
平成 27 年 8 月 20 日 
会員各位 

                主催 北海道土木技術会 
                         トンネル研究委員会委員長 藤井 義明 
                          講習講演小委員会委員長 菊地 秀明 

                            後援 一般社団法人日本トンネル技術協会 

2015 トンネル現地見学会のご案内 
拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。会員各位におかれましては、平素より当

委員会運営に際し、ご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、この度「2015 トンネル現地見学会」を一般社団法人日本トンネル技術協会の後援のもと

開催することとなりました。 
ご多忙とは存じますが、皆様お誘い合わせの上、多数ご参加下さいますようご案内申し上げま

す。なお、当見学会は（公社）土木学会の CPD プログラムに認定予定（申請中）です。 
記 

 日 程： 平成 27 年 10 月 8 日（木）～9日（金） 

 見 学 地： 村山トンネル工事（岩田地崎・熊谷組・不動テトラ・相互建設JV）【鉄道Tn】 

        渡島トンネル工事・北斗工区（大林組・宮坂建設工業・松本組JV）【道路Tn】 

        渡島トンネル工事・木古内工区（大成建設・田中組JV）【道路Tn】 

集合場所： 【札幌班】札幌第一合同庁舎（北側）(図-1 参照) 

      【函館班】JR 函館駅（北側）貸切バス待機場所（図-2 参照） 

 集合時間： 【札幌班】 7：45(集合、時間厳守)  8：00（出発） 

       【函館班】 12：15(集合、時間厳守)  12：30（出発） 

 工程(案)： 別紙参照 

 参 加 費： 15,000 円（トンネル研究委員会）、25,000 円（日本トンネル技術協会会員） 
原則、銀行振込のこと（振込手数料はご負担願います） 

        参加費には、宿泊（意見交換会・朝食）・バス代、昼食(札幌班：1･2 日目、

函館班：2日目)および消費税を含みます。 

 振 込 先： 北洋銀行 北七条支店(312) 普通 3518303 

        トンネル研究委員会講習講演小委員会事務局 杉浦高広 

 締 切 日： 平成 27 年 8 月 21 日（金）⇒26 日（水） 

（先着 60 名で締め切らせて頂く予定です） 

 そ の 他： 宿泊部屋は事務局で任意に割り当てますので、その旨ご理解のほどお願い申

し上げます。 

       保安帽、長靴、安全チョッキ、軍手は各自でご用意願います。 

       服装は、汚れてもよいものでご用意願います。 

 申込方法： 別紙「参加申込書」に記載の上、メールまたは FAX にて、申込み下さい。 

       札幌発着か函館発着も含めてご記載ください。 

 申込み先： 大成建設（株）札幌支店 土木営業部  二階堂 直樹 

       ＦＡＸ 011-232-5098  e-mail nikaido@ce.taisei.co.jp 

 当日の連絡先： ㈱ダイヤコンサルタント 水島 秀明 090-6998-0072(札幌班)  

         ㈱ダイヤコンサルタント 原 翔平  080-5984-3351(札幌班) 

         大成建設㈱      二階堂 直樹 090-2693-7507(函館班) 



 

 
図-1 札幌班：集合場所 

  

図-2 函館班：集合場所 
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貸切バス専用乗降場 



 

2015 トンネル現地見学会 

 

 参 加 申 込 書 (Fax)  

 

〒060-0061 

  札幌市中央区南 1 条西 1 丁目 4 大成札幌ビル 

        大成建設株式会社 札幌支店 土木営業部 

 

        二階堂二階堂二階堂二階堂    直樹  直樹  直樹  直樹  行 

      FaxFaxFaxFax：：：：011011011011－－－－232232232232－－－－5098509850985098    
          (Tel：011－241－1617) 
 

所属・氏名および代表者の連絡先をご記入申し上げます。(〆切平成 27 年 8 月 21 日(金)) 

所属 (団体・会社・官庁) 
氏   名 

(フルネームで明記願います) 
携帯番号 発着 備考 

 (代表者) 
   

     

     

     

     

     

     

     

  代表者所属連絡先  ＴＥＬ ： 

 

 

※ 例年、見学会当日に参加確認が必要な場合があり携帯番号の記入にご協力下さい。 

 

※ 申し込みは，e-mail でも受付けます。 

               →→→→  nikaido@ce.taisei.co.jp 

       まで 



【10/8・9実施　2015年度トンネル現地見学会】

日付 時間帯 所要時間 人数日付 時間帯 所要時間 人数日付 時間帯 所要時間 人数日付 時間帯 所要時間 人数

札幌班 函館班札幌班 函館班札幌班 函館班札幌班 函館班

バス到着(札幌発着1台)

[札幌第一合同庁舎(北側)]

札幌市北区北8条西2丁目(添付図参照)

8:00 0:15 見学会参加者集合

8:00～10:00 2:00 札幌駅～札幌北IC～有珠山SA

10:00～10:15 0:15

有珠山SA

15分程度のトイレ・タバコ休憩

10:15～11:45 1:30 有珠山SA～八雲PA

11:45～12:00 0:15

八雲PA

15分程度のトイレ・タバコ休憩

12:0～13:30 1:30

八雲PA～村山トンネル仮設備ヤード

札幌班はバス内で昼食

13:30～14:30 1:00

14:30～15:30 1:00

15:30～16:45 1:15

16:45～18:15 1:30

18:15～18:30 0:15

18:30～20:30 2:00

20：30～ -

7：00～8：00 1:00

8：00～8：30 0:30

8:30～10:00 1:30

10:00～11:00 1:00

11:00～11:30 0:30

11:30～12:30 1:00

12:30～12:45 0:15

12:45 -

札幌班 函館班札幌班 函館班札幌班 函館班札幌班 函館班

現場事務所～八雲PA

14:15～14:30 0:15

八雲PA

15分程度のトイレ・タバコ休憩

14:30～16:00 1:30 八雲PA～有珠山SA

16:00～16:15 0:15

有珠山SA

15分程度のトイレ・タバコ休憩

16:15～18:00 1:45

有珠山SA～札幌駅バスターミナル

解散

12:45～14:15 1:30

現場事務所～函館駅

バス移動：1時間程度

13:30函館駅到着

解散

準備・現場見学

・仮設備ヤードに停車(バス2台)、見学準備

・現場見学

後片付け等

現場見学後に弁当配布

現地解散(札幌班と函館班はここから別行動)

2015/10/92015/10/92015/10/92015/10/9

(金)(金)(金)(金)

朝食

準備

渡島トンネル(北斗工区)仮設備ヤードまで移動

準備・現場見学

・仮設備ヤードに停車(バス2台)、見学準備

・現場見学

渡島トンネル(木古内工区)仮設備ヤードまで移動

会場移動、後片付け

意見交換会

自由時間

12:15バス到着(函館発着1台)

[函館駅バスターミナル](添付図参照)

12：30現場移動

車移動はなし(全員バス移動)

バス移動：1時間程度

13:30現地到着

準備・現場見学

・仮設備ヤードに停車(バス2台)、見学準備

・現場見学

宿泊先まで移動　宿泊先：湯の川プリンスホテル「渚亭」

行程行程行程行程

2015/10/82015/10/82015/10/82015/10/8

(木)(木)(木)(木)

7:45 -

宿泊先に到着

各自着替え、休憩、入浴等

開会挨拶(5分)

来賓挨拶(10分)

事業・工事説明(75分)

・村山トンネル

・渡島トンネル(北斗工区)

・渡島トンネル(木古内工区)




