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巻 発行年月 記　　事

架空送電線工事におけるドローンによる延線工法の開発
栗原工業㈱ 平田一正

仲間にケガをさせない。自分もケガをしない。
 仲間への思いやり

㈱中央電工
 ㈱きんでん

鈴木克二
 川原伸一

新山口幹線Ｎｏ．４０～４６電線張替工事 ㈱JPハイテック・岳南建設㈱
共同企業体

中西崇

移動式クレーンの転倒防止【再掲】
㈱システック・エンジニアリング 岡田博光

元気の源
笹嶋工業㈱ 俵　政雄

「ダンパ類通過型自走式架空線点検装置」の開発
中国電力㈱ 澤和夏己

安全で丁寧な仕事を粘り強く
最後まで諦めない

㈱東北鈴木
岳南建設㈱

大沼伸也
甲斐靖弘

川内原子力線電線張替工事
三桜電気工業㈱ 清藤丈司

電磁誘導現象と接地の役割（その2）
㈱関電工 小川照夫

マラソン始めませんか
㈱シーテック 吉川正博

４導体一括取込治具の開発と改良 電源開発㈱ 亀井朋広

技術を磨き，次世代へ継承する
声掛け・コミュニケーションの実践

㈱ハシモト工業
九建架線工事㈱

豊田哲
野口隆一

66kV本吉線電線張替並びに関連撤去工事（２工区） ㈱サンテック 柿崎秀紀

電磁誘導現象と接地の役割（その1） ㈱関電工 小川照夫

松山東線19-2他建替工事における長距離・超高圧ポンプ
圧送工法の採用

四国電力㈱ 上野嘉之

お互いの声掛けで安全確認を
仲間を大切に若い世代を育てる

㈱西組
 山一電工㈱

中野克志
 山本重則

275kV　石狩火力幹線新設工事
北海電気工事㈱

 現場代理人
細川雅芳

充電部接近作業での接地の必要性
 静電誘導に対する接地の効果

㈱関電工  小川照夫 

大自然の中で 東京電力パワーグリッド㈱ 加藤智美

平成29年の新春を迎えて 関西電力㈱ 白銀隆之

明るい未来へ一歩ずつ ㈱シーテック 松山彰

275kV香取線№51～56鉄塔建替工事 服部次男 服部次男

安全帯の歴史（その３） 藤井電工㈱ 井上均

家庭菜園のすすめ 山加電業㈱ 吉岡孝治

転倒・滑落用保護具「きこり着」の開発 北陸電力㈱ 河野義弘

後輩へ求めること／相手の身になって接する
㈱アーチ電工
山加電業㈱

上野保夫
外崎喜行

丸山幹線No34～No.38改良工事 ㈱きんでん 仲世古敦史

安全帯の歴史（その２） 藤井電工㈱ 井上均

山と安全 ㈱九建 長岡美貴朗

鉄塔部材取替時における汎用仮設材の開発 北海道電力㈱ 山﨑翔太
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「会話」をもっと大切に／継続は力なり
木村電設㈱
㈱きんでん

喜田昌史
鈴木重樹

７７ｋV西濃杉野線No.4～No6間支障高上げ工事 ㈱ヒメノ 林準一

安全帯の歴史（その１） 藤井電工㈱ 井上均

サロマ湖１００ｋｍウルトラマラソン 北海電気工事㈱ 中村匡秀

小サイズ架空線点検機の開発
㈱九電ハイテック

㈱九建
田丸昌史
渡邊健次

基本動作を守って 岳南建設㈱ 生見公彦

松山東線８３他建替工事 ㈱四電工 松原幸治

索道搬器の締付け・緩め作業の省力化 ㈱千田組 高橋秀樹

平成28年度送電線建設技術研究会本部表彰者紹介

豪雨災害からの三依線復旧（工期短縮を目指した１本深礎
基礎の採用）

東京電力PG㈱
諏訪田浩明
池田泰章

仲間との「和」を大切に安全第一で ㈱弘盛電工 金田一健司

154ｋV塚原線鉄塔建替工事並びに電線張替工事
旭電設・池田電気工事経常

共同企業体
西村尚三

送電鉄塔用ボルト・ナットのイロハ（その４） アイエスケー㈱ 関本正秀

生涯学習からの雑学 大亜工業㈱ 前田良明

高性能鉄塔嵩上げ装置の開発 山加電業㈱ 田代弘樹

次世代への懸け橋に 山電㈱ 太田保人

南山形幹線新設工事（第２工区） 岳南建設㈱ 立川智啓

送電鉄塔用ボルト・ナットのイロハ（その３） アイエスケー㈱ 関本正秀

楽しきかな我が釣り人生
四国送電線建設協同組合

高知電気建設㈱
横田俊和

平成28年の新春を迎えて 東京電力㈱ 大石祐司

電力の全面自由化を迎えて ㈱四電工 武井邦夫

500kV日向幹線新設工事（１工区） ㈱九建 稲光　尊

送電鉄塔用ボルト・ナットのイロハ（その２） アイエスケー㈱ 関本正秀

楽しいチヌ釣り 関西電力㈱ 柳　　忠

がいし連結部活線点検工具の開発 関西電力㈱ 寺田正美

人として、ラインマンとして 大一電気工業㈱ 蚊帳博之

220kV山陰幹線№279～289経年鉄塔建替工事 ㈱中電工 小林利雄

送電鉄塔用ボルト・ナットのイロハ アイエスケー㈱ 関本正秀

夫婦共通の趣味と体力作り 米沢電気工事㈱ 堀　直幸

中空深礎基礎に軽量発泡ｽﾁﾛｰﾙを用いて基礎を縮小化 東京電力㈱ 大矢　孝

仲間との協力・仲間への思いやり 九建架線工事㈱ 久間正章
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北大阪高槻線他移設工事（第２期） 栗原工業㈱ 竹部佳祐

蜂刺され災害を防ごう ㈱きんでん 富田雅俊

”鉄分”を補給しませんか ㈱シーテック 佐治重義

万能型凧取器の開発 中部電力㈱ 蜷川恭太・筒井聖治

コミュニケーションが信頼を生む ㈱西組 細谷治敏彦

66ｋV豊前行橋線外一部変更工事(八屋地区） ㈱九建 大石優一郎

竜巻発生の日常化 九州大学 前田潤滋

”現場への愛”がドボジョを育てる 東京電力㈱ 福地　唯

ケーブルジャンパ工法 ㈱TLC 五十嵐和哉

仲間とチームワーク 笹嶋工業㈱ 藤根正伸

鹿島線№152～№174鉄塔建替工事並びに関連除却工事 ㈱ｼｽﾃｯｸ･ｴﾝｼﾞﾅﾘﾝｸﾞ 高根武雄

平成27年度送電線建設技術研究会本部表彰者紹介

スポーツを始めてみませんか ㈱ユアテック 平塚一男

スライドフレーム式鉄塔嵩上げ工法の開発 ㈱ユアテック 佐久間勝志

仲間との和 栗原工業㈱ 久寿米木恵治

久慈線鉄塔嵩上げ工事 ㈱TLC 北島昭一

「地すべり」とは？ 東電設計㈱ 須貝博規

ラジコンヘリ延線？？？ 北海電気工事㈱ 三田村修司

平成27年の新春を迎えて 中部電力㈱ 滝波直樹

ラインマンに感謝！ 北海電気工事㈱ 大房孝宏

美浜線改良工事並びにこれに伴う除却工事（第１工区） ㈱かんでんエンジニアリング 上山和也

電力を支える「がいし」を知ろう！ 日本ガイシ㈱ 兼田将司

再び甲子園を目指して ㈱四電工 坪井隆佳
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