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NO.1 環境 ブース　環-１ 長崎県ジオファイバー協会

NO.2 環境 ブース　環-２ カエルドグリーン協会
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NO.3 環境 ブース　環-３ 株式会社東洋商行

NO.4 環境 ブース　環-４ 大石建設株式会社
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NO.5 環境 ブース　環-５ 国土防災技術株式会社　長崎支店

NO.6 環境 ブース　環-６ 三省水工株式会社

タフグリーン工法  

－ 生物多様性に配慮した荒廃地緑化工法 － 

＜工法概要＞ 本工法は，生物の多様性に配慮しながら成長の

遅い在来種による植生回復や無播種による郷土種の侵入を可能

とした自然回復型の緑化技術です。従来の植生工に期待された

早期生育植物による表面浸食防止効果を土壌浸食防止マットで

代用しながら，森林土壌に近い上質な植生基盤を導入すること

で，目標とする植物群落への植生回復を安定して早期に図るこ

とができます。工法の導入直後より，耐浸食効果が発揮される

ことから，植生基盤を中・長期的に安定維持できて外来生物に

よる早期緑化を必要としません。 

＜工法の特徴＞ 

(1)保肥・保水性に優れた植生基盤の採用：バーク堆肥や支障木

を破砕・チップ化した有機質基材と腐植土を混合したものを使

用します。植生基盤の効果は，森林土壌に近い構造となること

で，保水性・保肥性・緩衝能力が高くなることです。また，斜

面乾燥や肥料枯れを長期的に防止する効果も期待できます。 

(2)補強短繊維による施工性の向上：補強短繊維を使用する効果

としては，吹付時に植生基盤を面的・立体的に結合することで，

植生基盤の流出・流亡を防止できます。さらに，施工時のリバ

ウンド量を大幅に減少させることも可能です。   

(3)土壌浸食防止マットによる基盤の保護：土壌浸食防止マット

を敷設する効果は，植物の生長に依存することなく降雨や積

雪・融雪による基盤や斜面の浸食を防止できることです。さら

に，マルチング効果により保水性の向上や保温効果が期待でき

るため，乾燥や凍上から植物を保護できます。 

NETIS登録 No.  KT-040082-A 

 

工法模式図 

＜問い合わせ先＞ 

国土防災技術(株)九州支社緑化事業推進部 

TEL:0952-32-4470／FAX 0952-32-4469 

 E-mail:sudaki@jce.co.jp  担当：須田木 
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NO.7 環境 ブース　環-７ 既設モルタル再生工法研究会

NO.8 環境 ブース　環-８ 株式会社　九建

－ 5 －



NO.9 環境 ブース　環-９ 長繊維緑化協会　九州支部

NO.10 環境 ブース　環-10 菱和コンクリート株式会社　長崎営業所
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NO.11 環境 ブース　環-11 九州電力グループ　西日本技術開発株式会社

NO.12 環境 ブース　環-12 日本基礎技術株式会社　長崎営業所
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NO.13 環境 ブース　環-13 長崎総合科学大学　建築学科

NO.14 リサイクル ブース　リ-1 長崎県植物誘導研究会

－ 8 －



NO.15 リサイクル ブース　リ-２ 株式会社中央環境

NO.16 リサイクル ブース　リ-３ 九州運輸機工株式会社

－ 9 －



NO.17 リサイクル ブース　リ-４ タキロンプロテック株式会社　西日本営業グループ

NO.18 リサイクル ブース　リ-５ 長崎県エコサイクル緑化工協会

PET ボトルから再生した樹脂をネットに被覆しました。                

再生 PET フェンス 
環境との共生が不可欠な現在、ネットフェンスにおいても限りある資源の有効活用・環境の保護を目的としたご提案をいたします。 

PET ボトル５本分で金網１㎡の被覆※ 

●●●●●●●●●再再再生生生率率率●●●●●●●●●   
金網１㎡あたり PET ボトル（500ｍｌ）約５本分の再生樹脂が被覆材として使用されています。 
※金網 50 ㎜目、外径Φ 3.2、心線径Φ 2.3 の場合 

 

PET ボトル約 5 本分 

《お問合せ先》 
タキロンプロテック株式会社 西日本営業グループ  ＪＦＥ建材フェンス株式会社 九州支店 
大阪市中央区安土町 2-3-13 大阪国際ビル      福岡市中央区舞鶴 2-1-10 ORE 福岡赤坂ビル 
TEL(06)6267-2324 FAX(06)6267-2822       TEL(092)737-5560 FAX(092)737-5585 

１ｍ 

１ｍ

１㎡ 
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NO.19 リサイクル ブース　リ-６ 溶融スラグ有効利用協議会

NO.20 コスト縮減 ブース　コ-１ (独)土木研究所・日本地研（株）・長菱制御システム（株）・西日本菱重興産（株）

長崎県溶融スラグ有効利用協議会 

長崎県溶融スラグ有効利用協議会では、長崎県内で発生する溶融スラグ（一般

家庭から排出される可燃性ゴミを焼却溶融化したもの)を有効利用することを

研究開発し循環型社会の構築に貢献することを目的としています。その研究課

題の一つとして現在溶融スラグの最大有効利用工法であるリサイク透水性カラ

ーコンクリート舗装工法を主に研究し県内の溶融スラグを最終処分場に埋め戻

すのを最小限にし地域環境問題にも貢献するものであります。リサイクル透水

性カラーコンクリート舗装は骨材の 50％が溶融スラグを再利用した環境に優し

い舗装として現在県内の公共事業工事で採用されています。 

詳しくはホームページ 

http://www.eco-rec.jp/data/example.html でご確認ください。 

 従来斜面計測で用いられている伸縮計等のセンサには、電気式のため落雷サージ等による故障で計測できな

い、ポイント型センサでは不特定域で発生する表面崩壊を効率的に捉えられないといった問題がありました。

そこで、落雷に強い光ファイバセンサ

を用いた表面崩壊の効率的なモニタリン

グ技術を開発しました。 
ポイント型の光ファイバセンサによる

面的計測の際の設置費および材料費の低

コスト化を図るため、動滑車を活用した

面的な変状計測技術を紹介します。 
 

お問合せ 

 独立行政法人 土木研究所  

材料地盤研究グループ 土質・振動チーム 

         TEL：029-879-6767 (加藤） 

長菱制御システム株式会社  

                   TEL：095-828-7242 (江藤） 

  日本地研株式会社 

TEL：092-571-2766 (佐藤) 

西日本菱重興産株式会社  

TEL：095-865-5200 (綿巻) 

 

※本技術は、(独)土木研究所、日本地研㈱、長菱制御システム㈱、西日本菱重興産㈱の共同開発によるものです。 
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NO.21 コスト縮減 ブース　コ-２ パシフィックコンサルタンツ株式会社

NO.22 コスト縮減 ブース　コ-３ 株式会社セウテック

～インハウスエンジニアが取り組む
コスト縮減の切り札～

設計VE ～国交省も本格導入へ～

発注者が積極的に関わり「攻め」のコスト削減へ発注者が積極的に関わり「攻め」のコスト削減へ発注者が積極的に関わり「攻め」のコスト削減へ発注者が積極的に関わり「攻め」のコスト削減へ発注者が積極的に関わり「攻め」のコスト削減へ発注者が積極的に関わり「攻め」のコスト削減へ発注者が積極的に関わり「攻め」のコスト削減へ発注者が積極的に関わり「攻め」のコスト削減へ発注者が積極的に関わり「攻め」のコスト削減へ

設計（予備/詳細）設計（予備/詳細）

入札時VE入札時VE 契約後VE契約後VE

積算積算 入札入札 契約契約 施工施工

設計VE設計VE

設計（予備/詳細）設計（予備/詳細）

入札時VE入札時VE 契約後VE契約後VE

積算積算 入札入札 契約契約 施工施工積算積算 入札入札 契約契約 施工施工

設計VE設計VE

受注者（業者）が提案

受動的VE

受注者（業者）が提案受注者（業者）が提案

受動的VE受動的VE

発注者が自ら提案発注者が自ら提案

主動的主動的VEVE主動的主動的VEVE

VEの適用段階と取り組み方

（職員意識の改革）

（パシコンは公的機関へのVE研修及び講演受講者実績6,000名突破!!）
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NO.23 コスト縮減 ブース　コ-４ 株式会社ヤマウ

NO.24 コスト縮減 ブース　コ-５ 株式会社特殊高所技術

エレベータシャフト

　後付エレベーターシステムは

　完全自立型PCシャフト工法で

　短工期での設置が可能です。

　建物としての資産価値向上や

　バリアフリー対策として

　 適です。

　○教育施設 ○共同住宅 など

ガードクリフ

　Ｌ型擁壁とガードレール

　基礎を一体化させた製品

　で、大幅なコスト削減と施

　工の短縮ができます。

　Ｂ・Ｃ種のガードレールに

　対応しています。

プレキャストガードフェンス（ＰＧＦ）
　

　ＰＧＦは実車衝突実験

　により剛性防護柵の安

　全のためのに必要な性

　能を持っていることが

　確認されています。

メンテナンス床板

　歩道橋のメンテナンス用と

　して開発された製品です。

　軽量・高強度で施工性が

　良く、耐食性に優れていま

　す。特に、錆びないので通

　常の歩道橋より耐久性に

　優れています。

ｅベース

　河川護岸に必要な根入れ

　ブロックを兼用した基礎ブ

　ロックです。

　完全ドライ施工でなくても

　据付可能なため、水替工

　の削減および施工期間の

　短縮化がはかられ経済的

　です。

スパンザウォール
　

　プレキャスト部材と現場打コン

　クリートを併用した、ハーフプ

　レキャスト・ボックスカルバート

　です。これまで困難とされて

　いた超大スパン構造や形状、

　寸法に対して設計の自由度

　が高いボックスカルバートを

　実現します。

株式会社　ヤマウ　　　〒811-1102　福岡市早良区東入部5-15-7　　　℡092-872-3331  　　http://www.yamau.co.jp

－ 13 －



NO.25 コスト縮減 ブース　コ-６ 九州ＲＳＩアンカー協会

NO.26 維持管理 ブース　維-１ 協同組合熊本県構造物診断技術研究会

－ 14 －



NO.27 維持管理 ブース　維-２ 麻生グループ

NO.28 維持管理 ブース　維-３ 不二興産協同組合

 

 ◎ＲＣＲ工法（防錆長寿命化工法）   
  強い防錆力と強い接着力と安全性を兼ね備えた多機能ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ｢フジライン｣を 

用いて行うＲＣ構造物の延命化工法です。  

1. 補修工 ｢フジライン｣の特性(接着力･防錆力･高靱性等)を利用した安全な補修。  

2. 補強工 ｢フジライン｣の代表的なＲＣ床版下面増厚工法。 

 3  防錆･防蝕工 黒錆(安定錆)形成による長期安定防錆。特に海洋構造物の延命に貢献できます。 

 4. 接着工 新旧コンクリートの一体化 

土木建築のコンクリート構造物･鉄骨構造物･用水路･遊具等の補修補強材として幅広く利用できます。

 

◎ 常温硬化液体ガラス工法  
1. コンクリート保護工法  2. ウッドコート(木材保護)工法 

3. アスベスト飛散防止含浸(除去)工法 

 

（問合せ先）不二興産協同組合 代表理事 松田 一則 

 TEL 095-895-9393 FAX 095-895-9395 E-MAIL  fujikousan@helen.ocn.ne.jp 

 

－ 15 －



NO.29 維持管理 ブース　維-４ 全国エポ工法協会　九州支部長崎協議会

NO.30 維持管理 ブース　維-５ 共和コンクリート工業株式会社　長崎営業所

 

－ 16 －



NO.31 維持管理 ブース　維-６ 株式会社親和テクノ

NO.32 維持管理 ブース　維-７ 株式会社第一検査工業

－ 17 －



NO.33 維持管理 ブース　維-８ 三興建設株式会社

NO.34 維持管理 ブース　維-９ 扇精光株式会社

－ 18 －



NO.35 安全・安心 ブース　安-１ 株式会社パスコ　長崎支店

NO.36 安全・安心 ブース　安-２ 東亜グラウト工業株式会社

－ 19 －



NO.37 安全・安心 ブース　安-３ 株式会社シンコー

NO.38 安全・安心 ブース　安-４ 国際航業株式会社　長崎支店

「安心」、「安全」そして“豊かな国づくり・地域づくり”「安心」、「安全」そして“豊かな国づくり・地域づくり”

Microdrones カメラ搭載型小型ヘリコプター Dragon Fly 3次元画像ビューワー

国際航業は創業以来「空からの視点」を生かし、環境・防災・まちづくりなど、

ずっと地球と世界の成長に貢献してきました。

お問合せ： 国際航業株式会社 長崎支店
〒850-0033 長崎市万才町６－３４（第5森谷ビル） TEL：095-826-1868 FAX：095-824-5428

E-MAIL：info-nagasaki@kkc.co.jp URL：http://www.kkc.co.jp

・カーボンファイバーと強化プラスチック構造で軽くて安全性
が高い簡易空撮ヘリコプター

・GPS/IMUによる自律飛行が可能なため、人が入れない場所
での撮影も可能

・三次元都市モデル、航空写真、衛星写真、地図データなどの
膨大な空間情報をWeb環境で配信実現。

・キャッシュメモリ使用により高速な３D画像の表示を実現。

・距離・面積・体積の計測に
加え、断面計算（右上）や浸
水シミュレーション（右下）
も可能。

Pictmetory 多方向斜め写真
・5つの航空機デジタルカメラで同時に多方向から撮影
した航空写真データと閲覧システム

・閲覧システムはGIS（地理情報システム）ソフトとの
連携が可能（ESRIやSIS等）。

当社Dragon Fly 上での三次元都市モデルとの重ね合わせ
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NO.39 安全・安心 ブース　安-５ ＫＪＳ協会（共催：（株）ウヱノ・（株）カミナガ・弘和産業（株））

NO.40 安全・安心 ブース　安-６ 復建調査設計株式会社

ＥＨＤ永久アンカーは、水密性・耐久性に配慮した高耐久
のグラウンドアンカー工法です。エポキシ鋼線を使用し、
高水密性であることやテンドン構造を簡素化して低コスト
を実現しています。水深100ｍに水没しても使用可能な

ほど高水密なテンドン構造を有しています。
(財)土木研究センター 建設技術審査証明取得
ＮＥＴＩＳ登録番号 No.KT-040039

ＫＪＳ工法

ＥＨＤ永久アンカー

アンカーパネルはＦ
ＲＰ格子枠を受圧
面に使用した、自
然緑化が可能な大
面積受圧板です。
ＮＥＴＩＳ登録番号
No.CG-070012

頭部キャップとナッ
トの一体化により、
簡略化したロックボ
ルトシステム。耐食
性、施工性、経済
性に優れたロックボ
ルト工法です。
NETIS登録番号
No.ＫＴ-070027

高耐久ロックボルト工法
キャップナットロックボルトシステム

アンカーパネル

吹付法枠工での施工例

アンカーパネル施工後（自然緑化）

問い合わせ先
弘和産業㈱
〒198-0023東京都青梅市今井3-3-12
ＴＥＬ：0428-32-2811 ＦＡＸ：0428-32-2818
e-mail：kowa@kowa-anchor.co.jp
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NO.41 安全・安心 ブース　安-７ ＰＡＮ　ＷＡＬＬ工法協会

NO.42 安全・安心 ブース　安-８ 日本工営株式会社　福岡支店

●落石発生監視装置の概要について【日本工営株式会社】 

1.落石等に対する課題 

落石・斜面対策として、現地の状況・グレ－ド・必要度合いに合わせてハ－ド対策（落石覆工や格

子枠工等）が順次実施されております。 

しかし、ハ－ド対策には時間と費用が掛かるため、十分な対策が実施される前の危険箇所に対して

も、早急に落石を検知するための方策が求められています。 

2. 落石発生監視装置の特徴 

  落石災害が発生した場合に『災害を検知し、列車・自動車等の交通機関を抑止するための装置に情

報を出力する機能を具備する装置（ソフト対策の具現化）』です。 

3. 落石発生監視装置の狙い 

 ①簡易で信頼性の高いセンサの開発【ワイヤスイッチ方式によるシンプルで堅固な検知方式】 

 ②汎用フェンスを利用した落石検知と工期短縮【ハード対策に比べ施工期間の短縮】 

 ③検知距離の延長・長大化【システム構成の選択・組み合わせにより 4,000ｍ未満まで選択可能】 

 ④インフラコストの低減【監視装置からセンサボックスへの電源供給、併せて監視情報の集約･伝送】

 ⑤多彩な外部情報出力機能【特殊信号発光機への発光条件出力】 

 ⑥施工品質の確保【装置設置標準施工マニュアルの整備】 

4.装置に対する問合せ先 

 日本工営株式会社 福岡支店 技術第一部 高細、佐藤 

 電話番号 092-475-7553  Mail: a3545@n-koei.co.jp 
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NO.43 県産品・県内技術 ブース　県産-１ 株式会社カミナガ・粕谷製網株式会社

NO.44 県産品・県内技術 ブース　県産-２ 財団法人長崎県建設技術研究センター

現場点検調査 材料試験 長寿命化修繕計画策定補助業務 研修

〇基本方針

公共の福祉の向上に寄与するために、県及び市町が良質なサービスを県民に提供できるよう建設行政の代

行支援を行っていきます。

〇事業概要

建設技術の調査・研究・工事用材料の試験・開発及び建設技術者の研修を実施しています。また、県及び市町

の建設行政の代行支援を、社会の要請に応じ柔軟かつ適正に行っています。

問合せ先：財団法人 長崎県建設技術研究センター

〒856-0026 大村市池田2丁目1311番3

TEL:0957-54-1600  FAX:0957-54-1505

担当者：宮本秀樹
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