
平成 28年 4月 

 

平成 28 年度 建設工事の施工上の工夫・改善、事業提案事例について（募集要項） 

 
一般社団法人 全国建設業協会 

 
１．目 的 

本会では、会員企業の技術者が「技術力の向上」及び「品質・安全管理の確保」等、総

合評価方式における技術提案の参考にしていただくことを目的として、建設現場における

創意・工夫を行った土木工事及び建築工事の事例等を広く募集し、本会会員専用ホームペ

ージで紹介・情報共有を行う。 
 
２．応募いただける方 

   各都道府県建設業協会の会員企業に所属している方 
   ※ただし、会員企業と共同で行ったものであれば、応募可能とします。 
 
３．募集内容 

【土木】・【建築】 

 会員企業が施工した建設工事で 
①生産性の向上（省力化・合理化・工期短縮等）やコスト縮減等に寄与した事例 
②環境・安全・広報等で配慮した事例 
③その他、会員企業が活用できると考えられる事例 

 
  【その他】 

①社会資本の長寿命化、魅力的なまちづくり等のプロジェクトにおいて、地域建設業

としての技術力・知見等を積極的に提案した事例 
②土木・建築に分類できない各社における先進的な取組事例 

 

※過去の事例は、本会ホームページから会員専用画面にログインしていただくことでご覧

いただけます。会員登録がお済みでない場合は、新規登録（無料）が必要です。各都道

府県建設業協会の会員企業の方であれば、どなたでも登録していただくことができます。 

【本会ホームページ】 http://www.zenken-net.or.jp/index.php 

 

４．応募方法 

   ①応募事例については、原則として、全国建設業協会へ直接提出してください。 
    なお、各都道府県建設業協会にて取りまとめている場合には、各都道府県建設業協会

を通じて提出してください。 
   ②所定の応募書類に必要事項をご入力の上、提出してください。 
   ③応募書類の提出は、原則として電子データとします。 

④下記の≪お問い合わせ先≫に記載しております e-mail に送付してください。 
⑤10MB を超える場合には、大容量ファイル転送サービス（宅ファイル便など）で送付

してください。 
 
５．応募に必要な書類 

   ①応募用紙（「土木」・「建築」・「その他」共通）【必須】 
   ②施工上の工夫・改善、事業提案事例（「土木」・「建築」・「その他」共通）【必須】 
 
６．応募事例の書き方 

・応募事例のページ数は、「応募用紙」は１ページ、「施工の工夫・改善、事業提案事例」



は４ページまでといたします。 

・「施工の工夫・改善、事業提案事例」については、フォントサイズ 10.5 ポイント以上で、

書式は MS 明朝でお願いします。 

  ・図表や写真等については、本文中に挿入してください。 

  ・タイトルについては、応募内容が分かるように付けてください。 

 

７．応募締切 

   平成 28 年 7 月 15 日（金） 

 

８．選 考 

・建設工事事例選考委員会において、事例集（本会会員専用ホームページ）へ掲載する事

例を選考します（9月末頃を予定）。 

・選考結果につきましては、各都道府県建設業協会に連絡するとともに、本会ホームペー

ジでもお知らせいたします（10月初旬頃を予定）。 

 
９．技術研究発表会 

  ・特に会員企業の参考となる事例（10 事例程度）については、平成 28 年 11 月 21 日に開

催予定の「技術研究発表会」において、発表していただく予定としています。 
  ・技術研究発表会では、聴講者および発表者に CPDS ユニットまたは建築施工管理 CPD 単

位を取得していただけるよう、それぞれ学習プログラムの登録を申請する予定です。 
 

１０．ホームページへの掲載 

・選考の結果、ホームページへの掲載が確定した事例については、本会会員専用ホームペ

ージに掲載いたします（2月中旬頃を予定）。 

・ホームページへの掲載が確定した応募事例の応募者へ記念品をお送りする予定としてい

ます。 

 
１１．その他注意事項 

  ・応募事例は返却いたしません。 
  ・応募事例の著作権の扱いについては、本会に帰属するものとします。 
  ・いただいた応募事例については、本会会員専用ホームページに掲載する事例及び技術研

究発表会における発表事例を会員企業へ紹介・情報共有する以外の目的には使用いたし

ません。 
  ・特許権等、他社に帰属するものは応募不可とします。但し、自社で特許権を保有するも

のは応募可とします。 
  ・発注者名、施工者名、工事名、施工場所等を掲載しますので、発注者への承諾が必要な

場合は、恐れ入りますが、あらかじめ応募者側で承諾の手続きをお願いします。 
  ・必要に応じ、別途資料等の提出をお願いする場合があります。 
 

以 上 
※募集要項、応募用紙等は、本会ホームページからもダウンロード可能です。 

 
 
 
 
 
 
 
 

≪お問い合わせ先≫ 

 一般社団法人 全国建設業協会 

 事業部（担当：内田・中森・森） 

 

T E L  03-3551-9396 

   F A X  03-3555-3218 

   e-mail jigyo@zenken-net.or.jp 

   http://www.zenken-net.or.jp/ 



＜昨年度との主な変更点＞ 

 

１．募集内容 

 昨年度までは、「土木」・「建築」・「環境」の３分野について応募いただいておりまし

たが、今年度より「土木」・「建築」・「その他（社会資本の長寿命化、魅力的なまちづく

り等のプロジェクトにおいて、地域建設業としての技術力・知見等を積極的に提案した

事例等）」の３分野に変更いたしました。 

 

２．提出先 

 昨年度までは、各都道府県建設業協会において各会員企業様からの応募事例を取りま

とめた上、本会へご提出いただいておりましたが、今年度より、原則として本会へ直接

ご提出いただくことといたしました。 

 なお、各都道府県建設業協会にて取りまとめている場合には、各都道府県建設業協会

を通じてご提出ください。 

 

３．応募に必要な用紙及び応募事例の書き方 

 今年度より、応募に必要な用紙を変更いたしました。また、募集要項に応募事例の書

き方を追加いたしました。 



施工上の工夫・改善、事業提案事例 
 

タイトル  

所属協会  

会 社 名  

発注機関  元請・下請 

工事名称 
または提案事業名称 

 

工事場所 
または提案事業場所 
（市区町村まで） 

 

工  期  

工事概要 
または提案事業概要 

 

章立ての例（章立てについては、自由に設定いただいて結構です） 

＜施工上の工夫・改善事例の章立て例＞   ＜事業提案事例の章立て例＞ 

１．はじめに（工事内容の詳細など）    １．はじめに（事業提案に至った経緯など） 

 

２．従来の施工方法での問題点       ２．事業提案の内容 

 

３．工夫・改善の内容           ３．事業提案の効果 

 

４．施工後の効果             ４．事業提案に係る調整で苦労した点 

 

５．まとめ（今後の課題など）       ５．まとめ（今後の課題など） 

 

 

 

※内容については、出来る限り詳細にご記入ください。 

※ページ制限は４ページまでといたします。 

※フォントサイズ 10.5 ポイント以上、書式は MS 明朝でお願いします。 

※図表・写真等については、本文中に挿入してください。 



施工上の工夫・改善、事業提案事例 
 

 

タイトル  

所属協会 ○○県建設業協会 

会 社 名 土建組株式会社 

発注機関 国土交通省 ○○地方整備局 △△河川事務所 元請・下請 

工事名称 

または提案事業名称 
□□□堤防強化工事 

工事場所 
または提案事業場所 

（市区町村まで） 

○○県△△市□□町 

工  期 平成○○年××月△△日 ～ 平成○○年□□月●●日 

工事概要 

または提案事業概要 

河川土工 ○○㎥ 

法覆護岸工 △△㎥ 

護岸工 ××㎥ 

防護策工 □□ｍ 

仮設工 一式 

１．はじめに（工事内容の詳細など） 

 ○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

 

 

 

 

２．従来の施工方法での問題点 

 ○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・。 

 

３．工夫・改善の内容 

 ○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

図表 写真 

写真 

記入例：施工上の工夫・改善事例 



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 ○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．施工後の効果 

 ○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

５．まとめ（今後の課題など） 

 ○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

●以下の※部分は、提出時には削除いただいて結構です。 

※内容については、出来る限り詳細にご記入ください。 

※ページ制限は４ページまでといたします。 

※フォントサイズ 10.5 ポイント以上、書式は MS 明朝でお願いします。 

※図表・写真等については、本文中に挿入してください。 

 

図表 

図表 写真 



施工上の工夫・改善、事業提案事例 
 

 

タイトル  

所属協会 ○○県建設業協会 

会 社 名 土建組株式会社 

発注機関 国土交通省 ○○地方整備局 △△河川事務所 元請・下請 

工事名称 

または提案事業名称 
□□□まちづくり事業 

工事場所 
または提案事業場所 

（市区町村まで） 

○○県△△市□□町 

工  期  

工事概要 

または提案事業概要 

複合福祉施設整備 

福祉拠点のバリアフリー化 

鉄道駅の利便性向上 

１．はじめに（事業提案に至った経緯など） 

 ○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

 

 

 

 

 

２．事業提案の内容 

 ○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

 

図表 写真 

写真 

記入例：事業提案事例 



３．事業提案の効果 

 ○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 ○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．事業提案に係る調整で苦労した点 

 ○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

５．まとめ（今後の課題など） 

 ○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

●以下の※部分は、提出時には削除いただいて結構です。 

※内容については、出来る限り詳細にご記入ください。 

※ページ制限は４ページまでといたします。 

※フォントサイズ 10.5 ポイント以上、書式は MS 明朝でお願いします。 

※図表・写真等については、本文中に挿入してください。 

 

図表 

図表 写真 


