･水道･ガス･空調設備の工事を
通して、社会に貢献出来る仕事にやりがいを感じ、建設業の道を選びました。

新設空調屋内機の設置作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建築業界は、技術の進歩による作業性･安全性の向上や働き方改革等による
作業環境･作業員意識の変化に加え、最近はITを活用した施工管理による
業務の効率化が盛んですので、建設業界での皆さんの活躍に期待しています。
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【建築】 令和２年度 春日井公共職業安定所建築工事

発注者：国土交通省 中部地方整備局 受注者：青木あすなろ建設株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は春日井市の春日井公共職業安定所建設工事で、
RC造、地上3階 総延べ床面積1,620㎡の新築工事です。

長縄 和弥
2020年入社

入社後は半年ほど宮城県
石巻市雄勝の複合施設の
建設現場に従事した後、
2020年9月から春日井公
共職業安定所の建設工事
に携わっています。
埼玉県出身で休日は車で
ドライブしたり、美味し
いものを探しに行くのが
好きです。今は愛知県に
いるので名古屋グルメを
堪能しています。

（簡単なプロフィール）

写真

・現場での私の役割
現場では安全関係の書類を作成したり、現場の記録写真を撮っています。まだまだ分から

ない事がたくさんあり、日々右往左往していますがこの経験を大事にし、自分の成長へと繋ぐ
ことが出来るように精進していきます。

・建設業を選んだ理由
私は物を作ることが好きでこの業界を選びました。大きな建物を作ることはとても難しく

まだこれからどんな作業をしていくのかも分かりません。しかしこれから先多くの経験を積み、
そして一人前になれるように頑張ります。

地盤改良工事の作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は多くの方と協力して1つの建物を建てる仕事です。日々コミュニケーションをか

かさずにどんな作業を行うかを聞いたり話をしていくうちに仕事をしている人がどんな人かも
解っていくので是非とも仕事だけに集中するのではなく、息抜きに職方さん達とも会話をして
みてください。
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【建築】 令和2年度 H30名古屋第3国税総合庁舎建築工事
発注者：国土交通省中部地方整備局 受注者：株式会社熊谷組

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は名古屋市内の武家屋敷地の面影、優れた戦前の
和風・洋風建築物、緑豊かな住宅地としての佇まいを活か
し、歴史・文化の香りを感じさせる閑静で落ち着いた住宅
地域にRC造、地下1階、地上4階、塔屋1階 延床面積
6732.74㎡の国税総合庁舎の建築工事です。

吉田 圭志郎（氏名）
2014年入社

福岡県出身福岡大学卒業
入社7年目です。
名古屋市在住28歳です。
1年目～4年目まで名古屋
市立の病院の新築工事・5
年目でホームセンターの
新築工事に、6年目から国
税総合庁舎建築工事に従
事しました。

・現場での私の役割
現場では、安全・工程・品質・コスト等全体的な管理を行っています。
特に躯体・外装・外構工事を担当し、日々職人さんとコミュニケーションをとり
ながら建物を無事引き渡せるよう管理しています

・建設業を選んだ理由
私の父が建築関係の仕事をしており、建築業界は自分の身近なものでした。
その影響で大学進学時に建築学科を選び、そのまま建設業へ進みました。
熊谷組を選んだ理由は、説明会・面接時にアットホームな会社という印象を

受け、実績としても離職率も少なく、社員を大事にしている会社なので選びまし
た。今も、選択は間違ってなかったと思います。

コンクリート工事・鉄骨工事の作業状況

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
この仕事は、正直きついですが、その分建物の引き渡し時の達成感は格別です。

日々様々な工程を進めていくため、物事への対応力等人間としても磨かれていき
ます。現在、若手の人材不足の中、若手1人の仕事量が多くなり、嫌になる時もあ
ると思いますが、その1日を乗り越えた先に必ず竣工があるので一緒に頑張ってい
きましょう。
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【建築】令和2年度 下田地方合同庁舎改修工事
発注者：静岡営繕事務所

受注者：河津建設株式会社

＜工事概要＞
下田地方合同庁舎の金属製建具･受変電設備･
給排水衛生設備・換気設備を改修する工事です。

入社後2ヶ月間の研修を経て、
2020年6月より本工事に
従事しています。

・現場での私の役割
入社して初めての現場での私の主な役割は、安全･写真･出来形管理を中心とした現場管理で

す。研修で様々な機器やCAD等のソフトを習得出来たので、配属後からすぐに図面･書類作成
業務も行っています。庁舎利用者がいる中での改修工事なので、日々施工条件が変わるパズル
の様な現場ですが、様々なICT機器を活用して、作業員の皆さんに分かりやすい説明をする事
を心がけています。また、安全第一を心掛けて日々巡視しています。

・建設業を選んだ理由
高校は普通科でしたが、通学途中の建築工事現場をみて、自らが手掛けた建物が形として残

り、完成したものが多くの人の暮らしを支えていくことに魅力を感じたため、建設業界に入る
ことを決断しました。

CAD･３画面を活用した
作業車両配置の検討

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設業は大変なイメージがあると思いますが、発注者を含め業界全体で、若い人がなじみ易

いICT機器やシステムを活用して効率化を行い、現場に関わる全ての人が働き易くなるような
環境作りが進められています。現場管理業務は大変な時もありますが、当現場でも様々な生産
性向上技術を活用し、週休２日をはじめとする働き方改革を行っています。
これからの働きやすい建設業界で、一緒に働きましょう。

藤井 龍星
2020年入社（19歳）

iPhone･iPad･AirPodsを
活用した遠隔臨場(検査)

ipad･大型ﾓﾆﾀｰを活用した
朝礼での作業説明･安全指示
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【建築】 令和2年度中部技術材料・水質試験棟改修工事

発注者：中部技術事務所 受注者：神稲建設株式会社

＜工事（業務）の目的及び概要＞
この工事は名古屋市内にある中部技術事務所敷地内にあ
る、昭和41年度完成の既存の2階建RC造の材料・水質試
験棟を、内装及び外装・屋上防水を改修して中部インフ
ラDXセンターに改修をする建築工事です。

久保田 真美
2019年入社

入社して1年半は、本社
で建築現場の基本作業を学
びました。今回名古屋に転
勤になり、現場代理人とし
て初めての現場です。

・現場での私の役割
現場での私の役割は現場代理人として、安全・工程・品質管理を担当していま

す。特に今回は、既存の建物の改修工事で内部作業が主で業者が混在しない様に
工程管理を行い、上下作業にも気を遣っています。日々朝礼・昼礼以外に職人さ
んとコミュニケーションを取る様に努力して工期内に良いものを引き渡せる様に
管理しています。
・建設業を選んだ理由
私の祖父と父が建築関係の仕事をしており、働く姿を見て私も建築に興味を持

ちました。高校、専門学校で建築学科で学び、現在この仕事に就いています。

・未来をつくる若手技術者の皆様へ
建設業は、女性が少ないというイメージがあるかと思いますが、近年少しずつ

女性技術者が増えてきています。快適トイレや更衣室などの設備が整っているの
で、女性も働きやすい環境になってきています。
困難もありますが、建物がどのように造られていくのか間近で見ることができ、

その建物が地図に記録され、何十年先まで残ることが他の仕事にはない魅力だと
思います。 215





第21回 中部の未来創造⼤賞 ⼤賞
団体名︓特定⾮営利活動法⼈ グラウンドワーク三島
活動名︓ふるさとの森を守れ︕

「松⽑川千年の森」再⽣プロジェクト

「中部の未来創造⼤賞」とは
地域づくりのための活動を表彰し、新しい時代にふさわし

い中部の発展と啓発を促進しようとするものです。
第21回（令和2年度）は36件の応募をいただきました。
表彰委員会による審査の結果、⼤賞1件、優秀賞3件、特別

賞2件、奨励賞6件が選考されました。
詳しくは下記URLへアクセスしてください。
https://www.cbr.mlit.go.jp/kikaku/mirai/index.htm

＜問合せ先＞
国土交通省 中部地方整備局 企画部企画課
ＴＥＬ：０５２－９５３－８１２７ ＦＡＸ：０５２－９５３－９２９４
Ｍａｉｌ：cbr-kikaku@milt.go.jp
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	スライド番号 1

	73_【名古屋】03【参考様式】若手技術者 -（第４）
	スライド番号 1

	74_【名古屋】【第二-02】若手社：戸田道路(株)
	スライド番号 1

	75_【名古屋】改03【参考様式】若手技術者(黒田)
	スライド番号 1

	76_【名古屋】改若手技術者プレゼン（杉本）
	◎工事概要�国道22号浅間町交差点のコンパクト化と、自転車道の整備を行っています。


	07_名四国道事務所
	77_【名四】(株)ヒメノ_竹内謙策
	スライド番号 1

	78_【名四】(株)加藤建設_中田貴大
	スライド番号 1

	79_【名四】(株)加藤建設_尾関剛
	スライド番号 1

	80_【名四】(株)近藤組_古林雅隆
	スライド番号 1

	81_【名四】(株)近藤組_薮本育樹
	スライド番号 1

	82_【名四】03【参考様式】若手技術者（藤コンサル）
	スライド番号 1

	84_【名四】高田機工(株)_古財千寿
	スライド番号 1

	85_【名四】若手技術者_東三河環境
	スライド番号 1

	86_【名四】若手技術者【令和元年度 155号豊田南BP本新北地区道路建設工事】_中部土木(株) 立川大地
	スライド番号 1

	87_【名四】若手技術者【令和元年度 豊田BP整備工事】_太啓建設(株) 太田侑介
	スライド番号 1

	88_【名四】若手技術者紹介【令和元年度 155号豊田南BP宮町地区道路建設工事】_吉川建設(株) 細田大地
	スライド番号 1

	89_【名四】若手技術者紹介【令和元年度 名四国道豊田地区道路建設工事】_日起建設(株) 福島州宏
	スライド番号 1

	90_【名四】日起建設(株)_井上裕介
	スライド番号 1

	91_【名四】日本車輌製造(株)_山田真衣
	スライド番号 1

	92_【名四】日立造船(株)_村本亮太
	スライド番号 1


	08_三重河川国道事務所
	93_【三重】【CTI】若手技術者紹介
	スライド番号 1

	94_【三重】【PCKK】若手技術者紹介
	スライド番号 1

	95_【三重】【シーキューブ㈱】若手技術者紹介
	スライド番号 1

	96_【三重】【久志本組】若手技術者紹介
	スライド番号 1

	97_【三重】【宮本建設】若手技術者紹介
	スライド番号 1

	98_【三重】【松岡建設】若手技術者紹介
	【土木】令和2年度　四日市管内交通安全整備工事

	99_【三重】【杉山C】若手技術者紹介
	スライド番号 1

	101_【三重】【大日本Ｃ】若手技術者紹介
	スライド番号 1

	102_【三重】【中央Ｃ】若手技術者紹介
	スライド番号 1

	106_【三重】【日建技術C】若手技術者紹介
	スライド番号 1

	
	スライド番号 1

	
	スライド番号 1


	09_紀勢国道事務所
	108_【紀勢】【（株）森組】若手技術者
	スライド番号 1

	109_【紀勢】【シーキューブ㈱】若手技術者
	スライド番号 1

	110_【紀勢】【㈱駒井ハルテック】若手技術者
	スライド番号 1

	111_【紀勢】【中村建設】若手技術者
	スライド番号 1

	112_【紀勢】【能美防災（株）】若手技術者
	スライド番号 1


	10_北勢国道事務所
	113_【北勢】【日本土建_中村作成】若手技術者紹介資料
	スライド番号 1

	114_【北勢】R1北勢BP坂部トンネル工事_若手技術者紹介
	スライド番号 1

	115_【北勢】R1北勢BP曽井高架橋PC上部_若手技術者紹介 
	スライド番号 1

	116_【北勢】R2伊勢大橋長良川右岸下部工事_若手技術者紹介
	スライド番号 1

	117_【北勢】アイトム建設(株)　山田卓哉　(令和元年度東海環状大安4高架橋南下部工事)
	スライド番号 1

	118_【北勢】若手技術者(⑬日本土建㈱更屋魁)
	スライド番号 1

	119_【北勢】若手技術者‗天元工業(株)
	スライド番号 1

	120_【北勢】未来をつくる君たちへ-伊勢土建工業(株)岡本
	スライド番号 1

	121_【北勢】未来をつくる君たちへ-伊勢土建工業(株)山本
	スライド番号 1


	11_飯田国道事務所
	122_【飯田】【安藤・間-伊藤】若手技術者（旬な現場：青崩）
	スライド番号 1

	123_【飯田】【建環-濵島】若手技術者
	スライド番号 1

	124_【飯田】【建設技術-安富】若手技術者
	スライド番号 1

	125_【飯田】【五洋-清水】若手技術者（旬な現場：青崩）
	スライド番号 1

	127_【飯田】【神稲-佐々木】若手技術者
	スライド番号 1

	128_【飯田】【神稲-林】若手技術者
	スライド番号 1

	129_【飯田】【川田-片岡】若手技術者
	スライド番号 1

	130_【飯田】【大日本C-久保】若手技術者 
	スライド番号 1

	131_【飯田】【大日本C-金井】若手技術者
	スライド番号 1

	132_【飯田】【名工-谷澤】若手技術者
	スライド番号 1

	
	スライド番号 1



	
	01_清水港湾事務所
	【R1清水港日の出その２】若手技術者_猪俣
	スライド番号 1

	【R1清水港日の出その3】若手技術者_伊藤
	スライド番号 1

	【R1清水港日の出その3】若手技術者_櫻井
	スライド番号 1

	【R2清水港基準点・水準測量】若手技術者‗松田
	スライド番号 1

	【R2清水港日の出】若手技術者_高木
	スライド番号 1

	【R2清水港日の出】若手技術者_帆足
	スライド番号 1


	02_名古屋港湾事務所
	名古屋港湾【宇佐美工業：甲山】若手技術者
	スライド番号 1

	名古屋港湾【基礎地盤C：渡邊】若手技術者
	スライド番号 1

	名古屋港湾【若築建設：竹内】若手技術者
	スライド番号 1

	名古屋港湾【東洋建設：安藤】若手技術者
	スライド番号 1

	名古屋港湾【東洋建設：鈴木】若手技術者
	スライド番号 1


	03_三河港湾事務所
	スライド番号 1

	04_四日市港湾事務所
	スライド番号 1


	
	01_営繕部
	【営繕部１】若手技術者
	スライド番号 1

	【営繕部２】若手技術者
	スライド番号 1

	【営繕部３】若手技術者
	スライド番号 1


	02_静岡営繕事務所
	Sheet1

	03_中部技術事務所
	スライド番号 1


	表紙
	スライド番号 2

	空白ページ
	空白ページ



