
 

 

 

 

 

 

 

～平成 30 年度 横浜市職員技術提案～ 
 
     

 

 

 

 

 

１ 概要 
日 時 平成 31 年１月 23 日（水） 

           第一部 最優秀賞選考会 午後２時 30 分～３時 50 分 

           第二部 表彰式       午後４時 10 分～４時 55 分 

場 所 横浜市研修センター 301・302 号室     

※ 取材は随時受け付けます。ご取材いただける場合は、直接会場へお越しください。 

２ 最優秀賞候補 
部門 提案名 提案者所属 

土木・造園 
土木事務所整備班施工による、既設Ｕ形側溝を活用した「蓋付

Ｕ形側溝」への試験的改良工法 
【港南区】港南土木事務所 

土木・造園 河川・下水道・道路が連携した即効性のある浸水対策 

【旭区】旭土木事務所 

【道路局】河川計画課、河川事業課 

河川管理課、維持課 

【環境創造局】下水道事業マネジメント課 

管路保全課、管路整備課 

土木・造園 
たま交換？いいえ あたま交換 

～環境、サイフ、市民にやさしい水銀道路照明の LED 化～ 
【道路局】施設課 

土木・造園 
三者合同で利用する雨水調整池の計画(横浜市・首都高(株)・川

向町南耕地地区土地区画整理組合) 
【道路局】横浜環状北西線建設課 

土木・造園 水道施設のダウンサイジングにおける管路更新の取組 【水道局】北部方面配水管理課、配水課 

建築・まちづくり 
土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行による市街

地整備手法について 
【都市整備局】市街地整備推進課 

設備・機器 焼却炉内水噴霧装置の自動化 【資源循環局】都筑工場 

 
３ 表彰内訳 

  最優秀賞 優秀賞 特別賞 奨励賞 努力賞 計 

土木・造園 /建築・まちづくり 優秀賞 

から選考 

６ ０ ６ 19 31 

設備・機器 /環境・農業 １ ０ ３ ５ ９ 

合計 － ７ ０ ９ 24 40 

 ４ 出席者（予定） 

渡辺副市長、坂和技監（建築局長）、野村環境創造局長、福山資源循環局長、 

小池都市整備局長、乾道路局長、伊東港湾局長、山隅水道局長、城交通局長 

髙木公共施設・事業調整室長及び受賞者 

お問合せ先 

財政局公共施設・事業調整課担当課長  生井 秀一    Tel 045-671-2225 

 

平 成 3 1 年 １ 月 1 6 日 
財政局公共施設・事業調整課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

「横浜市職員技術提案」は、新技術の開発・導入や創意工夫等によりコスト縮減や品質の向上等に貢
献した職員を表彰する制度です。本年度は 40 件の提案から選出された優秀賞７提案の中から最優秀
賞を決定する最優秀賞選考会を開催し、各賞の受賞者に副市長から表彰を行います。 

選考会では、職員による５分間のプレゼンテーションを行い、局長級の選考会委員の採点により、その
場で最優秀賞を決定します。 

※横浜の将来を担う職員の創意工夫にあふれた技術を紹介します。ぜひ取材にお越しください。 

 

部 門 
種 別 



職員技術提案制度の概要 

 

 

１ 審査過程 

             

 

             ・・・・・内容を審査部会員※１）が審査します。 

                   

             ・・・・・審査委員会委員※２）が審査します。 

 

             ・・・・・優秀賞の中から最優秀賞を選考します。 

                  【選考評価のための提案者による 

プレゼンテーションを行います。】 

 

・・・副市長による表彰を行います。 

 

 

２  審査体制 

種  類 構 成 員 

※１審査部会 

部会長  財政局 公共施設･事業調整室長 

副部会長 財政局 公共施設･事業調整課担当課長 

部会員  各局課長級の12名（技術職） 

※２審査委員会 
委員長  財政局公共施設・事業調整室長 

委員   各局部長級の８名（技術職） 

※３最優秀賞選考会 

委員長  技監 

委員   工事関連局長7名※４） 

財政局公共施設・事業調整室長 

※４環境創造局長、資源循環局長、都市整備局長、道路局長、港湾局長、 
水道局長及び交通局長 

 

 

３ 表彰種類 

種 別 基      準 

最優秀賞 優秀賞の中で、特に優れているもの 

優秀賞 本市が実施する事業の改善に大きな効果があるもの 

奨励賞 本市が実施する事業の改善に効果があるもの 

努力賞 奨励賞に準ずるもの 

特別賞 表彰の対象の中から、特別に委員会で認められるもの 

    

提案受理 

 

最優秀賞選考会※３） 

（プレゼンテーション） 

一次審査(書類) 

 

二次審査（プレゼンテーション） 

 

表彰 

 

資料１ 



平成30年度横浜市職員技術提案審査結果 資料２
各賞内は整理番号での並び順です

賞 整理番号 部門 提案名 提案者所属

DZ001 土木・造園
土木事務所整備班施工による、既設Ｕ形側溝を活用した「蓋付Ｕ形側溝」
への試験的改良工法

【港南区】
港南土木事務所

DZ008 土木・造園 河川・下水道・道路が連携した即効性のある浸水対策
【旭区】旭土木事務所、【道路局】河川計画
課、河川事業課、河川管理課、維持課、【環
境創造局】下水道事業マネジメント課、管路
保全課、管路整備課

DZ010 土木・造園
たま交換？いいえ あたま交換
～環境、サイフ、市民にやさしい水銀道路照明のLED化～

【道路局】
施設課

DZ018 土木・造園
三者合同で利用する雨水調整池の計画(横浜市・首都高(株)・川向町南耕
地地区土地区画整理組合)

【道路局】
横浜環状北西線建設課

DZ026 土木・造園 水道施設のダウンサイジングにおける管路更新の取組
【水道局】
北部方面配水管理課、配水課

KM005 建築・まちづくり
土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行による市街地整備
手法について

【都市整備局】
市街地整備推進課

SK008 設備・機器 焼却炉内水噴霧装置の自動化
【資源循環局】
都筑工場

賞 整理番号 部門 提案名 提案者所属

DZ002 土木・造園 官民連携による下水道取付管の予防保全型維持管理
【青葉区】
青葉土木事務所

DZ004 土木・造園 清掃と一体となったノズルカメラによるスクリーニング調査の実施
【環境創造局】
管路保全課

DZ005 土木・造園 横浜型ハイブリッド芝による横浜国際総合競技場の芝の張替えについて
【環境創造局】
会場整備課

DZ016 土木・造園 北西線事業におけるパブリックリレーションズの実践
【道路局】
横浜環状北西線建設課

DZ017 土木・造園
鋼製橋脚の製作段階における工程短縮等の取組み及び本市初のマイル
ストーン方式の導入

【道路局】
横浜環状北西線建設課

DZ022 土木・造園
南本牧ふ頭海面処分場におけるフェイルセーフを考慮した新たな流出防
止システムの構築

【港湾局】
建設第二課

SK002 設備・機器 送風機の気象データ補正制御による最適・省エネ運転について
【環境創造局】
栄水再生センター

SK005 設備・機器 都筑工場長寿命化工事における発電機発電電力のアップについて
【資源循環局】
施設計画課

SK006 設備・機器
磯子事務所温水発生機更新工事における工事費削減及び冗長化につい
て

【資源循環局】
施設課

賞 整理番号 部門 提案名 提案者所属

DZ003 土木・造園
台風で被災した雨水調整池のＲＣ擁壁における早期復旧に関する取組み
について

【青葉区】
青葉土木事務所

DZ006 土木・造園 （仮称）小柴貯油施設跡地公園における大型タンク埋戻しの検討について
【環境創造局】
公園緑地整備課

優
秀
賞

奨
励
賞

努
力
賞



（　前頁から続き　）

賞 整理番号 部門 提案名 提案者所属

DZ007 土木・造園 ホッキョクグマ展示場、獣舎の環境改善
【環境創造局】
動物園課

DZ009 土木・造園 陳情管理システムと道路土木ＧＩＳの連携
【道路局】道路調査課、道路局
管理課
【港南区】港南土木事務所

DZ011 土木・造園 橋梁の老朽化状況を産学官でシェア！
【道路局】
橋梁課

DZ012 土木・造園 歴史や文化に配慮した橋梁意匠設計～天神橋・新浦島橋架替事業～
【道路局】
橋梁課

DZ013 土木・造園
　深夜断続規制による
　　シーサイドライン国道16号横断桁架設　無事成功

【道路局】
建設課

DZ014 土木・造園
道路拡幅に伴う地山掘削時における
斜面の安全に配慮した切土工法

【道路局】建設課
【鶴見区】鶴見土木事務所

DZ015 土木・造園 橋梁アプローチ区間の盛土部地盤改良設計手法について
【道路局】
建設課

DZ019 土木・造園
大規模事業における施工ステップ図を活用した
事業工程・課題の見える化について

【道路局】
横浜環状北西線建設課

DZ020 土木・造園 横浜環状北西線事業における工事安全への取組
【道路局】
横浜環状北西線建設課

DZ021 土木・造園
北西線シールドトンネル工事における発生土の南本牧ふ頭埋立事業への
搬出等の処理計画によるコスト縮減

【道路局】
横浜環状北西線建設課

DZ023 土木・造園 ULVを用いたICT施工の実践について
【港湾局】
建設第二課

DZ024 土木・造園 新港９号岸壁の構造選定について
【港湾局】
建設第一課

DZ025 土木・造園 大黒ふ頭自動車専用船岸壁改良工事における施工の工夫
【港湾局】
建設第一課

KM001 建築・まちづくり ハーフタイムゴール❕　大型集客施設の快適便所
【環境創造局】
会場整備課

KM002 建築・まちづくり 横浜市女性活躍推進協議会建設業界分科会
【建築局】
営繕企画課

KM003 建築・まちづくり
合同安全対策連絡会議の推進による
公共工事安全対策の取組強化について

【建築局】
施設整備課、営繕企画課、新
病院整備課

KM004 建築・まちづくり
働き方改革に伴う施工監理の簡素化
～タブレット端末活用による施工管理の効率化～

【建築局】
電気設備課

SK001 設備・機器
水再生センター沈砂池設備の更新における、真空揚砂式除砂設備導入に
ついて

【環境創造局】
下水道設備課

SK003 設備・機器 日産スタジアム照明設備のLED化によるピーク電力の低減について
【環境創造局】
会場整備課

努
力
賞



（　前頁から続き　）

賞 整理番号 部門 提案名 提案者所属

SK004 設備・機器 ボイラ給水ポンプ　冷却水の水源変更と配管の更新
【資源循環局】
旭工場

SK007 設備・機器 照明器具のLED化による不具合対策と発電収入アップについて
【資源循環局】
鶴見工場

SK009 設備・機器 横浜型省エネ性能特化ESCO事業計画
【建築局】
保全推進課

努
力
賞
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