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令和 2年度「建設工事の施工上の工夫・改善、事業提案事例」 

のホームページ掲載について（お知らせ） 

 

平素は、本会の活動に対しまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、標記事例の選考結果につきましては、令和 2年 10月 27 日付 全建事発第 113

号にて既にご報告させていただいたところですが、本会会員専用ホームページ「施工

の工夫・改善事例集」への掲載が決定した優良事例 72件について、ホームページ掲載

作業が完了しましたので、ご案内申し上げます。 

この「施工の工夫・改善事例集」は、会員企業の参考となる事例を数多く掲載して  

おります。ご多用のところ誠に恐縮に存じますが、貴会会員企業の皆様に対して、  

周知賜りますようお願い申し上げます。 

今年度は、標記事例の募集等に際しまして、貴会より多大なご協力を賜り、厚く  

御礼申し上げます。来年度も、令和 3 年 4 月から事例募集を開始する予定ですので、

何卒よろしくお願い申し上げます。 

 
（添付資料） 
別紙 1 令和 2 年度「施工の工夫・改善事例集（全建ホームページ)」掲載事例一覧表 
別紙 2 本会会員専用ホームページのアクセス方法について 

 
以 上 

担当：事業部 山長 

    TEL：03-3551-9396 

     FAX：03-3555-3218 

    e-mail：jigyo@zenken-net.or.jp 



別紙1

No. 協会名 応募タイトル 区分 会社名

1 北海道 ICTシステムを活用した地盤改良工（深層混合処理工） 土木 協成建設工業株式会社

2 北海道 土砂運搬作業車両による公道の汚れ対策 土木 株式会社佐々木組

3 北海道
北海道胆振東部地震災害復旧工事でのCIM活用～CIM/GIS運用から見
える防災マップ利活用のカイゼン～

土木 一二三北路株式会社

4 北海道 掘削土運搬時における砂塵の飛散防止対策 土木 株式会社西岡国昭建設

5 北海道 鉄筋組立作業における品質確保・工程短縮の事例 土木 宮坂建設工業株式会社

6 北海道 ウェアラブルカメラを活用した業務効率化 土木 植村建設株式会社

7 北海道 ＩＣＴ建設機械を活用した河口掘削の品質向上ほか 土木 南建設株式会社

8 北海道 昇降階段滑り止め対策の工夫 土木 芙蓉建設株式会社

9 青森 山口システムを用いた橋梁下部工のひび割れ制御 土木 上北建設株式会社

10 青森 積雪寒冷地における下部工コンクリートの耐久性確保 土木 上北建設株式会社

11 青森 生産性の向上(3次元データの収集・利活用) 土木 田中建設工業株式会社

12 青森 治山工事での測量・提案事項について 土木 田中建設工業株式会社

13 青森 現場条件における施工の工夫 土木 田中建設工業株式会社

14 青森 三次元データ等の利活用 土木 田中建設工業株式会社

15 岩手 現場写真整理サービス「カエレル」の導入
環境

その他
株式会社小田島組

16 宮城 豪雪地帯におけるPCコンポ桁の施工 土木 東日本コンクリート株式会社

17 宮城 「現場打コンクリート構造物のプレキャスト化による工期短縮」 土木 株式会社村田工務所

18 宮城 浦宿橋上部工工事の施工 土木 東日本コンクリート株式会社

19 宮城 コンクリートのひび割れ抑制対策 土木 株式会社只野組

20 宮城 埋設物の保護管理に伴う施工方法の改善 土木 株式会社深松組

21 宮城 ICT活用工事における施工及び出来形管理の工夫 土木 株式会社深松組

令和2年度「施工の工夫・改善事例集（全建ホームページ)」掲載事例一覧表
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No. 協会名 応募タイトル 区分 会社名

令和2年度「施工の工夫・改善事例集（全建ホームページ)」掲載事例一覧表

22 宮城 取付管推進工において測量の工夫 土木 株式会社深松組

23 宮城 狭所での掘削作業 土木 株式会社深松組

24 宮城 狭小部の掘削改善事例 土木 株式会社深松組

25 宮城 掘削法面養生シート可視化による法面状況確認の改善 土木 株式会社深松組

26 宮城 護岸工鋼製型枠を用いたコスト削減 土木 株式会社深松組

27 宮城 ICT活用工事の土工（掘削工）に於ける出来形管理の工夫 土木 株式会社深松組

28 宮城 「CF工法」を採用した橋脚工事におけるコンクリートの施工について 土木 株式会社丸本組

29 宮城 ICT活用による施工精度の向上とコスト削減について 土木 株式会社佐藤工務店

30 宮城 ガードレール基礎の二次製品活用 土木 熱海建設株式会社

31 宮城 地域の交通安全活動と子供１１０番の現場事務所 土木 熱海建設株式会社

32 宮城 トラス構造による鉄骨梁ノンポスト工法 建築 仙建工業株式会社

33 宮城 工事写真の撮り忘れ防止 建築 株式会社丸本組

34 宮城 見え方の見せ方 建築 株式会社丸本組

35 宮城 地下階６層へ資材投入 建築 株式会社深松組

36 福島 災害時のICTによる高速復旧施工事例 土木 藤田建設工業株式会社

37 福島 工事現場での危険を総合的に疑似体験できる安全教育訓練施設
環境

その他
菅野建設工業株式会社

38 東京 文字認識読取技術(OCR)を活用したセグメント管理システムの開発 土木 西松建設株式会社

39 東京 インバートユニット鉄筋を用いた施工の効率化 土木 西松建設株式会社

40 東京 高速3Dスキャナを使用した切羽掘削形状モニタリングシステムの開発 土木 西松建設株式会社

41 静岡 消波ブロック製作におけるコンクリートの品質向上の工夫について 土木 静和工業株式会社

42 愛知 ３Ⅾレーザースキャナーとモデリングの組合せを利用した施工 建築 株式会社伊藤工務店

43 三重 河川内取壊し工事の養生方法の工夫 土木 丸亀産業株式会社
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44 富山 無人化施工におけるＩＣＴ技術導入効果 土木 株式会社岡部

45 富山 急峻で狭隘な斜面に対する対策と工夫 土木 株式会社岡部

46 大阪 頭上障害物がある環境下でのコンクリート打設方法の改善 土木 株式会社ハンシン建設

47 大阪 非貫通型鉄筋吊り具（Kﾌﾟﾚｰﾄ）の使用について 土木 株式会社安藤・間

48 大阪 トンネル覆工コンクリートの自動施工による高品質化と作業の省力化 土木 清水建設株式会社

49 大阪 構造目地部に埋設型枠を使用し工程短縮 土木 清水建設株式会社

50 大阪 耐震補強工事でのCIM活用による竣工成果品の改善事例 土木 西松建設株式会社

51 大阪 場所打ち函渠施工に用いる橋型クレーン 土木 大豊建設株式会社

52 大阪 試験施工によるアーチ橋コンクリート工の品質向上 土木 株式会社大本組

53 大阪 平成30年大阪北部地震による下水管損傷の災害復旧工事の施工事例 土木 株式会社竹中土木

54 大阪 仮設工 工程短縮を目的とした桁受設備構造の工夫 土木 株木建設株式会社

55 大阪 廃線隧道が干渉する山岳トンネル工事におけるBIM/CIMの活用 土木 株式会社鴻池組

56 大阪 新技術を活用した狭隘な下水道管渠の耐震補強 土木 株式会社奥村組

57 大阪 赤外線カメラ使用による構造物調査 土木 株式会社奥村組

58 大阪 ICTによるリニューアル工事での業務効率化 土木 株式会社奥村組

59 大阪 鉄道営業線直上に張出構造の作業構台を設置して高架橋を安全に施工 土木 株式会社奥村組

60 大阪 トンネル工事におけるMMS計測を活用した施工管理 土木 株式会社奥村組

61 大阪 情報化技術を活用した大深度土留め掘削工事の施工事例 土木 株式会社大林組

62 大阪 ダム建設における建設機械自動化 土木 株式会社大林組

63 大阪 長尺折板屋根材の間配り省力化方法 建築 株式会社奥村組

64 大阪 先送りモルタル処理方法の改善 建築 株式会社奥村組

65 大阪 床仕上りを傷めない立ち上がりコンクリート型枠の施工方法 建築 株式会社奥村組
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66 大阪 吹き抜け上部作業用足場の架設を上層階だけで完結させる方法 建築 株式会社奥村組

67 兵庫 狭小な施工ヤード内における鋼管杭施工方法の工夫・改善事例 土木 株式会社川嶋建設

68 徳島 ＩＣＴ×ＩｏＴ　消波ﾌﾞﾛｯｸ据付3Dナビゲーションシステム 土木 株式会社大竹組

69 佐賀 AXⅡ　MONMOS　による鉄骨建ち精度の確認 建築 松尾建設株式会社

70 長崎 国道切替（切削）工事に関する工夫 土木 株式会社西海建設

71 長崎 逆巻き施工の工法変更による工程短縮 土木 竹下建設工業株式会社

72 沖縄 橋梁地覆狭隘部の埋設型枠設置によるコンクリート打設について 土木 沖縄ピーシー株式会社
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【全建 会員専用ホームページのアクセス方法について】

１．全国建設業協会のトップページに記載されている、「会員専用コンテンツ」をクリックしてください。



２．会員専用コンテンツの内容が表示されますので、「施工の工夫・改善事例集」をクリックしてください。



３．会員専用コンテンツのため、ログインIDとパスワード入力画面に遷移します。
　　会員登録がお済みでない場合は、４．以降の会員登録を行っていただく必要があります。

会員登録がお済みでない場合は、
「新規ご登録」をクリックして、会員登録を行って
ください。



４．登録画面で必要事項を登録いただきましたら、会員登録は完了します。
　　※ご登録いただいた個人情報等は本ホームページ会員管理以外の用途では使用いたしません。



５．会員専用コンテンツにログインいただきましたら、以下のようなメニューが表示されます。
　　「施工の工夫・改善事例集」をクリックしてください。



６．「施工の工夫・改善事例集」が表示されます。
　　こちらでは、過去分も含めまして1,000件以上の事例が掲載されています。
　　※年度別で確認される場合は年度別一覧をご覧いただくのが便利です。
　　※その他にもキーワードやフリーワード検索なども可能です。



７．例えばですが、2020年度の年度別一覧をクリックいただきますと、今年度の結果が表示され、各事例の詳細に
　　ついては、詳細画面をクリックいただきますと事例内容（ご応募いただいた応募内容）をご覧になれます。
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