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i橋梁調査会の活動の歴史

西瀬戸自動車道（瀬戸内しまなみ海道）開通式1）

来島海峡大橋2）
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ii 橋梁調査会の活動の歴史

瀬戸大橋3）

明石海峡大橋4）
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iii橋梁調査会の活動の歴史

3000m級新形式吊橋全橋模型5）

離島架橋（鷹島肥前大橋）6）
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iv 橋梁調査会の活動の歴史

新潟県中越地震被災状況調査

東日本大震災後の橋梁被災状況調査
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v橋梁調査会の活動の歴史

橋梁診断状況

橋梁診断状況
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vi 橋梁調査会の活動の歴史

橋梁調査会が主催する橋梁点検技術研修

橋梁調査会が主催する橋梁点検技術研修（実地）
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vii橋梁調査会の活動の歴史

橋梁調査会が主催する特別講演会

橋梁調査会が主催するセミナー（講師：西川専務理事）
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viii 橋梁調査会の活動の歴史

PIARC（世界道路協会）の道路橋セッション（委員長：加島常務理事）

写真提供
　1）〜4）	 本州四国連絡高速道路株式会社
　5）	 麓興一郎他：一箱／二箱併用斜張吊橋（モノデュオ形式）大型全橋模型風洞試験、土木学会
	 第60回年次学術講演会、平成17年9月
　6）	 長崎県
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2

刊行のことば

私どもの一般財団法人　橋梁調査会の前身である財団法人　海洋
架橋調査会が昭和53（1978）年に設立されてから今年で35年が経過し
ました。この間、財団法人　海洋架橋・橋梁調査会、そして公益法人
改革三法に基づく現在の名称へと、時代の変遷とともに名称並びに
事業内容の変化はありましたが、組織としては一貫した流れを継続
して参りました。

このたび、本年4月よりの現名称への変更、並びに組織、活動内容
の増強が図られたのを機会に、これまで35年間の歩みを振り返り、か
つ近年の活動の成果を取りまとめることによって、今後の発展に向け
て一つの節目をつけることに致しました。

第1章で述べるように、本調査会は、本州四国連絡橋建設事業の円
滑な進展を支援することを主目的として発足しました。

前世紀末をもって本四架橋事業が完成した後は、離島架橋、将来の新たな海峡横断架橋プロジェクト
などの調査計画事業を継続するとともに、旧（財）道路保全技術センターから移管された橋梁保全業務に
軸足を移してまいりました。

この道路橋維持に係わる現存橋梁の点検・診断並びにこれに関連する技術の充実は、今やわが国にお
ける喫緊の課題となっております。

私どもはこのような使命を重く受け止め、今後一層の精進を続けてまいる所存であります。これまで35
年の長きにわたり懇篤なご指導、ご支援を賜った国土交通省（旧建設省）、本州四国連絡高速道路（株）（旧
本州四国連絡橋公団）並びに多くの関係機関、賛助会員、関係者各位に深甚の謝意を表するとともに、今
後とも引き続きご協力の程、よろしくお願い申し上げる次第であります。

平成25年11月
一般財団法人橋梁調査会

理事長　伊 藤 　 學
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3

35 年を振り返って

尾之内本四公団総裁は「本四連絡橋の事業遂行には外部の支援が
不可欠であること、海洋架橋技術の継続的な発展が肝要であること」
を力説、柔軟な支援機関の必要性を説かれていた。これが、昭和53年
4月1日の財団法人「海洋架橋調査会」の設立となった。

本四架橋は、我が国における海洋架橋の先駆的事業である。「海洋
架橋に関する計画・設計・施工法等、経済・環境問題等、船舶航行安全
問題等、保守管理、建設機械の調査・研究」は、本四架橋の事業遂行に
欠くことはできない。調査・研究の実をあげることが、支援につなが
る。一方、調査会にとっても、技術の向上・蓄積をはかることができる。

上記の調査・研究のほか、明石海峡大橋などの大型模型による風洞
試験への協力、大型風洞施設の管理業務、工事の安全管理業務、作業
船の運航管理・保守業務など、特記されよう。

離島架橋は、重要な調査対象分野であり、発足当初から継続的に技術検討を進めてきた。神戸鳴門自
動車道は、昭和60年6月大鳴門橋、平成10年4月明石海峡大橋の供用により全通、瀬戸中央自動車道（瀬戸
大橋）は昭和63年4月海峡部6橋の完成をみて全通、西瀬戸自動車道は昭和54年5月の大三島橋の供用に始
まり、順次、因島大橋、伯方・大島大橋、平成に入って生口橋の供用、平成11年5月新尾道大橋、多々羅大
橋、来島海峡大橋（第一、第二、第三）の供用をみて全通した。

本四架橋の事業の進展に伴い、調査・研究の対象は、東京湾口、伊勢湾口、紀淡海峡、関門海峡、豊予海
峡の5海峡横断道路と、長崎、熊本、鹿児島の各県をつなぐ島原天草長島連絡道路（早崎瀬戸、長島海峡）
の6つの架橋プロジェクトとなった。

平成5年からは、順次、技術調査委員会を設け、また特定の課題については耐風委員会、耐震委員会、
ケーブル安全率検討委員会を設け、調査・研究を進めた。

私が理事長を務めさせていただいていた時期であった平成16年1月某日、道路保全技術センターの多
田理事長から、同センターの橋梁部門との統合が提案された。昭和57年6月「荒廃するアメリカ」の実情と
連邦道路庁の政策を調査、橋梁については、点検とそれにもとづく架替修繕計画を策定・実施していたこ
とを思い、点検（診断）の緊要性にかんがみ、この提案を受けることとした。

平成16年4月1日、海洋架橋・橋梁調査会に改組、体制を整え、新たな橋梁点検にかかわる業務を始めた。
また、橋梁の点検にかかわる研修会の開催が重要な業務となった。

これより先、昭和14年3月からは、公益法人制度の抜本的改革に向けた取り組みが始まった。平成20年2
月には国土交通省に「道路関係業務の執行のあり方改革本部」が設けられ、精力的に検討が重ねられ、4月
17日、最終報告書が取りまとめられた。これにより海峡横断プロジェクトの調査はとりやめになった。さ
らに、若干の経緯を経て、一般財団法人橋梁調査会に移行した。

35年間にわたる時代の要請にこたえた活動の積み重ねが、橋梁にとって望ましい調査会に成長した。
一層の発展を期待している。

平成25年11月
一般財団法人橋梁調査会

顧 問　山 根 　 孟
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6 第1章　橋梁調査会35年の歩み

1．海洋架橋調査会設立の背景
財団法人海洋架橋調査会（以下「調査会」という。なお、次章以降では海洋架橋・橋梁調査会及び橋梁調

査会についても「調査会」と略記するが、文脈のなかで区別が必要と思われる箇所では、それを明記する。）
は、昭和53年4月1日に設立された。

本州四国連絡橋（以下「本四架橋」という）3ルートのうち、最初に開通した児島・坂出ルート（瀬戸大橋）
の起工式が挙行されたのが同年10月10日のことであり、既に相次いで着工されていた大三島橋（50年）、
大鳴門橋（51年）及び因島大橋（52年）の3橋もそれぞれ工事が本格化しようとしていた時期である。

これより前、昭和45年7月1日に本州四国間に連絡橋を建設し管理することを目的として、本州四国連
絡橋公団（以下「本四公団」という）が設立されている。本四公団の設立は、前年に策定された新全国総合
開発計画において、本四架橋神戸－鳴門、児島－坂出及び尾道－今治の3ルートの着工が正式に決定され
たのを受け、本州四国連絡橋公団法の制定を待って実現したものである。

本四公団設立後、計画・調査及び手続き等を経て、昭和48年秋には神戸－鳴門ルート（道路・鉄道併用）、
児島－坂出ルート（道路・鉄道併用）及び尾道－今治ルート（道路単独）の工事実施計画が立案され、建設
及び運輸大臣に提出、許可を得て、3ルート着工の準備が整っていた。しかしながら、その直後に発生し
た石油危機を受けて政府は、11月に石油緊急対策要綱を決定し、いわゆる総需要抑制策をとることを決
めた。

当時、本四架橋3ルートともに漁業補償の締結や海事関係者との協議も進み、一部では工事の入札が行
われていた。しかし、このような政府方針のもと、11月20日に総需要抑制策の一環として、本四架橋3ルー
トの着工は延期されることになった。

こうして一旦は着工が延期された本四架橋3ルートであったが、昭和50年8月15日には経済企画庁長官、
国土庁長官及び建設大臣による3者会談において、本四架橋の当面の方針が示された。これによれば、当
面1ルート（鉄道併用）を完成させること、そのルートは第3次全国総合開発計画（昭和51-60年度）で決定す
ること、他の2ルートは、地域開発効果や工事の難易度を考慮し、当面着工する橋を決定する、というも
のであり、事実上1ルート3橋の凍結解除が決定した。

またさらに8月18日に、運輸大臣も加えた会談で、大三島橋と大鳴門橋の2橋は地域開発を目的として
50年度内に着工すること、因島大橋は関連フェリーの従業員の再雇用問題の解決を待って着工準備を指
示することが決められた。

このような経緯により、大三島橋は昭和50年12月に、大鳴門橋は51年7月に、因島大橋は52年1月にそれ
ぞれ起工式が挙行され、工事に向けて動き出した。

しかしながら、全通する1ルートを明記する予定であった第3次全国総合開発計画は、予定の昭和50年
度策定には至らず、ようやく52年11月の閣議決定を経て、児島－坂出ルートが正式に決定された。同ルー
トは、53年10月に起工式を行い、本四架橋1ルート3橋の事業が全面展開されることになった。

以上のような着工までの経緯を見ても、本四架橋事業は多面的な調整、検討などを必要とする事業で

（財）海洋架橋調査会1）
昭和53年度～平成15年度第1節
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7第1章　橋梁調査会35年の歩み

あった。第一に、多額の資金を短期間に集中的に投入する大規模プロジェクトであり、わが国では初めて
の経験であったと言える。第二に、渡海する長大吊橋が道路・鉄道の併用橋を含むことが挙げられる。公
団の設立時における長大吊橋の実績は、中央径間712m、道路単独の関門橋が建設中という状況であり、
技術的に難度の高い鉄道の走行を伴う道路・鉄道併用橋の経験は全くなかった。

一方、わが国は世界有数の地震・台風常襲国であり、かつ架橋地点における水深、潮流、地形、地質等
の自然条件は極めて厳しく、耐風・耐震設計、また、吊橋の材料構造検討、基礎の設計・施工等技術的に研
究・開発すべき課題は山積していた。海象・気象条件に著しく影響される海峡部での工事実施は、問題を
一層困難にしていた。

これに加えて、架橋地点の海峡は航行船舶の輻輳する瀬戸内海の動脈であり、工事中及び完成後の船
舶の航行安全が大きな課題となっていた。また、良好な漁場を形成しているため、工事の漁場に対する影
響が極めて大きいことも予想されていた。こういう架橋地点は、風光明媚で多くが自然公園法に基づく国
立公園、文化財保護法にいう名勝、あるいは動植物の保護地域に指定されているなど、自然環境保全上
にも大きな課題を抱えていた。さらに、騒音・振動・排気ガス・水質対策等、ルート周辺の生活環境の保全
についてもいうまでもない。

また瀬戸内海は、有史以来船舶航行の極めて頻繁な地域であり、それゆえに古くから文化・社会・経済
を発展させてきた。そのため、架橋の完成に伴う旅客船への影響は高度の政治的課題となり、立法措置が
とられるなど、旅客船対策には国を挙げての解決が求められていた。

本四架橋事業は、このように専門性及び特殊性の著しく高い要素を多く含む、高度に技術的、社会経
済的、文化的、政治的な複合を伴う大規模プロジェクトであった。本四架橋事業の事業主体を決めるに当
たって、既存の日本道路公団や鉄道建設公団ではなく、新規に独立した公団として本四公団が設立され
たのは、本四架橋事業の特殊性からみて当然の帰結であった。

そして、このように複雑な本四公団の事業を側面から支援し、事業の円滑な進展を図るために新たな
調査研究機関の設立が必要とされた。
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8 第1章　橋梁調査会35年の歩み

2．海洋架橋調査会の設立
本四公団が広範で複雑な事業を実施するに当たり、外部からの支援が不可欠であること、また、完成後

においても長大吊橋の維持管理を適切に行い、技術を継続的に発展させる必要があることを指摘し、柔
軟な支援機関の必要性を説いたのは、昭和51年7月に本四公団総裁に就任した尾之内 由紀夫であった。
この方針を受け、常任参与 松崎 彬麿により調査会設立の準備が進められ、昭和53年2月27日、調査会設
立発起人会が開かれた。

調査会設立発起人会では、設立発起人として次の8名の団体等代表が出席した。そして全員が設立者に
なり、設立代表者に村上永一を選任した。代表者は、53年3月7日建設大臣に対し、財団法人の設立許可申
請書を提出した。

阿部　譲　　　〈新日本製鐵（株）副社長〉

大石　重成　　〈（社）日本鉄道建設業協会会長〉

奥村　敏恵　　〈東京大学名誉教授、埼玉大学教授〉

佐藤　欣治　　〈（社）日本土木工業協会会長〉

師岡　健四郎　〈（財）道路施設協会理事長〉

時岡　収次　　〈（社）日本海洋開発建設協会会長〉

宮地　武夫　　〈（社）日本橋梁建設協会会長〉

村上　永一　　〈都市交通コンサルタント（株）社長〉

建設大臣に提出された調査会設立趣意書は次のようであった。
「わが国は、海峡や湾によって多くの地域が隔てられ地域間の交流が妨げられているため、一部地域に

ついては社会経済活動に強い制約が加えられております。
現在、本州四国間には本四架橋事業が本格的に進められようとしており、海洋架橋に対する国民的期

待が高まってきていますが、今後高密度化する社会の発展に対応していくためには海洋架橋を積極的に
推進し、海峡等による発展阻害要因を克服していく必要があります。

しかしながら、海洋架橋事業はわが国において歴史の新しい分野であり、厳しい自然条件のもとにお
ける長大橋の建設に関する技術上の諸問題、あるいは経済、環境等に関する諸問題が少なからず横たわっ
ており、その解決が急がれています。

本調査会は、本四架橋その他内外の海洋架橋に関する諸問題について調査研究を行うとともに、内外
の資料を収集整理し、研修会、講習会の開催及び出版物の刊行を通じてその成果の普及を図り、また広く
一般に海洋架橋の重要性を啓蒙するための広報活動を行い、海洋架橋事業の円滑な進展を図ることに
よって、国土に均衡ある発展と国民経済の発達に寄与せんとするものであります。」

以上の経過をもって、昭和53年4月1日、民法第34条の規定に基づき建設大臣の認可を受け、調査会が
発足した。初代会長には前本四公団総裁であった富樫凱一が、理事長には前同公団理事であった村上永
一が、常務理事には古閑新也がそれぞれ就任し、東京都港区虎ノ門4丁目3番20号　第22森ビルで業務を
開始した。

4月3日には法務局に対し法人設立登記申請を行った。また、4月4日には、建設大臣より所得税法施行令
及び法人税法施行令に基づき、海洋架橋に関する調査研究等を行う試験研究法人の証明を受けた。

調査会の目的及び事業は、寄付行為に次のように記されている。
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9第1章　橋梁調査会35年の歩み

第3条（目的）
この法人は、海洋架橋に関する技術、経済、環境その他の問題についての調査研究、知識の普及等を行

い、海洋架橋事業の円滑な進展を図ることによって、国土の均衡ある発展と国民経済の発達に寄与する
ことを日的とする。

第4条（事業）
この法人は、この目的を達成するために、次の事業を行う。

一　海洋架橋に関する計画、設計、施工法等の調査及び研究
二　海洋架橋に関する経済、環境問題等の調査研究
三　海洋架橋の保守管理に関する調査及び研究
四　海洋架橋に関する建設機械の調査研究
五　海洋架橋に関する研修会、講習会等の実施
六　海洋架橋に関する情報、資料の収集及び管理
七　海洋架橋に関する海外事情の調査及び国際協力
八　前号に関する事業の受託
九　その他この法人の目的を達成するために必要な事業

設立時の役員は以下の通りである。
会　　長　　富樫　凱一　　〈三菱地所顧問〉

理 事 長　　村上　永一　　〈都市交通コンサルタント（株）社長〉

理　　事　　伊藤　學　　　〈東京大学教授〉

　　　　　　江田　正光　　〈（財）道路施設協会副理事長〉

　　　　　　大橋　富士夫　〈新日本製鐵（株）常務取締役〉

　　　　　　岡田　政三　　〈（社）日本鉄道建設業協会副会長〉

　　　　　　　　　　　　　〈（社）日本海洋開発建設協会副会長〉

　　　　　　甲斐　敬二　　〈（社）海洋鉄構協会会長〉

　　　　　　久保　慶三郎　〈東京大学教授（生産技術研究所）〉

　　　　　　黒沢　肇　　　〈（社）セメン卜協会専務理事〉

　　　　　　島村　忠雄　　〈西日本建設業保証（株）社長〉

　　　　　　武田　文夫　　〈（財）高速道路調査会常務理事〉

　　　　　　前田　忠次　　〈（社）日本土木工業協会副会長〉

　　　　　　宮地　武夫　　〈（社）日本橋梁建設協会会長〉

　　　　　　松崎　彬麿　　〈本州四国連絡橋公団常任参与〉

　　　　　　山本　成美　　〈本州四国連絡橋公団理事〉

常任理事　　古閑　新也　　〈元本州四国連絡橋公団設計第二部次長〉

監　　事　　山崎　鋓秋　　〈（社）プレストレスト・コンクリート建設業協会会長〉
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10 第1章　橋梁調査会35年の歩み

3．海洋架橋調査会の活動の軌跡
前項までに見たように、調査会は本四架橋事業を支援し、事業の円滑な進展に大きな貢献を果たした。

本四架橋事業は表1-1に示す経緯をもって計画3ルートの開通を果たした。この間、調査会設立からの約20
年の活動内容は、既に20年史で詳述しているので、そちらを参照いただきたい（巻末に20年史CDを添付）。

表1-1に示すとおり、平成10年4月5日の明石海峡大橋の開通、平成11年5月1日の来島海峡大橋、多々羅
大橋及び新尾道大橋の開通により本州四国連絡橋の長大橋梁が総て完成した。

調査会の業務としては、平成7年度まで増加傾向であった本四公団からの受託が、平成9年度に一旦増
加が見られたものの、11年度以降は大幅に減少し、平成15年度は平成7年度に比べて50％弱まで低下した。
これは建設に伴う、橋梁調査設計、施工法等検討、材料等の調査研究、工事安全管理業務、技術基準要領
検討、環境関連検討、資料整理補助業務、船舶等の管理業務などの業務が工事の進捗とともに順次減少
し、橋梁の完成により需要を失したことを示すものである。

一方、橋の完成に伴い、長大橋の保全技術、利用促進対策検討、その他、橋の管理等に関する受託業務
が増加し、長大橋を今後長く良好な状態で維持する保全技術の開発、研究は、調査会における調査研究
業務の重要な項目となった。長大橋のケーブル等送気システム、斜張橋ケーブル等の健全性確認調査等
の保全技術に関する検討を実施した。

この頃、社会インフラ整備で先行するアメリカにおけるインフラの老朽化の実態に学び、かねてから指
摘のあった昭和30年代の高度経済成長時代以降架けられた数多くの橋梁の高齢化、老朽化に備えた、補
修・補強の効率化・コスト縮減、長寿命化、更新需要の集中回避など、社会資本の荒廃を未然に防ぐことが
大きな課題として捉えられるようになっていた。

当時、直轄国道の道路インフラに関する保全業務は「道路保全技術センター（以下「保全センター」とい
う）」が担っており、舗装、橋梁、トンネルなどに部門化した組織の中で、橋梁担当部門が一般橋梁の保全、
特に点検診断に関する調査研究、人材育成、関連データベースの構築などを実施していた。しかしなが
ら、増大する保全業務に加えて高い専門性が求められるなか、組織内での独立性が高まる傾向にあった
橋梁担当部門は、効率性の観点から当該分野に特化した独立組織とすることが検討されていた。

これに合わせて、これまで本四架橋を基礎として長大橋を中心とした建設技術や維持管理技術を培っ
てきた調査会と保全センターの両組織を統合させて目的を同じくする専門技術者集団として、両組織の
優れた知見を融合させ、各種研究開発を効率的かつ総合的に進めることとなった。

こうして、平成16年4月1日をもって、名称を財団法人海洋架橋・橋梁調査会、主たる事務所を、東京都
文京区後楽2丁目2番23号に変更することとなった。

参考文献）
1）  海に架ける　海峡横断プロジェクトを支えた20年―そして明日へ―、 財団法人海洋架橋調査会、

1998.10

04_橋をかける_1章.indd   10 2014/01/28   15:30



11第1章　橋梁調査会35年の歩み

表1-1　本州四国連絡橋建設経緯
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12 第1章　橋梁調査会35年の歩み

平成16年4月、海洋架橋調査会は保全センターの橋梁部門の業務を継承する形で改組され（図1-1参照）、
財団法人海洋架橋・橋梁調査会（以下「調査会」という）として従来の業務に加える形で新たに全国の橋梁
の保全に関する業務、設計・施工の調査・研究等の業務を所掌とする新たな歩みを始めた。この際に、英
語名を「Japan Bridge Engineering Center」（略称JBEC）とし英語名とその略称を商標登録し、ロゴ（図
1-2）も定めた。当時、橋梁の維持管理にとって大きな出来事である「橋梁定期点検要領（案）」（平成16年3
月）（以下「要領」という）が国土交通省国道・防災課より発刊され、これに基づく5年周期で行われる定期点
検が開始された。調査会はその橋梁検査（診断）業務を当初より実施する機会を得ることができた。

改組にあわせ、体制も刷新し、本部（東京）、神戸本部（神戸）と東北から九州まで地方整備局単位に全
国に8支部の体制となった（図1-3）。そのうち神戸本部は、引き続き主に本四事業の対応をとることとした。

（財）海洋架橋・橋梁調査会
平成16年度～平成24年度第2節

図1-1　統合模式図 図1-2　ロゴ

図1-3　平成16年度の組織
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13第1章　橋梁調査会35年の歩み

新しい定款に定めた事業内容は以下のとおりである。

改組後の事業比率は、約70％が橋梁の診断と補修補強など橋梁の保全関連の業務であり、長大橋を主
とした建設関連が約20％、本四架橋関連が約10％で旧来の調査会としての業務は約30％程度に留まった。
この業務比率は平成19年度までほぼ同比率で推移していた。　

ところが、平成20年4月18日に国土交通省から出された「道路関係業務の執行のあり方改革本部最終報
告書」において、調査会は平成21年度までに保全センターと統合し、海峡横断道路プロジェクト調査は実
施しない等の方針が打ち出された。それと同時に本四公団の業務を引き継いだ本州四国連絡高速道路株
式会社（以下「本四高速」という）からの業務受託は平成20年度からはなくなることになった。その結果、平
成20年度の建設関連の業務比率は、発注者支援や離島架橋検討などの約10％まで低下した。

この一連の流れに対応した組織の見直しも必要となり、本四高速からの受託業務を担っていた神戸本
部を廃止した。さらに平成20年度以降は、統合の方針に合わせて業務規模を順次縮小していき、組織も
技術部、研究部を廃止した。しかし、平成21年度までに統合するとされていた保全センターの廃止が決ま
り、平成22年度も事業を存続することになった。ただし、組織の存続は決まったものの、統合に備えて体
制を縮小していたため、平成22年度の業務量は最少に抑えることとなった。

以上のように紆余曲折を見たものの、平成23年度以降からの業務規模は回復傾向にある。平成24年度
には北海道駐在所を新設し、（一財）北海道道路技術センターとのJV体制をとって、北海道での橋梁診断
業務を実施している。

一方、業務全体では回復傾向にあるものの、建設関連業務はその後も復調の兆しは弱く、平成24年度
には業務比率で5％を割る状況である。

（ 1 ）海洋架橋に関する計画、設計、施工法等の調査、研究及び開発
（ 2 ）海洋架橋に関する経済、環境等の調査、研究及び開発
（ 3 ）海洋架橋その他の橋梁の性能の評価、審査、検査に関する調査、研究及び開発
（ 4 ）海洋架橋その他の橋梁の保全に関する調査、研究及び開発
（ 5 ）海洋架橋その他の橋梁に関する建設機械の調査、研究及び開発
（ 6 ）海洋架橋その他の橋梁に関する研修会、講習会等の実施、技術の指導その他の人材育成
（ 7 ）海洋架橋その他の橋梁に関する情報、資料の収集、管理及び提供
（ 8 ）海洋架橋その他の橋梁に関する海外事情の調査及び国際協力
（ 9 ）前各号に関する事業の受託
（10）海洋架橋その他の橋梁に関する保全業務の受託
（11）海洋架橋その他の橋梁に関する建設機械の保守管理業務の受託
（12）その他本調査会の目的を達成するために必要な事業
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14 第1章　橋梁調査会35年の歩み

平成24年度に、新たに一般財団法人橋梁調査会（以下「調査会」という）として移行申請を行った。
申請は認可され平成25年4月1日から新しい法人として活動を開始している。英語名は引き続き、「Japan 

Bridge Engineering Center」（略称JBEC）を適用し、ロゴも引き継いでいる。
長年親しまれた海洋架橋という文字はなくなることになったが、橋梁という言葉に包含していること

でわかるように、業務内容と体制は継承している。
以下に定款に定めた業務内容を示す。

また、平成25年4月1日の体制や技術者は図1-4のとおりである。

第3節 （一財）橋梁調査会
平成25年度～

（ 1 ）橋梁に関する計画、設計、施工法等の調査、研究及び開発
（ 2 ）橋梁に関する経済、環境等の調査、研究及び開発
（ 3 ）橋梁の性能の評価、審査、検査に関する調査、研究及び開発
（ 4 ）橋梁の保全に関する調査、研究及び開発
（ 5 ）橋梁に関する研修会、講習会等の実施、技術の指導その他の人材育成
（ 6 ）橋梁に関する情報、資料の収集、管理及び提供
（ 7 ）橋梁に関する海外事情の調査及び国際協力
（ 8 ）前各号に関する事業の委託
（ 9 ）橋梁技術に関する研究開発等への助成
（10）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

図1-4　体制図と技術者
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15第1章　橋梁調査会35年の歩み

現在の主たる業務は、直轄国道の橋梁検査（診断）業務である。高度経済成長期に建設された多くの橋
梁の劣化が進行しつつあり、適切な検査（診断）が必要とされており、それらに基づく橋梁の長寿命化を
図っていかなければならない。もう1つの主な業務は橋梁点検技術研修をはじめとする橋梁技術者の人材
育成である。おりしも平成24年12月に発生した笹子トンネル事故を契機とした全国道路構造物一斉点検
が行われており、それらを担う点検技術者の育成にも力を入れている。これらの業務の詳細は第3章に記
述する。

また、今回の改組を契機に、従来の業務やサービスに加え、賛助会員の皆様へのサービス改善を図るこ
とを企画している。その一つは賛助会員限定の特別講演会／セミナーで、平成25年4月に第1回の講演会
と交流会を開催し、藤井聡京大教授（内閣官房参与）による「国土強靱化について」および専務理事の西川
和廣による「インフラ価値とメンテナンス」の講演を行った。これを皮切りに会員限定特別相談室の設置、
研修会会費・出版物の割引などのサービス拡充を図る計画である。

今後も、橋梁の検査・診断業務、橋梁の維持・補修に関する検討業務や離島架橋に代表される長大橋・特
殊橋梁の設計・施工法に関する検討業務、橋梁関連発注者支援業務等を着実に実施していくとともに、道
路橋のデータベース関連業務や自治体の橋梁関連の支援業務などにも積極的に参画していく予定であ
る。

このように橋梁事業の円滑な発展を図ることによって、国民経済の発展と国民生活の向上の寄与に貢
献していく所存である。
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18 第2章　海洋架橋調査会での活動と成果

海洋架橋調査会の活動は、その設立背景から本四公団の支援を主体とし、受託業務として具体的な支
援を遂行した。また、これに加えて海洋架橋調査会の設立趣旨にあるように、国土の均衡ある発展のため
の新たな海洋架橋事業に関する諸検討を実施した。
本四公団からの受託業務は、使用材料から設計要領、施工法までの建設事業全般にわたる技術検討や、
建設後の維持管理、利用促進対策などの調査研究業務、本四公団において実施された調査・設計・施工等
の成果品等の資料整理業務のほか、工事における安全管理や作業船の運航管理など、業務は多岐にわ
たっていた。
一方、新たな海洋架橋事業については、本土より隔絶された離島振興の一環としての離島架橋や、国

の道路整備計画に基づく大規模海峡横断架橋など、具体的な架橋プロジェクトに関する調査研究、検討
業務等を実施した。また、その活動は国内に留まらず海外プロジェクトへの調査団派遣、技術支援や国際
会議の開催協力を実施してきた。
委託業務件数は、発足初期の8年間ほどは20〜30件前後で推移したが、10年を超えてから急増し、その
後10年は100件を超えた。そして平成7年度の143件をピークに漸減し、平成14、15年度は40件ほどの業務
に留まる結果となった。委託業務の内訳としては、発足当初から平成6年度までは、本四公団の委託業務
が80〜90％以上を占めていたが、平成7年以降は本四公団以外の業務の比重が増し、平成14、15年度の本
四公団委託業務の割合は40％を切るまで縮小した。
海洋架橋調査会発足からの年度毎の受託業務件数の推移を図2-1に示す。

概　要第1節

図2-1　年度別受託業務件数
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19第2章　海洋架橋調査会での活動と成果

1．受託業務の種類
海洋架橋調査会の受託は、業務内容によって以下のように整理している。

2．受託業務の経緯
本四公団からの受託業務の件数は、平成15年度までの26年間で1,548件となった。
年間の受託件数の状況は、海洋架橋調査会発足から昭和62年度までの10年目を境に50件を超え、さら

に14年目の平成3年度に最大の126件となり、その後7年間は100件を超える業務を実施した。
受託項目別では表2-1のように、初期には委員会が多く、昭和63年頃からは来島海峡、明石海峡等の大
規模プロジェクトの着工に向けての検討業務を主とし、それに合わせて技術資料整理および資料整理補
助業務も増加した。またその後9年間ほどの工事進行期間中は、記録映画、工事安全、広報管理、船舶運
航などの業務も安定して推移した。その後、本四架橋の主工事がほぼ終了を迎える平成10年度以降は、
技術管理業務を除く業務の受託件数は激減し、平成15年度には総数で20件の受託に留まった。

本州四国連絡橋公団事業の受託業務1）第2節

調査研究業務
	 委員会	 （調査、設計、研究、施工法、技術検討等委員会）

	 検討業務	 （調査、設計、研究、施工法等技術検討）

	 技術資料整理	（技術資料、台帳、フィルム等の整理及び管理）
資料整理業務	 資料整理補助	（工事資料等の整理補助（職員の派遣））
	 記録映画	 （記録映画、ビデオの撮影・製作及び指導）

	 工事安全	 （工事現場の巡視及び安全に関する指導）

保守管理業務
	 広報管理	 （案内施設の管理・運営、映像等による技術広報）

	 船舶運航	 （公団船舶の運航・保守管理）
	 技術管理業務	（長大橋の維持及び改良工事の監督補助）

表2-1　本四公団からの受託業務内訳
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20 第2章　海洋架橋調査会での活動と成果

3．業務概要
本四架橋事業は技術的にも、社会経済的にも、環境保全上も極めて広範囲にわたる複合大規模プロ

ジェクトであるため、受託した調査研究の対象は多彩で、件数もきわめて多い。したがって、設立以来の
調査結果を内容的に総括することは困難を極めるが、概観すれば次のとおりである。
それぞれの主な成果は、既に20年史で記述しているので、それを参照頂きたい。これらの成果は広範囲

にわたり、ここで取り纏められた個別の課題については、今後の同様な海峡部での大規模プロジェクト
においても、有用な資料である。

（1）調査研究業務
調査研究業務は、その内容でおおよそ次の10項目について整理できる。すなわち、（1）海難防止、（2）施

工法等検討、（3）橋梁調査設計、（4）環境関連、（5）材料等の調査研究、（6）維持管理関係、（7）基準等、（8）
交通安全対策、（9）利用促進対策、（10）その他、である。
これらの調査研究業務は、個別の検討によるほか委員会形式で行われたものも多い。
また、平成元年度からは各種技術検討委員会に加えて、耐震・耐風・鋼上部・コンクリート構造等を統括

した海洋架橋技術委員会を本四公団より受託することになった。さらに、自主研究として昭和59年度か
ら海洋架橋調査会に、海洋架橋調査委員会を設置し、直接、間接的に本州四国連絡橋の実現に貢献した。

（2）資料整理業務
本四公団において実施された調査・設計・施工等の成果品、マイクロフィルム並びに図書の整理・管理等
技術資料整理業務を受託してきた。
これらには、各ルートの建設誌・写真集、長大架橋・陸上部等工事誌・写真集、利用促進のためのPR資料
等の作成、HOLMES管理業務等を行った。これらの成果の中には出版物もある。
このほかに、工事事務所等における資料整理の補助業務を受託し、公団事業の効率的実施に協力した。

（3）保守管理業務
明石海峡大橋、来島海峡大橋等の工事安全管理業務、各ルートの利用促進検討・明石海峡大橋展示館
等の広報管理業務、吊橋ケーブル補修工事等の技術管理業務を受託してきた。
船舶等の管理業務は、建設工事に伴う作業船などの保守管理で、作業船は平成11年の春に西瀬戸自動

車道の概成をもって全面的に廃止された。

参考文献）
1）		海に架ける　海峡横断プロジェクトを支えた20年─そして明日へ─、 財団法人海洋架橋調査会、
1998.10
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21第2章　海洋架橋調査会での活動と成果

海洋架橋調査会では、本四架橋等、長大橋に関する技術の蓄積を基に、全国の離島架橋事業について、
自主研究または各道路管理者からの受託業務として技術検討を行った。海洋架橋調査会が過去に受託に
より実施した離島架橋関連業務を表2-2に示す。

離島架橋事業第3節

表2-2　離島架橋関連業務実績
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22 第2章　海洋架橋調査会での活動と成果

これらの離島架橋に関する技術支援業務の中で、特に多くの事例を有するのが表2-3に示す長崎県にお
ける事例である。本事例の中で検討実施時期が海洋架橋調査会20年史で扱った以降の橋について具体的
な検討課題を以下に紹介する。

○女神大橋（平成17年12月供用）
女神大橋は、長崎港の入口に建設された橋長880m、中央径

間長480mの斜張橋である。斜張橋は、上部工の架設時は非常
に不安定な状態となることから、女神大橋においても風に対
する対策が重要な課題であった。このため、設計にあたって
は「風洞試験」を行ってその影響を確認するとともに、主塔、
桁、及びケーブルの振動に対して、制振装置等による対策を
行った。

○第二西海橋（平成18年3月供用）
第二西海橋は、昭和30年に完成した西海橋の西側に建設された橋長300m、アーチ支間長230mの鋼中
路ブレースドリブアーチ橋で、日本で初めて合成鋼管構造を採用している。
これは、隣接するアーチ橋の西海橋との景観上の調和、及び経済性を考慮した結果である。このため、
合成鋼管構造として充填す
るコンクリートの強度とその
施工性が課題となり、工場内
での試験の実施、及び鋼管細
部構造についての検討を
行った。また、複雑な構造と
なったトラス格点部の終局
強度及び疲労強度、全体座
屈検討、耐震性・耐風性の検
討等、様々な技術的課題につ
いて検討を行った。

表2-3　長崎県の離島架橋橋梁一覧

写真2-1　女神大橋（長崎県提供）

写真2-2　第二西海橋（長崎県提供）
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23第2章　海洋架橋調査会での活動と成果

○鷹島肥前大橋（平成21年4月18日供用）
鷹島肥前大橋は、主塔（RC構造）、主桁（鋼構造）の複合斜張橋であり、支間割は75m+145m+400m+	

145m+75mで、主塔高さは100mである。
本主塔は海上部に構築されるため、塩害に対する検討に従い、かぶり等による塩害対策を採用してい

る。また、主桁をスレンダーな形式とするために耐風対策を検討した。
本橋では、建設コストの縮減を考慮し合理的な設計活荷重として、低減活荷重を採用した。また主塔
基礎については海底面からの支持層が4m〜6m程度と浅いこと、水深が30m程度であり仮締め切りの適
用が難しいことから鋼製ケーソンによる直接基礎とした。

写真2-3　鷹島肥前大橋（長崎県提供）
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24 第2章　海洋架橋調査会での活動と成果

海洋架橋調査会においては、長大橋の設計・施工法等に関する調査を行ってきた。具体的には、海峡横
断道路プロジェクトに関わるものや、離島架橋事業に関するもので、国や地方自治体からの受託業務で
ある。ここでは、それらの調査検討の具体的な内容について概要を示す。なお海峡横断道路プロジェクト
については、平成19年度終了時までの業務を本節でまとめて記述する。

1．海峡横断道路プロジェクトについて
海峡横断道路プロジェクト（以下「海プロ」という）とは、東京湾口、伊勢湾口、紀淡海峡、関門海峡、豊
予海峡の5海峡横断道路プロジェクトと、長崎、熊本、鹿児島の各県を繋ぐ島原天草長島連絡道路（早崎
瀬戸、長島海峡）の6つの架橋プロジェクト（図2-2）のことで、平成6年にそれまでの構想段階から地域高規
格道路（全国的な高規格幹線道路網と一体となって高速道路体系の役割を果たし、地域構造を強化する
規格の高い道路）の「候補路線」に格上げされ、高速道路網を補完するネットワークと位置付けられた。ま
た平成10年に、国土づくりの指針となる「第5次全国総合開発計画」に盛り込まれた。しかしながら、その
後の社会情勢の変化に伴って、平成20年に調査の棚上げが決定され、現在は全ての調査検討は実施され
ていない。

長大橋の設計・施工法に関する調査第4節

図2-2　海峡横断道路プロジェクト位置図1）
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25第2章　海洋架橋調査会での活動と成果

海プロの調査検討は国土交通省が主体となって行われ、橋梁技術に関する調査検討業務を本四公団と
海洋架橋調査会が受託した。
また、それぞれのプロジェクト毎に想定されている長大橋等の大規模構造物に関する調査検討を効率
的に進めるため、学識者で構成された調査委員会や検討会が設置された。
これは、中期的な目標として挙げられる技術的課題の中で特に優先度の高い課題を取り上げ、これら
の課題を早期に解決するための新技術の開発や新たな設計法の検討を実施するべく設けられたもので、
海プロとしての共通課題の検討で提案された基本的考え方に基づき、架橋地点の地域特性、地盤条件等
を踏まえた合理的で経済的な当該長大橋の設計指針を策定し、橋梁計画の取りまとめを行った。
各海プロにおける委員会の名称、活動期間を以下に示す。（いずれも年度表示。Hは平成、以後同じ。）

*	東京湾口道路技術調査委員会（H5〜H7）・技術検討委員会（H9〜H13）
*	伊勢湾口道路技術調査委員会（H7〜H19）
*	紀淡連絡道路調査委員会（H6〜H7）・技術委員会（H8〜H14）
*	関門海峡道路技術検討会（H8〜H16）
*	豊予海峡道路技術調査委員会（H10〜H16）
*	島原天草長島連絡道路技術検討会（H8）・長島耐風勉強会（H18〜H19）

一方、特定の課題に対して、新しい知見を踏まえつつ、更なる堀下げ検討を目指して、別途、下記3委員
会が設けられ、基本的な考え方を取りまとめて各海プロ個別委員会に提案することでより具体的な検討
支援が図られた。

*	海峡横断道路耐風委員会（H12〜H19）
*	海峡横断道路耐震委員会（H12〜H19）
*	海峡横断道路ケーブル安全率検討委員会（H13〜H14）

これらの委員会の運営を含めて、本四高速と海洋架橋調査会が連携をして、国土交通省の指導の下、
設計施工調査・経済調査を行った。
業務の分担としては、理論領域を主として本四高速で、試設計や経済調査、並びに委員会運営等の実
務領域を海洋架橋調査会が担当した。
各海プロとも、調査検討を専任する幹線道路調査事務所が各地方整備局に設立されており、国土交通
省、本四公団（平成17年10月以降は本四高速）、海洋架橋調査会（平成16年4月以降は海洋架橋・橋梁調査
会）の3者による調査検討が、概ね平成7年度から平成19年度まで継続して実施された。
具体的な調査検討の進め方としては、国が策定した道路整備五箇年計画に合わせて海プロの調査検討

における目標の設定と成果のとりまとめを行い、それに従って作業を進めるという形で行われた。各五箇
年計画における目標と成果を表2-4に示す。
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26 第2章　海洋架橋調査会での活動と成果

2．海プロの成果
これまで調査検討を行った主な項目を以下に概説するが、そのほとんどが、それまでの国内における
実績を超えるような、大水深の海底に基礎を構築し、2,000mを超える超長大橋梁を構築するための技術
開発であり、既存の技術の活用・発展とともに、より経済的、合理的なものとするための新技術の検討・開
発も合わせて行われた。

（1）上部工関係
上部工関係については、支間長2,000mを超えるための橋梁形式として吊橋を採用するものとし、主に

設計段階及び施工段階における課題を抽出し検討を行った。特に構造の成立性に関わる耐風設計や構造
形式の検討を行うとともに、更なるコスト縮減のための構造形式や材料、施工法の検討も併せて行った。

・補剛桁形式について
補剛桁については、明石海峡大橋等の本四架橋事業で採用されてきたトラス形式ではなく、死荷重が
軽減される箱桁形式について調査検討が行われた。また、耐風安定性、経済性等の観点から風洞実験や
シミュレーション解析等の検討を重ね、1箱桁形式及び2箱桁形式（図2-3）について比較検討を行った。

表2-4　各計画の目標と成果

図2-3　検討した新橋梁形式（特許第4252982号（共同特許；第3章6節3.参照））
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・床版形式について
従来の鋼床版に対して、上部工の工費削減を目的に更なる検討を重ねる中で、より経済的、合理的な
床版形式としてオープングレーチング床版に関わる検討を行った。オープングレーチング床版を使用
した大規模橋梁については国内での使用事例もあるが、そのほとんどが耐風安定性確保のためであり、
設置位置は中央帯及び路肩である。車両が常時走行する走行車線に設置した事例は小規模橋梁にしか
なく、その走行安全性、騒音・振動特性等の使用性能について懸念されたことから、調査検討を行った。

（2）耐風設計について
耐風設計に関しては、本四架橋事業で用いられた耐風設計基準を基本として、これを高度化する検討

を行うとともに、より合理的な耐風設計法の検討を行った（写真2-4）。

（3）下部工関係
下部工関係については、大水深下における橋梁基礎の構築を確実に行うとともに、更なるコスト縮減

のための新形式基礎の検討（図2-4）や合理的な基礎の検討等を行った。

写真2-4　大型風洞試験室（（独）土木研究所）における全橋模型試験2）

図2-4　新形式基礎（スカート・サクション基礎）
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28 第2章　海洋架橋調査会での活動と成果

・厳しい自然条件下における基礎の施工法について
外洋に面した架橋地点、大水深、超長大橋梁の基礎、という条件から、潮流、波浪、水深、構造物の

規模等、これまでの施工実績を超える基礎の施工技術が求められ、既存の技術を基に新たな施工法の
開発や検討を行った。

・基礎形式について
レベル2地震動を考慮した、耐震性に優れた基礎形式の検討を行うとともに、経済性にも優れた基礎
形式の検討についても行った。

（4）耐震設計について
耐震設計に関しては、耐風設計と同様に本四架橋事業で用いられた耐震設計基準を基本として、これ

を高度化する検討を行うとともに、より正確かつ適切な設計入力地震動を把握し、合理的な耐震設計を
行うことが可能となるべく、レベル2地震動についての検討を行った。

（5）社会経済調査
社会経済調査については、事業を実施するにあたって行う事業評価手法に関して検討を行うとともに、

諸外国における事業評価手法についても調査検討を行った。

・事業評価手法
事業評価手法を行うにあたっては、その事業の費用対効果を求めるが、その際に使用する事業効果

について、事業に伴う直接効果だけでなく間接効果についても適用すべく検討を行った。すなわち、架
橋に伴って増加すると思われる人口や工場等から得られる税収の増加分、入り込み観光客による地元
経済に対する影響分、物流増加による影響分などの効果について検討を行った。

・海外における事業評価手法
海外における事業評価手法に関する調査研究を行うことで、新たな事業評価システムの提案を行う

ことが可能かどうかの検討を行った。

参考文献）
1）		21世紀の国土のグランドデザイン,国土庁計画・調整局編、1998.3
2）		麓興一郎他：一箱／二箱併用斜張吊橋（モノデュオ形式）大型全橋模型風洞試験、土木学会第60回年次
学術講演会、平成17年9月
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1．海外技術調査
海洋架橋に関する技術、経済、環境その他の問題について、海外の事例調査、情報収集及び国際協力

を行うため、昭和54年度以来毎年度「海外調査団」を派遣してきた。その派遣は平成12年度まで継続した。
その成果は、本四架橋の建設・維持管理を始めとするわが国の海洋架橋事業の発展に貢献した。
20年史で掲載（20年史P.93参照）した、平成9年度の第25回調査団に続いて平成10年度から平成12年度ま

で、表2-5に示す計3件の調査団を派遣した。

2．国際協力等
（1）国際会議開催協力等
平成10年度以降、表2-6に示す国際会議について主催あるいは、開催協力、展示出展した。　

対外協力等第5節

表2-5　海外技術調査団一覧（平成10年度以降）

表2-6　主催、開催協力・展示出展した国際会議
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30 第2章　海洋架橋調査会での活動と成果

（2）国際会議出席、論文提出等
平成13年から平成15年度迄に調査会職員が出席、論文提出した国際会議を表2-7に示す。

（3）国際協力
1）JICA専門家の派遣
平成10年度までに海外にJICA専門家として派遣した国、人員は9カ国、延べ24名（20年誌131頁）にのぼ

る。平成10年度から平成18年度までの間の海外派遣の状況を次頁の表2-8に示す。

2）JICAシニア海外ボランティア支援
平成14年度には、シニアボランティアの技術支援を行った。
活動国：アルゼンチン　シニアボランティア氏名：山下理雄
活動国：コロンビア　　シニアボランティア氏名：野村直茂

表2-7　出席した国際会議（平成10年度以降）
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表2-8　JICA専門家の海外派遣（平成10年度以降）
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32 第2章　海洋架橋調査会での活動と成果

3．国内協力等
（1）国内の架橋プロジェクト等への協力（専門員派遣）
本四架橋に関する検討で得られた計画・設計・施工・管理に至る一貫した知見を活用し、自治体の架橋

プロジェクト等の支援のため、関連機関に専門員を派遣した。派遣先などは表2-9のとおりである。

（2）会議の開催協力
1）明石海峡大橋開通5周年記念シンポジウム
明石海峡大橋開通5周年記念事業として、関係団体でシンポジウムを開催することとなった。海洋架橋
調査会もこれに参画した。

・主催者　：「明石海峡大橋開通5周年記念シンポジウム」実行委員会
・構成団体：		国土交通省近畿整備局、本州四国連絡橋公団、（財）海洋架橋調査会、（財）21世紀

ヒューマンケア研究機構、兵庫県、徳島県、（財）とくしま地域政策研究所、神戸市、淡
路地域整備推進委員会、郷土振興調査会、神戸商工会議所

4．技術広報及び出版
（1）技術広報
海洋架橋調査会では、平成7年度から海峡横断プロジェクトを対象に、技術・社会・経済・環境を中心に

未来を拓く地域活性化のための情報資料誌として、会報「海峡横断」を刊行し、国等の行政及び研究機関、
大学、地方自治体及び関連団体へ無料配布した。
平成15年度迄に1号〜20号を刊行し、海洋架橋事業の円滑な推進が図られるべく広報を行った。

表2-9　国内架橋プロジェクト等への専門員派遣一覧（平成10年度以降）
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（2）出版及び販売
1）定期刊行物
定期刊行物として、会報「海峡横断」の他、本四公団に関連しての建設・管理に関する技術情報誌「本四
技報」及び広報誌の「かけ橋」を刊行した。平成10年度以降に刊行したものは次のとおりである。

・	「本四技報」No.86〜No.102
・	「かけ橋」　No.69〜No.90

また、「本州四国連絡橋写真集」などの調査会書籍、本州四国連絡橋関係の書籍、ビデオ等の販売と貸
し出しを行った。

2）海外文献の翻訳
①「The	Tower	and	the	Bridge」の翻訳・出版
機能と経済性を重んじるとともに優美な橋の設計を目指した研究の一環として、当調査会に「塔と橋」

調査研究委員会を平成11年度に設置し、David	P.Billington著の「塔と橋」の翻訳を行い、平成13年8月に出
版、販売した。

・	委員長：杉山和雄（千葉大学大学院教授）
・	監　修：伊藤　學（東京大学名誉教授）　　　　肩書きは当時のもの

②橋の博物史調査研究
ドイツ博物館（ミュンヘン）が発行している「ブリッケンバウ（橋の構造）」の翻訳を技術者、研究者によ
る研究グループで行うとともに、この種本を基に古今東西の橋の歴史、橋の背景、橋梁工学の歩み等の
橋の博物史の調査、研究を行った。研究は平成12年10月から平成15年5月まで行い、6月に本を発刊した。

・	研究会：橋の博物史研究会
・	座長：栗田章光（大阪工業大学教授）
・	翻訳監訳者：中井博（福井工業大学教授）　　肩書きは当時のもの

（3）講演会・講習会の開催
1）定期講演会
平成10年に調査会設立20周年事業の一環として、長大橋に関する講演会を開催して以来毎年度講演会

を定期的に開催し、平成15年度までに延べ18回開催した

①平成10年度
	　［講演演題］「海外大規模プロジェクト事業手法事例に関する講演会」
	　　・	東京講演、・	大阪講演　
②平成11、12年度
	　［講演演題］「新たな海峡横断道路プロジェクト技術講演会」
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34 第2章　海洋架橋調査会での活動と成果

	　　・	東京講演、大阪講演、名古屋講演、福岡講演　
③平成13年度
	　［講演演題］「新たな海峡横断道路プロジェクト社会経済・技術講演会」
	　　・	東京講演、大阪講演、名古屋講演、福岡講演　
④平成14年度
	　［講演演題］「		大規模海峡横断道路プロジェクト講演会―建設マネジメント・技術・事業化への取組み―」
	　　・	東京講演、大阪講演、名古屋講演、福岡講演　
⑤平成15年度
	　［講演演題］「海峡横断セミナー」
	　海洋架橋調査会発足25周年記念としてセミナーを4都市で連続して開催した。
	　　・	東京講演、大阪講演、名古屋講演、福岡講演　

2）特別講演会（塔と橋出版記念講演会）
Billington教授著「The	Tower	and	the	Bridge」の日本語版「塔と橋」を平成13年8月に出版した。この出

版記念講演会を開催した。

・	開催日時：平成13年11月8日　14時〜17時
・	開催場所：ワーカーズ	サポートセンター（東京）　・	参加者　：130名

3）本四架橋に関する講習会
①耐風設計に関する講習会
本四公団が、長大橋梁に適した耐風設計技術を「本州四国連絡橋耐風設計基準（2001）」として総括し、
取りまとめた。これを多くの関係技術者に活用してもらうべく、講習会を開催した。

・	開催日：平成13年10月10日
・	会　場：東京　弘済会館　　・	参加者：150名

②点検補修用作業車運転免許講習会
本四架橋の点検補修のために橋に設置されている特殊作業車の運転は、設置場所が高く、航路を跨い

で移動させることから、その運転には細心の注意と特殊知識と技能が要求される。このため、各種作業車
の運転には、橋梁、作業車の知識と運転技能に関する免許所持者があたることになっている。この運転免
許を取得するための講習会を実施した。
（A）13年度
13年度は因島大橋・多々羅大橋と瀬戸大橋で実施した。
a）因島・多々羅大橋講習会
　・	実施日‥‥‥平成13年7月10日及び11日
　・	実施場所‥‥因島、多々羅大橋上他
　・	講習の種類‥桁外面作業車、ケーブル作業車　・	受講者数‥‥36名
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b）瀬戸大橋講習会
　・	実施日‥‥‥平成13年8月8日〜10日
　・	実施場所‥‥瀬戸大橋上他
　・	講習の種類‥桁外面作業車、桁外面作業車（曲弦）、桁内面作業車、ケーブル作業車、塔作業車
　・	受講者数‥‥68名
c）瀬戸大橋講習会その2
　・	実施日‥‥‥平成13年11月15日
　・	実施場所‥‥瀬戸大橋上他
　・	講習の種類‥桁外面作業車（曲弦）
　・	受講者数‥‥4名

（B）14年度
14年度は瀬戸大橋及び明石海峡大橋で実施した。
a）瀬戸大橋講習会　　　　
　・	実施日‥‥‥平成14年8月7日〜8日
　・	実施場所‥‥瀬戸大橋
　・	講習の種類‥桁外面作業車、桁外面作業車（曲弦）
　・	受講者数‥‥5名
b）明石海峡大橋講習会
　・	実施日‥平成14年10月29日〜30日及11月6日〜7日
　・	実施場所‥‥明石海峡大橋
　・	講習の種類‥桁外面作業車、桁内面作業車、ケーブル作業車
　・	受講者数‥‥72名

（C）15年度
15年度も瀬戸大橋と明石海峡大橋で実施した。
a）瀬戸大橋講習会
　・	実施日‥‥‥平成15年9月17日〜19日
　・	実施場所‥‥瀬戸大橋他
　・	講習の種類‥桁外面作業車、桁外面作業車（曲弦）、ケーブル作業車、桁内面作業車（瀬戸大橋等）
　・	受講者数‥‥80名
b）明石海峡大橋講習会
　・	実施日‥‥‥平成15年9月24日
　・	実施場所‥‥明石海峡大橋他
　・	講習の種類‥桁内面作業車（明石大橋）
　・	受講者数‥‥15名
c）習熟度確認試
　・	実施日‥‥‥平成15年9月24日
　・	実施場所‥‥第一、二、三管理局
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国土交通省が管理する直轄国道に架かる2m以上の橋梁は、「橋梁の維持管理の体系と橋梁管理カルテ
作成要領（案）」、「橋梁定期点検要領（案）」（ともに平成16年3月　国土交通省道路局国道・防災課）に基づ
いて、5年毎に定期点検が実施されており、その点検結果や現地確認された判断根拠に基づいて橋梁検査

（診断）が行われている。橋梁調査会（以下、調査会という）においては、平成16年度より、橋梁検査（診断）
を実施してきている。

1．道路橋を取巻く現況
わが国の道路橋（2m以上）は約60万橋あり、高度経済成長期に大量に建設された橋梁が2010年代には

建設後50年を経過し、急速に老朽化すると予測されている。
平成19年に、米国ミネソタ州のトラス橋崩落事故の発生、わが国では国道23号木曽川大橋や国道7号本

庄大橋のトラス橋斜材の破断など、橋梁の損傷報告が相次いだ。

橋梁検査（診断）業務第1節

写真3-1　橋梁点検・検査（診断）状況

写真3-2　橋梁の損傷報告
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平成20年5月には国土交通省の「道路橋の予防保全に向けた有識者会議」が行われ、道路橋の保全の現
状は、損傷を見ない未点検の危険、主要部材破断などを見過ごしている危険、補修補強が遅れがちな危
険、いわゆる「見ない、見過ごし、先送り」の状態であり、放置すると重大事故につながる危険な橋が増大
するため早急な対策が必要であるとの提言がなされた。

このためには、早期発見・早期対策の予防保全システムを構築する必要があり、具体的に5つの方策が
示された（表3-1）。これにより予防保全の具体化が図られている。

近年では、笹子トンネルの天井板崩落事故や道路構造物の老朽化を受け、道路利用者および第三者の
被害を防止する観点から「総点検実施要領（案）」（平成25年2月　国土交通省道路局）が提示され、これに
基づき主として市町村の道路橋の点検が実施された。

2．橋梁検査（診断）の概要
（1）道路橋の維持管理

直轄国道の道路橋の維持管理は、各地方整備局から毎年公表される長寿命化修繕計画に基づいて、定
期点検や補修等の対策が実施される。それらを検査（診断）、または再判定し記録することで計画の評価・
検討に資するデータを蓄積する。これらのデータは橋梁管理カルテにより一元管理され、データを活用
することにより、PDCAサイクルによる効率的な維持管理を目指している。（図3-1）

表3-1　提言の方策と内容

図3-1　PDCAサイクル（概念図）
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40 第3章　近年の活動内容

（2）定期点検と検査（診断）
橋梁の損傷程度と補修等の対策時期を評価する定期点検は、点検業務と検査（診断）業務に区分されて

いる。点検業務と検査（診断）業務の区分、および業務全体の流れを図3-2に示す。点検業務は、橋梁点検
員が個々の損傷（損傷26種類）についてその損傷度合から客観的に損傷程度を評価し記録する業務であ
る。検査（診断）業務は、橋梁検査員が自ら近接目視による現地確認を行って損傷状況を把握し、損傷が
構造上の重要部位に発生しているか、分布範囲は広いか、損傷原因は何か、進行性はあるか等を考慮し
て、部材単位で対策区分（表3-2）を判定し記録する業務である。

図3-2　点検業務と検査業務の区分および業務全体の流れ

表3-2　対策区分判定
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41第3章　近年の活動内容

特に、対策区分の判定を行うには、点検で発見した複数の部材の複数の損傷を総合的に評価し所見を
記録するほか、主要な項目（表3-3）について考慮し、最終的に橋梁全体について評価を行う。また、橋梁検
査員には、適切な対応措置の判断力や安全性に関し、道路管理者に理解を得る説得力も求められている。
図3-3はそれらを概念的に示したものである。

（3）検査（診断）結果
1）実施状況

直轄国道の2m以上の橋梁は約27,500橋あり（8地整＋北海道）、平成16年〜24年度までの9年間で45,000

表3-3　検査（診断）で考慮する主要な項目

図3-3　橋梁検査員が行う検査（診断）
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42 第3章　近年の活動内容

橋の検査（診断）を行い、概ね2巡目までが終了している。表3-4、図3-4に、各年度に行われた橋梁検査（診
断）実施状況を示す。

表3-4　直轄国道の橋梁の検査（診断）実施状況

図3-4　年度ごとの検査（診断）橋梁数と検査結果
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43第3章　近年の活動内容

2）対策区分判定
定期点検結果から、損傷の種類・程度、部位・部材の重要度、損傷の進行性等を総合的に判断し、補修等

の必要性・緊急性について診断する「対策区分判定（主要部材）」の結果について集計すると、点検済み橋
梁（約39,000橋）のうち、「緊急対応の必要がある」対策区分Eの橋梁は0.2％（69橋）、「速やかに補修等を行
う必要がある」対策区分Cの橋梁は28.3％（11,065橋）、「詳細調査の必要がある」対策区分Sの橋梁は6.7％

（2,633橋）となっている（図3-5参照）。

3．損傷の発生傾向と特徴
（1）損傷の発生傾向

「速やかに補修等を行う必要がある」対策区分Cを部位別、橋種別に発生傾向を集計すると、橋種に関
係なく同様の傾向を示している。図3-6に示すように対策区分Cの発生率は、主桁で3〜4％、床版で5〜7％、
支承で3〜6％となっている。

図3-5　対策区分判定結果（左図：割合、右図：年度別橋梁数）

図3-6　橋種別のC判定損傷発生傾向
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44 第3章　近年の活動内容

（2）損傷の特徴
定期点検結果から得られた一般的な損傷の特徴は以下の通りである。図3-7〜3-9にそれらのうちの主

だった傾向を示す。
①鋼主桁の腐食は桁端部が多い
②鋼支承の腐食は桁端部が多い
③コンクリート主桁の剥離・鉄筋露出は外桁に多い
④鋼橋の対策区分Cは腐食が大半である
⑤RC床版の漏水・遊離石灰は床版張出部に多い
⑥大型車交通量の多い橋は対策区分Cが多発している
⑦昭和31年、39年適用示方書は、亀裂、床版ひびわれが多発している
⑧緊急対応が必要な対策区分E1は桁端部に集中している

図3-7　損傷の発生率と部位の傾向
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45第3章　近年の活動内容

図3-8　適用示方書の亀裂、床版ひびわれの関係

図3-9　対策区分E1損傷の発生傾向
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46 第3章　近年の活動内容

4．検査（診断）結果の活用
点検・検査（診断）の結果を受けて、データの集計分析を行い、データにもとづいた効率的な補修補強計

画を立案することが重要である。橋梁マネジメントでは、ライフサイクルコスト最小化を目指し、予防保
全型の橋梁管理、長寿命化、予算の平準化等が検討されている。調査会では、対策区分Cの橋梁の補修優
先度を算定するシステムを開発し、「戦略的な補修補強計画」立案の支援を行っている（表3-5、図3-10参
照）。

表3-5　評価要素・項目

図3-10　補修優先度の算定例
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47第3章　近年の活動内容

5．橋梁検査（診断）の品質向上
橋梁の検査（診断）の精度向上を図り、信頼性を確保するためには、正確な点検にもとづく情報と橋梁

検査員が自ら行う現地確認と高度な技術力、洞察力、判断力が必要である。また、中立、公正で均一的な
判断を行う組織として統一性も求められている。

調査会では、点検精度向上のために、簡易橋梁洗浄装置、カラーイメージングソナー（ソナーによる橋
梁下部工洗掘調査）、ポールカメラ（点検不可能な狭隘部を点検可能とする小型カメラ）を企業各社と共同
開発した。

図3-11　簡易橋梁洗浄装置 図3-12　カラーイメージングソナー

図3-13　ポールカメラ
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48 第3章　近年の活動内容

調査会では橋梁保全技術の向上を目的とする事業の一環として、毎年、橋梁点検・検査に関する「技術
研修」を実施している。「技術研修」は、橋梁点検に携わる技術者が定期点検に必要な技術を習得すること
を目的として行われる「橋梁点検技術研修」、および橋梁点検結果と現地踏査に基づいて橋梁構造の損傷
状態に関する区分判定とその所見をまとめ、これに対する処方を提案するに必要な検査（診断）技術を習
得することを目的とした「橋梁検査技術研修」の二つがある。

1．橋梁点検技術研修
本研修は、国土交通省の「橋梁定期点検要領（案）」に基づき、橋梁の点検に携わる技術者を対象として、

毎年4月から10月にかけて合計4〜6回実施している。
受講者は橋梁点検業務に携わる道路管理者および民間技術者から、調査会ホームページ等で広く募っ

ている。近年、社会資本の維持・保全への関心から応募者が増加し、募集人数をこえることが多く最近で
は毎回抽選で参加者を決定している。

この研修の大きな特徴は、室内講義の他に、実橋の現地研修において、足場や作業車を用いた近接目
視（写真3-3、3-4参照）により損傷を確認し、点検調書に記録する訓練を行うことにあり、受講者から好評
を頂いている。研修期間は3日間で、橋梁点検の概要、点検要領の解説、橋梁 の補修・補強などの講義お
よび現地実習を行っている。

表3-6に過去実施した橋梁点検技術研修会のプログラムを示す。

本研修では、最終日に2日目の現地研修での点検結果の整理をもとにした実際の点検調書を作成する
試験と、橋梁点検や橋梁構造の基本知識を問う試験を実施し、これら試験の合格者には後日「修了証」を
交付している。平成24年度迄に、累計で8,845名の「修了証」保持者を輩出している。

橋梁点検・検査技術研修第2節

写真3-3　足場を用いた近接目視 写真3-4　作業車を用いた近接目視
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49第3章　近年の活動内容

表3-6　橋梁点検技術研修プログラム（一例）
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50 第3章　近年の活動内容

当研修では、毎回1講義について橋梁を専門とする大学の先生に講義をしていただいている。本事例で
は東京大学　藤野教授（当財団　特別技術アドバイザー）に講義を頂いた。

当「修了証」は、橋梁、点検業務を行う際に、技術者の技量を証明するため使用されているケースもあ
る。今後は、平成25年年明けに出された自治体も含めた道路ストック総点検などのように、橋梁点検・診
断のニーズが自治体レベルでもますます高まることが予想される。そのためには技量をもった技術者の
確保が必要であり、技量の証明となる「修了証」が活用できればと考えている。

2．橋梁検査技術研修 
この研修は国土交通省の「橋梁定期点検要領（案）」に基づく区分判定を行う技術者の養成を目的とした

研修であり、修了後は橋梁検査（診断）業務に従事する。

橋梁検査（診断）業務とは橋梁の点検結果を受けて、上記の「橋梁定期点検要領（案）」に基づく対策区分
を判定し、その損傷原因や進行状況および対策の必要性に関する所見を示し、補修・補強計画についての
提案や支援を行う業務である。 従って、橋梁の設計、施工、使用材料、および構造など、橋梁全般に亘る
深い見識が求められ、調査会が現在、そこを評価され大部分を担っている。

研修内容は表3-7の研修プログラムに示すように、前期3日間、後期2日間で行われ、検査（診断）の考え
方や検査実務、橋種による特有な損傷とその補修・補強技術、非破壊検査方法（写真3-5）や追跡調査方法、
橋梁保全の目的と考え方などの講義を受ける。また、前・後期研修の間には、各受講生が選定した橋梁に

表3-7　橋梁検査技術研修プログラム
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ついて点検の上、点検調書を作成し区分判定を行う。そして、所見をまとめ、後期にその事例を発表し、
講師の指導のもと受講生全員で議論する。この講習会のポイントは、一人で実際に検査し結果を所定の
調書に記入し発表するところにある。

調査会が橋梁の検査（診断）を実施する場合には、前記点検技術研修に合格していることはもとより、
この検査技術研修を修了していることを義務づけており、業務成果の品質を確保するようにしている。
平成24年度までに270名がこの橋梁検査技術研修を修了し、既に橋梁検査業務に従事している。

3．自治体等の研修
調査会では、国土交通省の各地方整備局と調整し、整備局職員や自治体職員を対象とした橋梁保全の

基礎的技術力の向上と習得に向けた研修を実施（平成24年度実績で19回開催）している。講義方法は、室
内講義、現場実習など多様であり、それぞれのニーズにあわせて実施しており、内容も、長寿命修繕計画
から診断、調査、補修補強工法等総合的なものとなっている。

最近は維持管理の高まりもあり、今後このような研修はますます重要になると認識している。

写真3-5　非破壊検査の実習

写真3-6　研修風景
http://www.cgr.mlit.go.jp/ctc/profile/jigyougaiyou.pdf  から
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4．特別セミナー
平成25年度から、賛助会員を対象に橋梁のメンテナンスに関する技術研鑽を目的としたセミナーを開

催することにしている。第一回は平成25年9月19日に都内で「鋼構造物の劣化・診断」をメインテーマにし、
特に「耐候性鋼橋」をトピックスにあげて開催した。

写真3-7　セミナー風景
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橋梁検査（診断）業務では、橋梁の部材ごとに対策区分の判定が行われ、対策が必要な部位・部材や詳細
調査が必要な事象が明らかにされる。

要領によれば、「判定区分Cとは、損傷が相当程度進行し、当該部位、部材の機能や安全率の低下が著
しく、少なくとも次回の定期点検まで（＝5年程度以内）に補修等が行われる必要があると判断できる状態
をいう。」また、「判定区分Sとは、損傷があり、補修等の必要性の判定を行うにあたって原因の特定など詳
細な調査が必要と判断できる状態をいう。」とあり、これらに判定された橋梁は、速やかに対策を実施する
必要がある。この中で、特殊な損傷原因を有する橋梁の検討や地域環境を十分に考慮する必要がある橋
梁群の維持・補修に関して検討を行ってきた。

1．判定区分C、Sの概要
今までに判定した検査（診断）結果では、判定区分Cの橋梁が28％、判定区分Sの橋梁が7％となってお

り、5年以内に補修等が実施される必要がある。塗装の塗り替えや断面修復などの対策方法が明確なもの
が大半を占めるが、工法選定や補修の設計が必要なものや、詳細調査を行って損傷原因を明らかにする
必要があるものなども多数ある。それらの橋梁のうち、損傷原因の対策方法が比較的難しい橋梁や地域
環境などを考慮した対策が必要な橋梁について具体的な検討を実施してきた。

2．検討業務の概要
検討業務は平成16年度以降で約120件行い、三大損傷に関するものが約4割、個別橋梁の補修・補強検討

が約3割、維持管理計画に関するものが約2割、その他が約1割となっている。

（1）三大損傷
三大損傷とは、疲労、塩害、アルカリ骨材反応に起因する損傷を言う。これらを放置した場合、橋梁の

安全性を著しく悪化させるばかりでなく、損傷の
進行にあわせて補修規模が拡大、難易度も向上
するため、 対策費を抑えるためにも早期の手当
が望まれる。

したがって、損傷が軽微な段階で、予防的観点
も含めて修繕を検討および実施することが重要
となる。

疲労：　直轄国道の鋼橋で、調査会が多く関わっ
た疲労問題が顕在化した部位・部材は、大
別すると鋼製橋脚隅角部、鋼床版、上部構

橋梁の維持・補修に関する検討業務第3節

写真3-8　鋼製橋脚隅角部の対策例
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造の床組となっている。調査会では、平成
16年度から橋梁定期点検結果や過年度ま
での調査結果を受けて、直轄国道の鋼橋
の詳細調査・検討を行ってきた。

鋼製橋脚隅角部は、平成14年度に「鋼製
橋脚隅角部の疲労損傷臨時点検要領、平
成14年5月、国土交通省道路局国道課」に
したがって調査が行われ、 平成15年度以
降に亀裂の疑いがある橋梁に対して詳細
な調査や対策検討が行われてきた。調査
会においては、 平成16年度より詳細調査
による損傷の全貌把握や損傷原因の究明、
さらに対策検討を行ってきた（写真3-8）。
調査結果や対策検討結果は、鋼製橋脚隅
角部疲労損傷点検結果検討委員会WGに
図り、 橋梁ごとに異なる損傷パターンの
対策に対して取り組んできた。

鋼床版については、平成15年4月に国道
357号千鳥大橋において路面の陥没事故
が生じ、以降問題の重大さがクローズアッ
プされてきた。調査会では、平成16年度よ
り、鋼床版に生じる疲労亀裂の詳細調査
や対策検討を行ってきた（写真3-9）。

上部構造の床組は、大型車の影響や設計で想定していなかった外力によって、鈑桁橋の床組を
構成する主桁や横桁の溶接部には疲労亀裂が生じることがあり、橋梁定期点検時に発見されるこ
とがある（写真3-10）。通常このような亀裂は対策区分Sとされることが多いが、調査会ではその後
の詳細調査を行ったり、他機関がその調査を行う場合にも橋梁の管理者に対して原因の究明や対
策方法に関して助言を行ってきた。

塩害：　損傷原因が塩害と考えられる橋梁（写真
3-11）に対しては、塩害固有の特徴等を踏
まえて統一された考え方に基づいた詳細
調査および補修・補強対策を実施すること
が望ましいことから、 定期点検要領を補
足してより具体の対策検討の考え方を示
したマニュアルを作成することとなった。
北陸地域での先駆的な塩害対策に関する
知見をもとに、 塩害環境下にある全国の
道路橋に対象を拡げ、各地方整備局など

写真3-9　鋼床版デッキプレートの対策例

写真3-10　上部構造（主桁）に生じた亀裂

写真3-11　主桁に生じた塩害による鉄筋露出
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55第3章　近年の活動内容

からの参加を得て、平成16年度に「橋梁塩害対策検討委員会」が国土交通省のもとに設置された。
委員会の4年間の審議を経て、「塩害橋梁維持管理マニュアル（案）平成20年4月」が策定された。調
査会は事務局として実態調査や追跡調査等のとりまとめ、および結果の評価・検証を実施し、直轄
国道の塩害対策を検討してきた。

アルカリ骨材反応：　わが国のアルカリ骨材反応（ASR）問題（写真3-12）については、コンクリートの表面
にASRによるひび割れが発生するものの、構造物の安全性にはほとんど影響を及ぼさないと考え
られていた。しかし、平成12年頃からASRの進行により構造物に過大な膨張が発生した場合には、
コンクリート強度の著しい低下や、橋脚、橋台躯体の鉄筋が破断している事例が報告されるよう
になった。鉄筋の破断は鉄筋コンクリート構造物の安全性を損なう要因となることから、現状の
把握やその対策方法について検討する必要が生じた。

調査会では、既にASRによる劣化が生じた構造物として経過観察を行っていた橋脚・橋台に加
え、いち早くASRの疑いのある橋脚・橋台の調査や鉄筋の損傷調査を行い、 直轄国道における
ASRによる損傷の状況を把握した。「道路橋のアルカリ骨材反応に対する維持管理要領（案）H15.3 
道路局 国道課」の策定に際して、これま
での調査結果に基づき、鉄筋破断が確認
された構造物の部位や外観に現れるひび
われの特徴などのとりまとめを行った。ま
た、「アルカリ骨材反応による劣化を受け
た道路橋の橋脚・橋台躯体に関する補修・
補強ガイドライン（案）H20.3 ASRに関す
る対策検討委員会」の発刊に際しては、事
務局として、これまでの調査、検討結果を
取りまとめるとともに、その編集作業に参
画した。

（2）個別橋梁の補修・補強検討
橋梁のなかには、詳細な調査に基づいて発生している損傷の原因や対策方法を明らかにするだけでは

なく、それらに基づいて今後の管理方針を決定するものがある。たとえば、重要文化財に指定されている
日本橋（関東地方整備局東京国道事務所）や萬代橋（北陸地方整備局新潟国道事務所）などでは、今後も良
好な状態を維持管理していくための方策を検討してきた。また、対策区分Cの橋梁ではあるが、損傷が橋
に与える影響の重大性が高いものや、さまざまな問題を抱えた橋梁に関して委員会を開催して技術的な
究明を詳細に行うような検討を行ってきた。表3-8には今までに実施した主な橋梁を示す。

写真3-12　橋台に生じたアルカリ骨材反応が疑われるひびわれ
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56 第3章　近年の活動内容

（3）維持管理計画に関する検討
直轄国道を管理する国道事務所が、効率的・効果的な橋梁維持管理を行えるよう、維持管理計画に関す

る検討を行ってきた。橋梁の管理単位を出張所別や路線別に想定し、定期点検結果や補修・補強工事の結
果から優先課題を抽出してライフサイクルコストを考慮しながら、次年度以降の対策計画を立案する。ま
た、最近では橋梁保全に関するPDCAサイクルが円滑に行われるためのあり方についても検討し、点検・
診断結果を生かした維持管理計画の立案について検討してきた。

表3-8　調査会で補修・補強検討を行った主な橋梁

写真3-13　日本橋（関東地方整備局） 写真3-14　萬代橋（北陸地方整備局）

写真3-15　浜名大橋（中部地方整備局） 写真3-16　山添橋（近畿地方整備局）
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57第3章　近年の活動内容

（4）その他（詳細調査により原因を明らかにするものや耐震性能に関するもの）
上述の（1）〜（3）のような業務の他に、判定区分Sの橋梁の詳細調査を行い損傷の原因究明、さらに補修

等の対策を検討する業務や橋梁の耐震性能の照査を行った後、耐震補強検討をする業務を行ってきた（写
真3-17）。

高齢化、老朽化するわが国の橋梁は、計画的に補修等の対策を行う必要があり、さらには予防保全が
重要となっている。検討業務では、より専門的な知識と経験を生かし、新たに発生する課題と対策に取り
組んでいる。

写真3-17　耐震検討対象橋梁（幸魂大橋、関東地方整備局）
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58 第3章　近年の活動内容

1．長大橋・特殊橋梁
本四架橋等国内外の長大橋に関する検討で得られた計画・設計・施工・管理に至る一貫した知見を活用

し、長大橋や特殊橋梁の設計、施工法に関する検討を実施している。（ここでは離島架橋以外について記
述する。）

（1）広域幹線道路橋梁構造検討業務（H16-H19　Hは平成　以下同じ）
近畿地整　阪神国道事務所

本業務は大阪湾岸道路西伸部の橋梁構造の検討業務である。大阪湾岸道路は、神戸鳴門自動車道（垂
水ジャンクション）から関西国際空港（りんくうジャンクション）までを結ぶ延長約80kmの自動車専用道
路であり、大阪湾岸道路西伸部とは、このうちまだ整備されていない名谷ジャンクションから六甲アイラ
ンド北ランプまでの区間の名称である（図3-14参照）。名谷ジャンクションから駒ヶ林区間は平成6年に都
市計画決定されたが、駒ヶ林から六甲アイランド北ランプの区間については未決定だった。調査会では、
同区間においてルート選定、橋梁形式までの検討を行い、橋梁のコスト縮減を図るため、耐震・耐風性等
の技術検討を行い、設計要領（案）をとりまとめ、その承認を得る委員会の運営を実施した。本区間は平成
21年3月に都市計画決定をされた。

関する検討業務
長大橋・特殊橋梁の設計・施工法等に第4節

図3-14　大阪湾岸道路西伸部計画概要図
（出典：http://www.kkr.mlit.go.jp/hyogo/wangan/01.html  より）
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59第3章　近年の活動内容

（2）付替県道頭地大橋施工技術検討業務（H16-H19）　
九州地整　川辺川ダム砂防事務所

川辺ダム建設事業に伴い付け替えられる付替県道頭地大橋（仮称）は、人工軽量骨材を用いる計画であ
り、施工実績の少ないものである。本業務は「頭地大橋施工技術検討委員会」を運営し、委員会で必要と
される試験等を行い、委員会の提言により人工軽量骨材を用いた当橋梁の施工マニュアルを作成し、当
橋梁の品質向上・コスト縮減を図った。

（3）鴨川大橋施工検討業務（H17-H20）　
関東地整　大宮国道事務所

一般国道17号新大宮バイパスで、鴨川大橋の架け替え工事を施工した。下り線は施工中であったが、
橋台背面に盛土を施工したときに側方流動で橋台が河川側に変位した。また、上り橋は供用中であった
が、橋梁の損傷が著しい状況となっていた。このため、「鴨川大橋施工検討委員会」を開催し、助言や提言
を受けながら補修・補強工法等を提案した。

（4）県道林・岩下線2号橋施工技術検討業務（H19-H21）　
関東地整　八ツ場ダム事務所

「県道林・岩下線2号橋」の施工について、工事の安全性や確実性、優良な工事品質を確保するため、施
工計画、施工管理並びに品質管理等についての技術照査を行った。なお、技術照査にあたっては、学識経
験者等からなる「八ッ場ダム湖面2号橋技術検討会」の運営を補助し、その意見を踏まえた技術照査を行っ
た。  

2．離島架橋
離島架橋に関する設計・施工法の検討及び社会経済調査等について、有識者委員会等の運営や、専門

家集団による高度な検討を行っている。

（1）離島改第70号測の16（－）岩城弓削線　上島架橋技術検討委員会運営委託業務（H16；Hは
平成以後同じ）

愛媛県
生名橋（上島架橋の1つ）に関する学識経験者、研究機関及び行政機関の専門家による「上島架橋技術検

写真3-18　委員会審議の状況
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60 第3章　近年の活動内容

討委員会」を開催、運営し技術検討を行った。

（2）道路改築橋梁検討業務委託（藺牟田瀬戸架橋工区）（H18、H19）
鹿児島県

藺牟田瀬戸海峡部における架橋の形式・施工方法等について、専門家で構成する検討会を開催・運営す
ると共に、海洋架橋の設計・施工実績を踏まえた高度な技術検討を行った。

（3）長崎県橋梁技術検討業務委託（H16、H17、H18、H19、H22-H23）
長崎県

長崎県における長大橋梁に関する計画、設計及び施工性等の技術的な諸問題について、評価・検討並び
に助言の場となる委員会の運営（写真3-19）全般を担当した。

前半の平成16年から平成19年は鷹島肥前大橋、伊王島大橋（写真3-20）の検討を実施し、後半の平成22
年―平成23年は伊王島大橋の検討を行った。

写真3-19　委員会の運営風景

写真3-20　完成した伊王島大橋　平成23年3月供用

伊王島大橋は主橋梁の3径間連続鋼床版箱桁橋とアプローチ部の5径間および2径間連続PC床版開
断面箱桁橋で構成された道路橋であり、主橋梁の中央径間は240mあり、鋼床版箱桁では国内屈指の
長支間を誇っている。
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（4）九島架橋建設に伴う技術支援業務（H20、H21、H23-H24、H25）
宇和島市

九島架橋は宇和島市沖の離島九島と宇和島を結ぶ架橋事業である（図3-16）。
橋梁は全長468mの鋼3径間連続鋼床版箱桁橋で、水深約30mの海中に橋脚2基を設置し渡海するもの

である。宇和島市が実施しており、平成20年から平成21年にかけて経済調査などを行った。　
また平成23年からは詳細設計業務に対し総合評価方式による業者選定及び設計業務の発注者支援を

行った。設計業務の支援としては、下部工に関しては、鋼管杭の施工性、海中不分離性コンクリートの品
質管理法並びにRC橋脚の起重機船による一括吊込み工法について助言検討した。上部工に関しては、耐
風性が問題となり、桁断面は逆台形断面及び張出断面について比較検討し二次元部分模型風洞実験より、
張出断面の選定と耐風対策を決定し、全橋模型試験にて検証を実施した。維持管理計画に関しては維持
管理設備の設置及び維持管理体制について助言を実施した。

図3-15　長崎県離島架橋と位置図
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（5）大島架橋工事総合評価支援業務（H24-H25）
宮城県

宮城県気仙沼大島大橋は気仙沼湾に位置する大島と本土を結ぶ橋梁である。
詳細は、第5節　橋梁関連発注者支援業務に示す。

図3-16　九島架橋計画概要
（出典：http://www.city.uwajima.ehime.jp/www/contents/1249433405635/index.html）

（宇和島市ホームページより）
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1．現場派遣
経験豊富な技術者を橋梁建設現場にアドバイザーとして配置し、公正・中立の立場で発注者支援業務

を行っている。

（1）有明海沿岸道路橋梁設計施工技術業務（H14〜H23、H25　Hは平成以後同じ）
福岡国道工事事務所

当該業務は一般国道208号有明海沿岸道路（図3-17）事業の主要な構造物である橋梁の設計施工等に関
する技術的資料作成を行うものであり、次の3段階について業務を行った。

①設計段階における検討・照査・資料作成
②発注段階における検討・照査・資料作成
③施工段階における検討・照査・資料作成

平成23年度までは三池港ICから大野鳥ICの区間建設が主要な部分を占めた。特にこの区間に含まれる
矢部川大橋は平面曲線を持つPC斜張橋（128m＋261m＋128m）でPC斜張橋では国内最大級の支間長を有
する等数多くの特徴をもつ橋である。この主桁の張出施工中に発生した主塔基礎の沈下も発生し、必要
となる対策も行った。

平成21年3月に部分供用してから、徐々に供用範囲を広げており、それにあわせて、仕事も種類が増え、
平成25年度業務からは拡幅（橋の並列化（大牟田川高架橋））等の検討の他、供用区間のさらに西伸部にあ
たる筑後川・早津江橋梁にも技術支援を行っている。

橋梁関連発注者支援業務第5節

図3-17　有明海沿岸道路
（出典：http://www.qsr.mlit.go.jp/fukkoku/yosangaiyou/H25/R208ariendoro.pdf）
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64 第3章　近年の活動内容

（2）上記以外に調査会が携わった現場派遣業務を以下の表に記す。

表3-9　有明海沿岸道路橋梁設計施工技術業務担当技術者

表3-10　現場派遣業務一覧
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2．総合評価方式等の業務発注支援
総合評価方式等の新たな発注方式において、公正・中立の立場で発注者支援を行っている。

（1）大島大橋架橋工事総合評価支援業務（H24-H25）
宮城県

宮城県が実施する大島架橋工事の発注に関連する技術支援を行った。大島大橋は、気仙沼湾の離島に
架橋する橋長356mの中路アーチ橋である（図3-18）。

本橋は宮城県より平成23年3月11日に襲った東日本大震災の復興のシンボルと位置づけられた事業の1
つであり、また県発注の道路建設関連で初めて総合評価落札方式の高度Ⅲ型（標準技術による標準案に
対し、高度な施工技術や特殊な施工方法の活用により、社会的便益が相当程度向上することを期待する
場合に適用）を適用して発注された工事である。

調査会では、技術提案の審査項目の検討・設定並びに入札参加者から提出があった技術資料の分析・整
理を行った他、有識者委員会の運営を実施した。

図3-18　大島架橋事業計画（出典：宮城県「大島架橋事業」パンフレット）
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（2）上記以外に調査会が携わった発注支援業務を以下の表に記す。

表3-11　発注支援業務一覧
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1．国際

（1）PIARC　道路橋委員会の会議への参加、運営
PIARC（世界道路協会）では4年ごとに戦略テーマが設定され、それに基づき複数の「技術委員会（TC : 

Technical Committee）」を組織し、技術委員会のもとで戦略テーマの各分野における最新の研究事例な
どを踏まえた報告書やガイドラインが作成されている。通常、4年に1度開催される世界大会にあわせて、
その検討期間が設定されている。

調査会では、このPIARCの技術委員会の1つである橋梁委員会の委員に参加している。特に2008年〜
2011年期は、加島常務理事が委員長を務め、委員会の運営が図られた。

この期間に取り組まれた調査課題を表3-12に示す。また、これらの課題に対して表3-13に示す4つのレ
ポートをとりまとめられた。

調査課題番号 調査課題名
D．３．１

D．３．２．

D．３．３．

D．３．４．

D．３．５．

点検及び非破壊検査

道路橋の状態評価（安全性、周辺の状況、近接しやすさを考慮して道路橋の状

態を評価する方法及び斜張橋及び吊橋を含む大規模構造物を評価する方法）

最新の維持管理技術

橋梁ストックのマネジメント

気候変動の対応

表3-12　2008〜2011年期の調査課題

レポート

番号 ○主な内容等

レポート名

橋梁点検員の認定、非破壊検査、橋梁の状態評価

　○橋梁点検員の認定について

　○非破壊検査について

　　２９種類の損傷に対する適用可能な非破壊検査を紹介

　○橋梁の状態評価（多くの国で５段階評価を実施）

大規模橋梁のマネジメント

　○長大橋の管理には専門のチームが専属で管理

橋梁群のマネジメント

　○BMSを活用するには、点検結果の質が大切で橋梁点検員の

　　経験や研修が重要

気候変動への適応

　○橋梁への気候変動の影響については引き続き

　　２０１２－２０１５タームで検討

課題番号との

関係

D．３．１と

D．３．２

D．３．１と

D．３．３

D．３．４

D．３．５

１．

２．

３．

４．

表3-13　レポート

国内外技術基準検討業務　その他第6節
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68 第3章　近年の活動内容

なお、2012年〜2015年期でも加島常務理事が引き続き委員長を勤め、以下の調査課題について取り組
んでいる。

写真3-21　PIARC世界大会（2011.10メキシコ）の道路橋セッション風景

写真3-22　TC4.3（橋梁委員会）全体写真　2012年10月（於；マドリッド（スペイン））

調査課題番号 調査課題名

４．３．１
４．３．２．
４．３．３．
４．３．４．

気候変動への適応
新しい補修方法、修復方法
道路橋のリスクベースマネジメント
修復や欠陥に基づく橋梁の耐荷重能力の推定

表3-14　2012〜2015年期の調査課題
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69第3章　近年の活動内容

（2）その他の国際会議の参加他
調査会では橋梁に関わる最新の技術情報の収集・交換のため国際会議に参加している。参加した主な

国際会議は以下のとおりである。
①IABMAS（橋梁の管理と安全に関する国際協会）
②ASCE／SEI（米国土木学会／構造工学部会）
③ACI（米国コンクリート協会）
④ICSBDC（吊構造橋梁管理者会議）
⑤REAAA（アジア・オーストラレイシア道路技術協会）
⑥UJNR橋梁ワークショップ
⑦IABSE（国際構造工学会）
⑧fib（国際コンクリート連合）

上記のうち、日本と米国交互に開催されている⑥UJNR日米橋梁ワークショップにおいて、平成19年度
日本開催においては、日本側事務局として会議の運営補助も行った。

なお、調査会が派遣した調査団は表3-15のとおりである。

表3-15　調査団の派遣状況
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70 第3章　近年の活動内容

（3）国際協力
調査会ではJICA等から依頼により橋梁に関連した研修に協力している。

また、国際協力の一環として平成16年から平成17年にかけてメッシナ海峡大橋プロジェクトのPMC業
務の受注に向けてイタリア、イギリスの企業とともに応募したが、受注には至らなかった。

表3-16　海外研修への技術員派遣
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71第3章　近年の活動内容

2．国内会議への参加・協力
国内の橋梁の技術フェアに参加し、調査会の業務を広報するとともに、国内の橋梁関連の会議の運営

に参加協力している。

（1）技術フェアへの参加
産官学が主催する建設関連の技術フェア等への参加状況を表3-17に示す。

（2）会議の運営
（公社）日本道路協会が主催する日本道路会議の橋梁部門に幹事委員として会議の運営に参加してき

た。（表3-18参照）

表3-17　建設関連技術フェア等への参加状況

表3-18　日本道路会議での幹事委員

06_橋をかける_3章.indd   71 2014/01/28   15:35



72 第3章　近年の活動内容

3．技術の開発（保有特許）
調査会では業務に関連していくつかの特許を共同保有している。平成25年10月時点で保有する特許は

表3-19のとおりである。

上記のうち、橋梁保全に関連する洗浄装置の概要は以下のとおりである。
1）  軽トラック搭載できるコンパクトな機器高圧ポンプ、エンジン、給水ポンプ、フィルターなどの機器

をコンパクトに構成し、給水ポンプによる自給機能を装備したことで、この装置を搭載した軽トラッ
クを路肩や歩道部に駐車させ、多くの場合車線規制を伴わず交通規制を最小限とすることができる。
また、装置単独でも自在に手押し移動を可能としている。

2）  河川水の使用
洗浄水を確保する給水タンクを使用せず、この装置に特殊フィルターを装備し、河川水など自然

水を高圧ポンプで供給するシステムとしている。

表3-19　保有特許

図3-19　簡易橋梁洗浄装置の給水システム（模式図） 写真3-23　トラックに搭載した橋梁洗浄装置
（幅：0.65m、長さ：1.2m、高さ：1.0m、重量250kg）
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73第3章　近年の活動内容

4．技術基準を検討する委員会への参画
（公社）日本道路協会が出版する橋梁の技術基準書類を検討する委員会に参加している。参加状況を

表3-20、3-21に示す。

（1）道路橋示方書

（2）鋼橋塗装・防食便覧

表3-20　道路橋示方書委員会

表3-21　その他委員会
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74 第3章　近年の活動内容

5．橋梁研究開発基金の運営
調査会では、橋梁技術に関する研究開発に従事する者に対して助成を行い、もって人材の育成に資す

ることを目的に平成20年度から「橋梁技術に関する研究開発助成」及び「国際会議等への参加に関する助
成」を始めており、年に一度、助成対象者を決定している。今まで「橋梁技術に関する研究開発助成」は表
3-22に示す9件、「国際会議等への参加に関する助成」は表3-23に示す14件の助成を行ってきたところであ
る。

なお、助成対象者の選定にあたり、橋梁研究開発助成等審査委員会（東京大学・埼玉大学　伊藤學名誉
教授（平成24年度迄）、（独）土木研究所　魚本健人理事長、東京大学　藤野陽三教授、長岡科学技術大学
　丸山久一教授（平成25年度〜））を設け、審査委員会での審査を経て、それぞれの助成を決定している。

なお、「橋梁技術に関する研究開発助成」による助成研究の成果概要は、「JBECレポート」（過去号は当
財団のホームページからダウンロード可能）に掲載している。

表3-22　橋梁技術に関する研究開発助成決定者（表は氏名の五十音順で示す）
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75第3章　近年の活動内容

表3-23　国際会議への参加に関する助成決定者（表は氏名の五十音順で示す）
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76 第3章　近年の活動内容

6．技術広報・出版事業
調査会では毎年広報誌「JBECレポート」を平成16年度から発刊している。現在までにVOL.1〜VOL.7ま

で発刊しており、ホームページでも閲覧できるようになっている。

平成23年3月に発生した東日本大震災では、現地へ調査団を派遣して、岩手県から宮城県にかけての沿
岸部を通る幹線道路の橋梁38橋の損傷状況を調査した（平成23年3月〜4月）。調査路線と箇所は、国道45
号：35橋、国道4号：1橋、国道398号：1橋、主要地方道塩釜亘理線：1橋に上る。その調査結果（損傷部位
の写真、損傷状況・必要な応急措置等のコメント等）を報告書にまとめ関係者に配布した。

写真3-24　JBECレポート
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77第3章　近年の活動内容

報告書名　「平成23年東北地方太平洋沖地震
による道路橋の被害の事例」

なお、この報告書は英語版もあり、それぞれ
ホームページより入手可能である。

また有償で発刊した図書は表3-24のとおりである。

表3-24　発刊図書

写真3-25　報告書例
（「平成23年東北地方太平洋沖地震による道路橋の被害の事例」）
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78 第3章　近年の活動内容

7．表彰
前調査会の発足以降、いくつかの業務において表彰をうけてきた。表3-25、3-26に種別、年度別に整理

する。

（1）業務表彰等

表3-25　業務表彰等
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79第3章　近年の活動内容

（2）論文賞他
会議に投稿した論文で優秀論文賞を受賞している。

表3-26　論文賞
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82 第4章　資料編

■ 出版物等

販売図書
橋梁保全関係・手引き

書籍名 発行年月 価格
（消費税込） 備考

道路橋の定期点検に関する参考資料
－橋梁損傷事例写真集－ 平.16.12 1,900

既設橋梁の耐震補強工法事例集 平.17.4 1,900

道路橋マネジメントの手引き 平.16.8 2,100

JBECライブラリ

書籍名 発行年月 価格
（消費税込） 備考

スカートサクション基礎　設計施工マニュアル 平.17.6 2,100

その他の書籍

書籍名 発行年月 備考

我が国の次の海峡横断プロジェクト　－歴史・文化・社会・経済・交流・連携－ 平.10.5

大規模海峡横断プロジェクト（Ⅱ）　－技術・環境－ 平.10.5

離島架橋プロジェクト　－計画・技術・社会経済・環境－ 平.10.5

架橋組曲　－明石海峡大橋 平.10.6

海に架ける　海峡横断プロジェクトを支えた20年 平.10.10

本州四国連絡橋　3ルート供用記念出版 平.11.5

大規模横断プロジェクト　－計画・財源・事業手法・社会経済効果－ 平.13.12

海の道　離島架橋 平.15.10

道路橋の補修・補強計算例 平.17.11

橋と景観　北アメリカ編 平.18.3

本四架橋余話　ある土木技術者の追想 平.19.8

官民パートナーショップ手法によるオーレスン連絡路プロジェクト・マネジメント
―デンマークとスウェーデンを繋いだ事例―（翻訳） 平.19.12

平成23年東北地方太平洋沖地震による道路橋被害の事例 平.23.7
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83第4章　資料編

■ 賛助会員数の推移

■ 賛助会員一覧表　（平成25年11月1日現在）

〔建設　8社〕
（株）安藤・間
鹿島建設（株）
佐藤工業（株）
清水建設（株）
大成建設（株）
東急建設（株）
三井住友建設（株）
村本建設（株）

〔橋・鉄構　12社〕
川田工業（株）

（株）駒井ハルテック
瀧上建設興業（株）
瀧上工業（株）

（株）東京鐵骨橋梁
日本橋梁（株）
日本鉄塔工業（株）
日立造船（株）
三菱重工鉄構エンジニアリング（株）
宮地エンジニアリング（株）
横河工事（株）

（株）横河ブリッジ

〔PC　7社〕
（株）IHIインフラ建設
（株）安部日鋼工業
（株）エスイー
川田建設（株）
ド－ピ－建設工業（株）

（株）ピーエス三菱
（株）富士ピー・エス

〔舗装　6社〕
大林道路（株）

（株）ガイアート T・K
鹿島道路（株）
世紀東急工業（株）

（株）NIPPO
日本道路（株）

〔その他　6社〕
（一社）沖縄しまたて協会
首都高技術（株）
西日本建設業保証（株）

（株）ブリッジ・エンジニアリング
本州四国連絡高速道路（株）

（一財）本州四国連絡高速道路協会

〔補修・補強　1社〕
ショーボンド建設（株）

〔電気・通信　1社〕
サンケン電気（株）

〔機械・設備　1社〕
ユタカ電建工業（株）

〔海事・サルベージ　3社〕
深田サルベージ建設（株）

（株）吉田組船舶
寄神建設（株）

〔調査・設計　33社〕
いであ（株）

（株）ウエスコ

（株）エイト日本技術開発
応用地質（株）

（株）オリエンタルコンサルタンツ
開発虎ノ門コンサルタント（株）
基礎地盤コンサルタンツ（株）

（株）協和コンサルタンツ
（株）建設技術研究所
（株）ジェイテック
新日本技研（株）
セントラルコンサルタント（株）

（株）綜合技術コンサルタント
（株）第一コンサルタンツ
大日コンサルタント（株）
大日本コンサルタント（株）
大和コンサル（株）
中央コンサルタンツ（株）

（株）長大
（株）千代田コンサルタント
（株）東京建設コンサルタント
（株）東光コンサルタンツ
（株）ドーコン
内外構造（株）
日本工営（株）
パシフィックコンサルタンツ（株）

（株）福山コンサルタント
（株）復建エンジニアリング
復建調査設計（株）
マクロシステム（株）
八千代エンジニアリング（株）
リテックエンジニアリング（株）

（株）ワイ・シー・イー

（50音順）
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121120123120
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84 第4章　資料編

■ 組織の推移

昭和53年度〜平成15年度

平成16年度〜

組織 開設 閉鎖
本部

坂出事務室 S63.3.31

岡山支所 H5.3.31

岡山事務室 H5.3.31

神戸事務室 H12.6.17

今治事務室 H11.3.31

大型風洞試験室 H12.6.17

尾道事務室 H11.3.31

明石海峡大橋展示館 H16.3.31

水島事務室 H8.3.31

技術情報管理室 H16.3.31

岡山技術情報室 H14.3.31

尾道技術情報室 H16.3.31

神戸技術情報室 H14.3.31

財団法人 海洋架橋調査会
昭和53年4月～平成16年3月

S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 H8S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H15H9 H10 H11 H12 H13 H14

S53.4.1

S53.4.1

S55.10.1

S55.10.1

S63.12.1

H1.4.1

H2.11.1

H4.4.1

H4.10.1

H5.4.1

H5.4.1

H7.10.1

H8.4.1

H9.4.1

組織 開設 閉鎖
東京本部

神戸本部 H21.3.31

技術情報管理室　 H21.3.31

橋の科学館 H21.3.31

東北支部

関東支部

北陸支部

中部支部

近畿支部

中国支部

四国支部

九州支部

北海道駐在所

H16.4.1

H16.4.1

H16.4.1
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H24.7.1

平成16年4月～平成25年3月 平成25年4月～
H25

財団法人 海洋架橋・橋梁調査会 一般財団法人 橋梁調査会
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■ 職員数の推移
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■ 役員名簿一覧

役職名 氏　　名 在　　職　　期　　間 備　　考

会　　長 富樫凱一 昭和53年4月1日 〜 平成5年4月21日

会　　長 尾之内由起夫 平成5年5月27日 〜 平成12年6月14日 S55.9.24〜H5.5.26　顧問

理事長 村上永一 昭和53年4月1日 〜 昭和55年9月24日

理事長 蓑輪健二郎 昭和55年9月24日 〜 昭和58年1月21日

理事長 井上義光 昭和58年4月27日 〜 平成10年6月14日

理事長 大富　宏 平成10年6月15日 〜 平成12年6月14日

理事長 山根　孟 平成12年6月15日 〜 平成20年6月14日 H20.6.28より顧問
理事長

職務代行 竹内義人 平成20年6月27日 〜 平成24年6月18日

理事長 伊藤　學 平成24年6月19日 〜 H18.3.15〜H24.6.18　非常勤理事

専務理事 駒田敬一 平成6年6月15日 〜 平成15年3月13日 H6.4.1〜H6.6.14　顧問

専務理事 星野　満 平成15年3月14日 〜 平成17年9月30日 H15.2.1〜H15.3.13　顧問

専務理事 竹内義人 平成17年10月1日 〜 平成24年11月30日 H24.12.1より非常勤理事

専務理事 西川和廣 平成25年6月11日 〜

常務理事 古閑新也 昭和53年4月1日 〜 昭和60年7月1日

常務理事 杉田秀夫 昭和60年7月1日 〜 平成5年11月17日

常務理事 加島　聰 平成15年3月14日 〜 H14.7.16〜H15.3.13　顧問

常務理事 糸川昌志 平成16年7月13日 〜 平成22年6月14日 H22.6.15より非常勤理事

理　　事 伊藤　學
昭和53年4月1日 〜 平成17年3月31日

平成18年3月15日 〜 平成24年6月18日 H24.6.19より理事長

理　　事 江田正光 昭和53年4月1日 〜 昭和55年5月20日

理　　事 大橋富士夫 昭和53年4月1日 〜 昭和57年6月15日

理　　事 岡田政三 昭和53年4月1日 〜 昭和57年6月15日

理　　事 甲斐敬二 昭和53年4月1日 〜 昭和55年5月20日

理　　事 久保慶三郎 昭和53年4月1日 〜 平成8年5月28日

理　　事 黒沢　肇 昭和53年4月1日 〜 昭和60年6月11日

理　　事 島村忠男 昭和53年4月1日 〜 昭和60年6月11日

理　　事 武田文夫 昭和53年4月1日 〜 昭和63年6月15日

理　　事 前田忠次 昭和53年4月1日 〜 昭和58年5月27日

理　　事 松崎彬磨 昭和53年4月1日 〜 昭和58年5月27日

理　　事 宮地武夫 昭和53年4月1日 〜 昭和57年6月15日

理　　事 山本成美 昭和53年4月1日 〜 昭和58年5月27日

理　　事 市川　泰 昭和55年5月20日 〜 昭和58年5月27日

理　　事 廣瀬勝美 昭和55年5月20日 〜 昭和56年5月26日

理　　事 本田正彦 昭和56年5月26日 〜 昭和61年5月26日

理　　事 村上永一 昭和56年5月26日 〜 平成12年6月14日

理　　事 石上立夫 昭和57年6月15日 〜 昭和61年5月26日

理　　事 岸本　寛 昭和57年6月15日 〜 平成1年6月13日

理　　事 豊田彰夫 昭和57年6月15日 〜 昭和63年6月15日

理　　事 柴田啓次 昭和58年5月27日 〜 昭和62年6月5日

理　　事 福田孝平 昭和58年5月27日 〜 昭和61年5月26日

理　　事 本田　茂 昭和58年5月27日 〜 昭和61年5月26日

理　　事 山根　孟 昭和58年5月27日 〜 昭和60年6月11日
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87第4章　資料編

役職名 氏　　名 在　　職　　期　　間 備　　考

理　　事 小野雅文 昭和60年6月11日 〜 平成7年5月29日

理　　事 堺　徳吾 昭和60年6月11日 〜 平成5年5月27日

理　　事 吉田　巌 昭和60年6月11日 〜 昭和63年6月15日

理　　事 青木宏悦 昭和61年5月26日 〜 平成2年5月31日

理　　事 浦　久康 昭和61年5月26日 〜 平成1年6月13日

理　　事 新野喜一郎 昭和61年5月26日 〜 平成5年5月27日

理　　事 田口　榮 昭和61年5月26日 〜 平成5年5月27日

理　　事 長沢不二男 昭和61年5月31日 〜 平成14年6月14日

理　　事 吉住俊彦 昭和62年6月5日 〜 平成2年5月31日

理　　事 佐藤　穣 昭和63年6月15日 〜 平成5年5月27日

理　　事 萩原　浩 昭和63年6月15日 〜 平成1年6月13日

理　　事 広松照房 昭和63年6月15日 〜 平成5年5月27日

理　　事 有吉　熙 昭和63年7月23日 〜 平成5年5月27日

理　　事 飯田庸太郎 平成1年6月13日 〜 平成5年5月27日

理　　事 岡田哲夫 平成1年6月13日 〜 平成2年5月31日

理　　事 戸田守二 平成2年6月15日 〜 平成6年5月31日

理　　事 加賀美彰 平成5年5月27日 〜 平成6年5月31日

理　　事 河井清和 平成5年5月27日 〜 平成10年6月14日

理　　事 久保木哲彦 平成5年5月27日 〜 平成12年6月14日

理　　事 鈴木康弘 平成5年5月27日 〜 平成7年5月29日

理　　事 遠山仁一 平成5年5月27日 〜 平成9年5月29日

理　　事 中野龍二 平成5年5月27日 〜 平成7年5月29日

理　　事 松本　弘 平成5年5月27日 〜 平成10年7月15日

理　　事 五島　哲 平成6年6月15日 〜 平成11年5月28日

理　　事 杉岡　浩 平成7年5月29日 〜 平成18年6月14日

理　　事 藤原俊郎 平成7年5月29日 〜 平成9年5月29日

理　　事 山下弘文 平成7年5月29日 〜 平成17年2月28日

理　　事 仁甁義夫 平成8年6月15日 〜 平成12年6月14日

理　　事 藤野陽三 平成8年6月15日 〜

理　　事 鎌田吉郎 平成9年5月29日 〜 平成10年7月15日

理　　事 武井俊文 平成9年5月29日 〜 平成13年11月12日

理　　事 淺村　峻 平成10年7月15日 〜 平成12年6月14日

理　　事 高山弘美 平成10年6月15日 〜 平成13年3月27日

理　　事 木内啓介 平成10年7月15日 〜 平成15年8月14日

理　　事 小山　巌 平成12年6月15日 〜 平成15年6月14日

理　　事 岸　昭男 平成13年3月28日 〜 平成15年6月14日

理　　事 山道卿英　 平成12年6月15日 〜 平成15年8月14日

理　　事 岩﨑敏男 平成12年6月15日 〜 平成20年2月19日

理　　事 原田康夫 平成13年11月12日 〜 平成17年5月26日

理　　事 佐藤弘道 平成12年6月15日 〜 平成14年6月14日

理　　事 葉山莞児 平成14年6月15日 〜 平成21年5月26日

理　　事 原　毅 平成14年6月15日 〜 平成18年6月14日

理　　事 八木重二郎 平成15年6月15日 〜 平成17年3月31日

理　　事 松浦重治 平成15年6月15日 〜 平成17年9月30日

理　　事 佐々木徹 平成15年8月15日 〜 平成20年2月19日
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役職名 氏　　名 在　　職　　期　　間 備　　考

理　　事 桑野健一 平成15年8月15日 〜 平成22年6月14日

理　　事 城處求行 平成16年6月15日 〜 平成17年2月28日

理　　事 田中義一 平成16年6月15日 〜 平成18年6月14日

理　　事 上野　裕 平成17年3月1日 〜 平成20年2月19日

理　　事 佐々木恒容 平成17年5月27日 〜 平成18年3月15日

理　　事 佐藤信彦 平成17年3月1日 〜 平成20年6月24日

理　　事 川島一彦 平成17年9月26日 〜 平成25年6月10日

理　　事 藤原良一 平成18年6月15日 〜 平成22年6月14日

理　　事 林田紀久男 平成18年6月15日 〜 平成20年6月14日

理　　事 延増喬史 平成18年6月15日 〜 平成20年6月14日

理　　事 川田忠樹 平成19年5月31日 〜 平成21年5月26日

理　　事 廣谷彰彦 平成20年2月20日 〜 平成23年5月25日

理　　事 丸山久一 平成20年2月20日 〜

理　　事 村松敏光 平成20年6月25日 〜 平成25年6月10日

理　　事 氏原完典 平成20年6月15日 〜 平成24年6月14日

理　　事 長尾德博 平成20年6月15日 〜 平成22年6月14日

理　　事 中村満義 平成21年5月27日 〜 平成25年6月10日

理　　事 須賀安生 平成21年5月27日 〜 平成23年5月25日

理　　事 糸川昌志 平成22年6月15日 〜

理　　事 勝木恒男 平成22年6月15日 〜 平成25年6月10日

理　　事 森　俊雄 平成22年6月15日 〜 平成25年6月10日

理　　事 吉ヶ江治道 平成22年6月15日 〜

理　　事 大島一哉 平成23年5月26日 〜 平成25年6月10日

理　　事 昼間祐治 平成23年5月26日 〜

理　　事 水島和紀 平成24年6月15日 〜

理　　事 竹内義人 平成24年12月1日 〜

理　　事 野村　昇 平成25年6月11日 〜

理　　事 則久芳行 平成25年6月11日 〜

理　　事 星野　満 平成25年6月11日 〜

理　　事 宮川豊章 平成25年6月11日 〜

監　　事 藤原　武 昭和53年4月1日 〜 平成4年2月17日

監　　事 山崎鋓秋 昭和53年4月1日 〜 平成2年5月8日

監　　事 原田武雄 平成2年6月15日 〜 平成4年6月14日

監　　事 宮田浩邇 平成4年6月15日 〜 平成8年6月15日

監　　事 三野　定 平成4年6月15日 〜 平成10年6月15日

監　　事 栗林栄一 平成8年6月15日 〜 平成16年6月14日

監　　事 福本善一 平成10年6月15日 〜 平成12年6月14日

監　　事 田中義一 平成12年6月15日 〜 平成14年6月14日

監　　事 織戸鐵太郎 平成14年6月15日 〜 平成16年6月14日

監　　事 森川綱伺 平成16年6月15日 〜

監　　事 奥野晴彦 平成16年6月15日 〜 平成20年6月14日

監　　事 尾尻哲洋 平成20年6月15日 〜

評議員 縣　保佑
平成11年6月16日 〜 平成12年3月17日

平成15年6月16日 〜 平成25年3月31日

評議員 赤松惟央 平成11年6月16日 〜 平成15年6月15日
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役職名 氏　　名 在　　職　　期　　間 備　　考

評議員 秋山昭八 平成11年6月16日 〜 平成15年6月15日

評議員 旭　一穂 平成11年6月16日 〜 平成13年3月28日

評議員 遠藤武夫 平成11年6月16日 〜 平成25年3月31日

評議員 木村悌士 平成11年6月16日 〜 平成13年8月1日

評議員 木挽孝紀 平成11年6月16日 〜 平成12年3月17日

評議員 澤井廣之 平成11年6月16日 〜 平成15年6月15日

評議員 辻本有一 平成11年6月16日 〜 平成15年6月15日

評議員 平田泰章 平成11年6月16日 〜 平成15年6月15日

評議員 藤崎道雄 平成11年6月16日 〜 平成13年6月15日

評議員 本山　蓊 平成11年6月16日 〜 平成22年1月25日

評議員 森　研二 平成11年6月16日 〜 平成19年6月15日

評議員 森本裕士 平成11年6月16日 〜 平成15年6月15日

評議員 矢野洋一郎 平成11年6月16日 〜 平成15年6月15日

評議員 山岡礼三 平成13年9月19日 〜 平成25年3月31日

評議員 太田幸一 平成13年6月16日 〜 平成19年6月15日

評議員 松岡清彦 平成15年6月16日 〜 平成25年3月31日

評議員 奥島　敢 平成15年6月16日 〜 平成17年3月14日

評議員 井原健雄 平成15年6月16日 〜 平成25年3月31日

評議員 井保武寿 平成15年6月16日 〜 平成19年6月15日

評議員 小野和日児 平成15年6月16日 〜 平成25年3月31日

評議員 清水孝一 平成15年6月16日 〜 平成25年3月31日

評議員 則久芳行 平成15年6月16日 〜 平成25年3月31日

評議員 青木克規 平成17年3月15日 〜 平成19年6月15日

評議員 魚本健人 平成17年6月16日 〜 平成23年6月15日

評議員 蒔田　實 平成17年6月16日 〜 平成25年3月31日

評議員 山川朝生 平成17年6月16日 〜 平成25年3月31日

評議員 太田英美 平成19年6月16日 〜 平成25年3月31日

評議員 瀨古一郎 平成19年6月16日 〜 平成23年6月15日

評議員 山本正明 平成19年6月16日 〜 平成25年3月31日

評議員 鈴木精一 平成22年3月25日 〜 平成25年3月31日

評議員 二羽淳一郎 平成23年6月16日 〜 平成25年3月31日

評議員 成田　賢 平成23年6月16日 〜 平成25年3月31日

評議員 小野和日児 平成25年4月1日 〜

評議員 北川　久 平成25年4月1日 〜

評議員 鈴木精一 平成25年4月1日 〜

評議員 二羽淳一郎 平成25年4月1日 〜

評議員 長谷川伸一 平成25年4月1日 〜

評議員 森　俊雄 平成25年6月11日 〜

顧問 尾之内由起夫 昭和55年9月24日 〜 平成5年5月26日

顧問 村上圭三 昭和55年11月1日 〜 平成15年3月31日

顧問 松崎彬磨 昭和59年12月1日 〜 平成16年6月15日

顧問 田中淳七郎 昭和60年10月16日 〜 昭和61年4月30日

顧問 山根　孟
昭和63年11月25日 〜 平成12年6月14日

平成20年6月28日 〜

顧問 駒田敬一 平成6年4月1日 〜 平成6年6月14日
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役職名 氏　　名 在　　職　　期　　間 備　　考

顧問 遠藤武夫 平成6年7月1日 〜 平成7年3月31日

顧問 萩原　浩 平成8年6月15日 〜

顧問 佐伯彰一 平成10年7月15日 〜 平成15年9月30日

顧問 大富　宏 平成12年6月15日 〜 平成14年6月14日

顧問 加島　聰 平成14年7月16日 〜 平成15年3月13日

顧問 星野　満 平成15年2月1日 〜 平成15年3月13日

顧問 多田宏行 平成16年6月16日 〜

顧問 藤川寛之 平成16年6月16日 〜
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■ 職員名簿一覧

1．財団法人 海洋架橋調査会（昭和53年設立から平成16年3月31日まで）
所属 部所 役職名 氏　　名 在　　職　　期　　間 備　　考

本　　部 事務局長 古閑新也 昭和53年4月1日 〜 昭和60年6月30日 常務理事事務取扱

本　　部 事務局長 杉田秀夫 昭和60年7月1日 〜 平成3年3月31日 常務理事事務取扱

本　　部 事務局長 斎藤達雄 平成3年4月1日 〜 平成4年3月31日 総務部長兼

本　　部 事務局長 杉田秀夫 平成4年4月1日 〜 平成5年11月17日 常務理事事務取扱

本　　部 事務局長 山下義之 平成5年11月18日 〜 平成7年12月31日 企画部長兼

本　　部 事務局長 佐伯康二 平成8年1月1日 〜 平成12年7月31日 企画部長兼

本　　部 事務局長 駒田敬一 平成12年8月1日 〜 平成15年3月13日 専務理事事務取扱

本　　部 事務局長 加島　聰 平成15年3月14日 〜 平成16年3月31日 常務理事事務取扱

本　　部 参与 高嶋　洸 昭和56年7月1日 〜 昭和56年12月31日

本　　部 上席調査役 篠塚公一 昭和58年7月2日 〜 昭和61年8月31日

本　　部 上席調査役 松崎　實 昭和60年1月15日 〜 昭和60年1月30日

本　　部 参与 斎藤達雄 昭和60年4月1日 〜 平成5年3月31日

S60.4.1　岡山事務室、
S63.4.1〜H4.3.31　総務部長、
H3.4.1〜H4.3.31　事務局長、
H4.4.1〜H5.3.31　参与

本　　部 参与 鈴木秀郎 平成7年5月1日 〜 平成10年3月31日

本　　部 上席調査役 山下義之 昭和60年4月1日 〜 平成8年3月31日

S60.4.1　岡山事務室、
H2.8.1〜H7.12.31　企画部長、
H5.11.18〜H7.12.31　事務局長、
H8.1.1〜H8.3.31　上席調査役

本　　部 上席調査役 山中鷹志 平成9年7月1日 〜 平成16年3月31日

H9.7.1〜H12.6.19　  開発部長・ 
兼神戸事務室長、

H12.6.19〜H14.7.31　企画開発部長、
H14.8.1〜　上席調査役

本　　部 調査役 山岸一彦 平成7年4月1日 〜 平成9年6月30日 H7.4.1〜H8.3.31　技術部

本　　部 調査役 有馬　勇 平成10年7月16日 〜 平成13年6月30日

本　　部 調査役 佐藤昭光 平成13年7月1日 〜 平成16年3月31日 H15.8.1〜H16.3.31　技術部調査役

本　　部 総務部 総務部長 北原和夫 昭和53年4月1日 〜 昭和55年6月30日

本　　部 総務部 総務部長 滝口圭一 昭和55年7月1日 〜 昭和57年2月28日

本　　部 総務部 総務部長 坂本保民 昭和57年3月1日 〜 昭和60年4月15日

本　　部 総務部 総務部長 滝口圭一 昭和60年4月16日 〜 昭和61年11月30日

本　　部 総務部 総務部長 菅原誠一 昭和61年12月1日 〜 昭和63年3月31日

本　　部 総務部 総務部長 阪元紘一 平成4年4月1日 〜 平成5年12月31日

本　　部 総務部 総務部長 服部宗彦 平成6年1月1日 〜 平成7年9月30日

本　　部 総務部 総務部長 福田憲治 平成7年10月1日 〜 平成10年4月4日

本　　部 総務部 総務部長 飯田雄二 平成10年4月5日 〜 平成12年7月15日

本　　部 総務部 総務部長 鹿野　弘 平成12年7月16日 〜 平成14年3月31日

本　　部 総務部 総務部長 武　　渉 平成14年4月1日 〜 平成16年3月31日

本　　部 総務部 参与 末広徳次 昭和57年10月1日 〜 平成5年3月31日
S57.10.1〜57.12.21　調査役、
S58.1.1〜S60.12.31　参与、
S61.1.1〜H5.3.31　総務部

本　　部 総務部 調査役 菅原誠一 平成3年10月1日 〜 平成8年3月31日

本　　部 総務部 調査役 中村　勤 平成1年4月2日 〜 平成11年3月31日 H1.4.2〜H8.3.31　総務課長

本　　部 総務部 総務課長 島　　 寛 平成8年5月1日 〜 平成10年11月15日

本　　部 総務部 総務部主査 渡辺康彦 昭和53年4月1日 〜 昭和54年5月31日

本　　部 総務部 総務部主事 畑谷裕實 昭和53年5月16日 〜 昭和55年8月31日

本　　部 総務部 総務部主事 宮島恒夫 昭和55年9月1日 〜 昭和57年11月16日

本　　部 総務部 総務部主査 堀田武男 昭和57年12月1日 〜 昭和59年11月30日

本　　部 総務部 総務部主事 川内浩一 昭和59年12月1日 〜 昭和61年12月31日

本　　部 総務部 総務課長代理 池澤　稔 平成1年4月2日 〜 平成3年7月31日

本　　部 総務部 総務課長代理 中塚信夫 平成3年8月1日 〜 平成5年7月15日

本　　部 総務部 総務部主事 西本　勉 平成5年4月1日 〜 平成7年2月28日

本　　部 総務部 総務課長代理 平田孝夫 平成5年10月1日 〜 平成7年9月30日

本　　部 総務部 総務部主査 村岡良文 平成7年4月1日 〜 平成9年3月31日

本　　部 総務部 総務部主査 吉田尚志 平成9年4月1日 〜 平成11年6月30日
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本　　部 総務部 総務課長 野村昌司 平成10年12月1日 〜 平成13年6月30日

本　　部 総務部 総務課長 村岡良文 平成13年7月1日 〜 平成15年9月30日

本　　部 総務部 総務課長 為定数則 平成15年8月1日 〜 平成16年3月31日 S62.1.16〜H1.3.31　総務部、
H15.8.1〜9.30　調査役

本　　部 総務部 総務課 南　秀次 平成15年12月1日 〜 平成16年3月31日

本　　部 総務部 調査役 黒田健二 平成16年2月16日 〜 平成16年3月31日

本　　部 総務部 調査役 中川　勉 平成16年3月1日 〜 平成16年3月31日

本　　部 総務部 石山博美 昭和53年4月1日 〜 昭和56年1月31日

本　　部 総務部 依田由美子 昭和53年4月1日 〜 昭和55年3月15日

本　　部 総務部 西岡美恵子 昭和59年7月1日 〜 昭和62年3月31日

本　　部 総務部 佐々木貞子 昭和61年6月1日 〜 平成1年12月31日 技術部

本　　部 総務部 川名めぐみ 昭和63年10月1日 〜 平成12年2月1日 技術部、開発部

本　　部 総務部 茂木利律子 昭和57年4月1日 〜 平成12年5月1日 技術部、開発部開発部

本　　部 総務部 磯上小百合 昭和56年4月1日 〜 平成12年6月16日 技術部、企画部

本　　部 総務部 相原謙二 平成11年7月1日 〜 平成12年6月17日

本　　部 総務部 寺西（樽家）智子 平成10年4月1日 〜 平成13年12月1日 神戸事務室

本　　部 総務部 大西有希子 平成13年4月1日 〜 平成16年3月31日

本　　部 総務部 稲葉慶子 平成15年8月1日 〜 平成16年3月31日 技術部、企画部、技術情報管理室

本　　部 技術部 技術部長 小野秀夫 昭和53年4月1日 〜 昭和55年3月31日

本　　部 技術部 技術部長 山崎良二 昭和55年4月1日 〜 昭和57年3月31日

本　　部 技術部 技術部主査 亀山正俊 昭和53年4月1日 〜 昭和55年3月31日

本　　部 技術部 技術部主査 河野英雄 昭和53年4月1日 〜 昭和55年5月31日

本　　部 技術部 技術部主査 久保田良司 昭和54年6月1日 〜 昭和56年3月31日

本　　部 技術部 技術部技師 城   和己 昭和55年4月1日 〜 昭和55年9月29日

本　　部 技術部 技術部技師 帆足博明 昭和55年6月1日 〜 昭和57年5月31日

本　　部 技術部 技術部主査 新井正人 昭和55年10月1日 〜 昭和57年4月1日

本　　部 技術部 技術部技師 滝下健二 昭和56年6月1日 〜 昭和57年3月31日

本　　部 技術部 田中良弘 昭和53年4月1日 〜 昭和57年3月31日

本　　部 技術部 石丸啓子 昭和53年11月1日 〜 昭和55年3月31日

本　　部 技術部 三石卓代 昭和54年7月1日 〜 昭和55年12月31日

本　　部 技術部 大庭瑞江 昭和54年7月1日 〜 昭和57年5月1日

本　　部 技術部 武内美香子 昭和56年1月1日 〜 昭和56年8月1日

本　　部 技術部 小山朋子 昭和56年10月1日 〜 昭和57年3月31日

本　　部 技術第一部 技術第一部長 古田富夫 昭和57年4月1日 〜 昭和60年1月15日 S57.4.1〜S59.3.31　技術部長、
S59.4.1〜　技術第一部長

本　　部 技術第一部 技術第一部長 前田　純 昭和59年4月1日 〜 昭和62年4月29日 S59.4.1〜S61.4.1　技術第二部長、
S61.4.2〜　技術第一部長

本　　部 技術第一部 技術第一部長 大塚岩男 昭和62年7月16日 〜 昭和63年4月9日

本　　部 技術第一部 技術第一部長 宮下　力 昭和63年4月10日 〜 平成2年7月31日

本　　部 技術第一部 調査役 藤井祐司 昭和62年4月1日 〜 平成1年3月31日

本　　部 技術第一部 主査 川戸　 彰 昭和57年5月1日 〜 昭和59年4月30日 S57.5.1〜H59.3.31　技術部

本　　部 技術第一部 主査 伊藤稔明 昭和59年5月1日 〜 昭和61年6月30日

本　　部 技術第一部 主査 青野　 宏 昭和61年4月1日 〜 平成1年3月31日

本　　部 技術第一部 主査 大和屋豊 昭和61年4月16日 〜 昭和63年7月15日

本　　部 技術第二部 技術第二部長 高橋幸蔵 昭和61年4月1日 〜 昭和61年10月31日

本　　部 技術第二部 技術第二部長 岡村秀夫 昭和61年11月1日 〜 平成2年6月30日

本　　部 技術第二部 調査課長代理 上田忠夫 昭和63年4月1日 〜 平成2年3月31日

本　　部 技術部 大森芳子 昭和57年4月1日 〜 昭和60年2月15日

本　　部 技術部 石井ひとみ 昭和57年4月1日 〜 昭和63年5月1日

本　　部 技術部 蔵成陽子 昭和54年4月1日 〜 昭和62年3月1日 総務部

本　　部 技術部 竹本伸一 昭和62年4月1日 〜 昭和63年3月31日

本　　部 技術部 新井恭子 平成2年6月1日 〜 平成7年12月31日 総務部、企画部

本　　部 技術部 技術部長 山根哲雄 平成2年8月1日 〜 平成5年3月31日

本　　部 技術部 技術部長 岩屋勝司 平成5年4月1日 〜 平成8年3月31日

本　　部 技術部 技術部長 神　 弘夫 平成8年4月1日 〜 平成10年3月31日

本　　部 技術部 技術部長 新田篤志 平成13年4月1日 〜 平成14年10月20日
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本　　部 技術部 技術部長 村瀬佐太美 平成14年11月16日 〜 平成15年5月31日

本　　部 技術部 技術部長 淵田政信 平成15年6月2日 〜 平成16年3月31日 H10.4.5〜H13.3.31　技術部長

本　　部 技術部 技術課長代理 吉田　彰 平成1年4月1日 〜 平成3年3月31日 H1.4.1〜H2.3.31　企画課長代理

本　　部 技術部 技術第一課長 加藤嘉津次 平成1年4月1日 〜 平成3年3月31日 H1.4.1〜H2.7.31　技術第一部

本　　部 技術部 技術第一課長 田口松義 平成2年4月1日 〜 平成4年3月31日 H2.4.1〜H3.3.31　技術第二部

本　　部 技術部 技術第二課長
代理 佐伯成巳 平成3年4月1日 〜 平成5年3月31日 H3.4.1〜H4.3.31　技術部第二課

本　　部 技術部 技術課長 下前隆雄 平成5年4月1日 〜 平成8年3月31日 H5.4.1〜H6.3.31　開発部

本　　部 技術部 技術課長 川田政史 平成8年4月1日 〜 平成10年3月31日

本　　部 技術部 技術課長 藤原武夫 平成10年4月5日 〜 平成13年6月30日

本　　部 技術部 技術課長 若月　豊 平成13年7月1日 〜 平成16年3月31日

本　　部 技術部 廣中明雄 平成6年4月1日 〜 平成9年5月31日 H6.4.1〜H8.3.31　神戸事務室

本　　部 技術部 新沼俊治 平成5年4月1日 〜 平成16年3月31日 H5.4.1〜H9.3.31　企画部、開発部

本　　部 技術部 貫井（福元）尚美 平成5年4月1日 〜 平成12年5月31日 総務部

本　　部 技術部 技術課 吉田真紀子 平成13年4月1日 〜 平成16年3月31日

本　　部 技術部 技術課主任 二宮仁司 平成15年9月1日 〜 平成16年3月31日

本　　部 企画部 企画部長 平山純一 昭和63年7月16日 〜 平成2年3月31日 S63.7.16〜H1.3.31　企画室長

本　　部 企画部 企画課長 原澤秀久 平成6年4月1日 〜 平成9年3月31日

本　　部 企画部 企画課長 宮脇幸男 平成9年4月1日 〜 平成11年3月31日

本　　部 企画部 一ノ宮信彦 平成6年9月6日 〜 平成10年3月31日

本　　部 開発部 開発部長 原崎郁夫 平成1年4月1日 〜 平成3年12月15日 H1.4.1〜H2.3.31　開発室長

本　　部 開発部 開発部長 鈴木幹啓 平成4年4月1日 〜 平成5年10月31日

本　　部 開発部 開発部長 加藤　 茂 平成5年11月1日 〜 平成8年3月31日

本　　部 開発部 開発部長 佐々木雅敏 平成8年7月16日 〜 平成9年6月30日 H9.7.1〜H10.7.15　調査役

本　　部 開発部 開発課長代理 横沼庸助 平成4年4月1日 〜 平成5年3月31日 H3.4.1　技術部

本　　部 開発部 開発課長 土屋義俊 平成6年4月1日 〜 平成8年3月31日 H5.4.1　企画課長

本　　部 開発部 開発課長 石倉健治 平成8年4月1日 〜 平成10年7月15日

本　　部 開発部 開発課長 大麻　毅 平成10年7月16日 〜 平成12年3月31日

本　　部 開発部 木下淑恵 平成4年10月1日 〜 平成4年12月31日 S56.5.1　技術部、総務部

本　　部 企画開発部 課長 森田一幸 平成12年4月1日 〜 平成15年3月31日 H12.4.1〜H12.6.19　開発課長

本　　部 企画開発部 管理長 岡田凌太 平成12年4月2日 〜 平成16年3月31日

本　　部 企画開発部 管理長 河野英雄 平成12年4月2日 〜 平成15年4月15日

本　　部 企画開発部 管理長 村卸靖訓 平成12年4月1日 〜 平成14年3月31日

本　　部 企画開発部 調査役 大橋利勝 平成13年7月1日 〜 平成16年3月31日

本　　部 企画開発部 調査役 豊島正治 平成13年7月1日 〜 平成16年3月31日

本　　部 企画開発部 上席調査役 杉浦正宣 平成13年7月1日 〜 平成16年3月31日

本　　部 企画開発部 調査役 貴志友基 平成14年9月16日 〜 平成16年3月31日 福岡国道工事事務所派遣　14.10.1〜

本　　部 企画開発部 管理長 廣永武俊 平成15年4月2日 〜 平成21年3月31日

本　　部 企画開発部 調査役 守屋正寿 平成15年4月1日 〜 平成16年3月31日

本　　部 企画開発部 課長 中元雄治 平成15年9月1日 〜 平成16年3月31日

本　　部 企画開発部 越智祥孝 平成5年4月1日 〜 平成16年3月31日 企画課、今治事務室、技術課、開発課、
管理長付

本　　部 企画開発部 古川裕美子 平成13年4月1日 〜 平成13年12月31日

本　　部 企画開発部 越智三保子 平成15年4月1日 〜 平成16年3月31日

本　　部 企画開発部 小幡正悳 平成15年4月1日 〜 平成16年3月31日

本　　部 企画開発部 企画開発課
主任 土谷政治 平成15年11月21日 〜 平成16年3月31日

技術情報
管理室

技術情報
管理室 室長 越智啓登 平成5年7月1日 〜 平成13年3月31日

技術情報
管理室

技術情報
管理室 室長 池田昭欣 平成11年1月16日 〜 平成16年3月31日

H11.1.16〜H12.7.31　  尾道技術情報室 
室長、

H12.8.1〜H13.3.31　  技術情報管理室 
副室長、

H13.4.1　技術情報管理室室長

技術情報
管理室

技術情報
管理室 副室長 樋笠清賢 昭和63年10月1日 〜 平成16年3月31日

S63.10.1〜H6.3.31　  岡山事務室、 
水島事務室、

H6.4.1〜H13.3.31　技術情報管理室、
H13.4.1〜　副室長

07_橋をかける_4章.indd   93 2014/01/28   15:36



94 第4章　資料編

所属 部所 役職名 氏　　名 在　　職　　期　　間 備　　考

技術情報
管理室

技術情報
管理室 調査役 小暮三郎 昭和57年4月1日 〜 平成6年3月31日 S57.4.1〜H5.3.31　技術部、技術第一部

技術情報
管理室

技術情報
管理室 古田和子 昭和61年2月1日 〜 平成9年3月31日 S61.2.1〜H5.3.31　技術部、企画部

技術情報
管理室

技術情報
管理室 古川英史 平成8年1月4日 〜 平成10年3月31日

海外派遣 国際協力
事業団 ザイール 中山武志 昭和54年5月10日 〜 昭和56年5月9日

海外派遣 国際協力
事業団 ザイール 辰巳正明 昭和56年4月20日 〜 昭和58年4月26日

海外派遣 国際協力
事業団 ザイール 福井幸夫 昭和57年4月15日 〜 昭和59年4月21日

海外派遣 国際協力
事業団 ビルマ 高田志郎 昭和57年7月7日 〜 昭和60年3月12日

海外派遣 国際協力
事業団 ケニア 多田一正 昭和60年12月13日 〜 昭和63年4月9日

海外派遣 国際協力
事業団 ケニア 山縣　守 昭和62年11月24日 〜 平成1年12月15日

海外派遣 国際協力
事業団 ケニア 酒井和吉 平成5年10月1日 〜 平成7年10月16日

海外派遣 国際協力
事業団 ケニア 徳永剛平 平成12年11月17日 〜 平成14年11月16日

海外派遣 国際協力
事業団 ケニア 竹内政彦 平成15年2月23日 〜 平成16年3月31日 H12.3.26〜H14.3.25　ザンビア

海外派遣 国際協力
事業団 インドネシア 古家信明 昭和63年6月16日 〜 平成2年7月31日

海外派遣 国際協力
事業団 インドネシア 河口浩二 平成2年7月9日 〜 平成4年7月19日

海外派遣 国際協力
事業団 インドネシア 松本　 毅 平成6年6月12日 〜 平成8年6月30日 H2.4.1〜H3.9.30　開発部

海外派遣 国際協力
事業団 インドネシア 福永　 勉 平成8年5月31日 〜 平成10年6月15日

海外派遣 国際協力
事業団 トルコ 秋山晴樹 平成1年3月15日 〜 平成3年3月31日

海外派遣 国際協力
事業団 トルコ 中村　 守 平成3年3月1日 〜 平成5年5月31日

海外派遣 国際協力
事業団 トルコ 岡野　 哲 平成5年2月11日 〜 平成7年2月28日

海外派遣 国際協力
事業団 トルコ 秦　 健作 平成7年1月24日 〜 平成9年2月9日 S63.6.1〜63.12.31　技術部

海外派遣 国際協力
事業団 トルコ 川上賢明 平成9年1月9日 〜 平成11年1月17日

海外派遣 国際協力
事業団 トルコ 帆足博明 平成10年12月26日 〜 平成13年1月11日

海外派遣 国際協力
事業団 トルコ 栗原敏広 平成12年12月17日 〜 平成14年12月18日

海外派遣 国際協力
事業団 トルコ 新田篤志 平成14年12月15日 〜 平成16年12月14日

海外派遣 国際協力
事業団 ジンバブエ 山根哲雄 平成6年9月28日 〜 平成9年9月28日

海外派遣 国際協力
事業団 ジンバブエ 飯塚力也 平成10年3月14日 〜 平成12年3月31日 H1.11.7〜3.11.18　JICAケニア

海外派遣 国際協力
事業団 ジンバブエ 森　章 平成12年3月2日 〜 平成14年2月28日

海外派遣 国際協力
事業団 サウジアラビア 山田和彦 平成8年2月25日 〜 平成10年3月20日

海外派遣 国際協力
事業団 マレーシア 高城信彦 平成9年3月17日 〜 平成12年1月31日

海外派遣 国際協力
事業団 マレーシア 吉田好孝 平成13年4月17日 〜 平成15年4月16日

海外派遣 国際協力
事業団 エジプト 新田篤志 平成10年3月3日 〜 平成12年4月15日 H2.4.1〜H4.3.31　企画課長

海外派遣 国際協力
事業団 エジプト 金沢克義 平成12年3月11日 〜 平成14年3月10日

海外派遣 国際協力
事業団

バングラ
ディッシュ 大川宗男 平成11年1月23日 〜 平成13年2月8日
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所属 部所 役職名 氏　　名 在　　職　　期　　間 備　　考

海外派遣 国際協力
事業団

バングラ
ディッシュ 上村博文 平成13年1月15日 〜 平成15年1月15日 H7.9.16〜H9.9.30　ケニア

海外派遣 国際協力
事業団

バングラ
ディッシュ 塚原　修 平成15年1月4日 〜 平成16年3月31日

海外派遣 国際協力
事業団 ガーナ 藤田和朗 平成13年3月21日 〜 平成14年3月20日

海外派遣 国際協力
事業団 フィリピン 奥田　基 平成13年3月14日 〜 平成15年3月13日 H4.6.24〜H6.6.24　インドネシア

海外派遣 国際協力
事業団 フィリピン 栗野純孝 平成15年2月28日 〜 平成16年3月31日 H3.10.20〜H5.10.31　ケニア

海外派遣 国際協力
事業団 エチオピア 長尾日出男 平成11年8月1日 〜 平成14年8月1日

海外派遣 国際協力
事業団 エチオピア 林　昌弘 平成14年7月9日 〜 平成15年7月8日

海外派遣 国際協力
事業団 ブータン 佐々木雅敏 平成14年8月14日 〜 平成16年3月31日

国内派遣 海外経済
協力基金 山縣　守 平成5年2月1日 〜 平成7年3月31日

国内派遣 広島県 呉土木事務所 加島延行 平成7年4月1日 〜 平成10年3月31日

国内派遣 広島県 空港地域整備
事務所 吉田茂司 平成8年4月1日 〜 平成10年3月31日

国内派遣 広島県 呉土木事務所 阿部　聡 平成8年6月1日 〜 平成10年3月31日

国内派遣 広島県 道路公社 溝口幸典 平成9年4月1日 〜 平成11年3月31日 H4.4.1　技術第一課長、
H5.4.1〜6.3.31　技術課長

国内派遣 広島県 道路公社 平野　茂 平成9年4月1日 〜 平成11年4月30日

国内派遣 広島県 道路公社 大和屋豊 平成10年4月1日 〜 平成12年3月31日

国内派遣 広島県 道路公社 古家和彦 平成11年4月1日 〜 平成13年3月31日

国内派遣 広島県 道路公社 鳥海隆一 平成11年5月1日 〜 平成13年3月31日

国内派遣 広島県 道路公社 天野耕一 平成12年4月1日 〜 平成14年3月31日

国内派遣 広島県 道路公社 宮脇幸男 平成13年4月1日 〜 平成15年3月31日

国内派遣 広島県 道路公社 荻原勝也 平成13年4月1日 〜 平成15年3月31日

国内派遣 広島県 道路公社 武田　茂 平成15年4月1日 〜 平成16年3月31日

国内派遣 和歌山県 溝上善昭 平成11年6月1日 〜 平成14年3月31日

国内派遣 岡山県 建設技術
センター 山下五月 平成12年4月1日 〜 平成14年3月31日

国内派遣 岡山県 開発公社 伊藤稔明 平成12年4月1日 〜 平成16年3月31日

国内派遣 東北地方
整備局

郡山国道
事務所 小川和也 平成15年2月7日 〜 平成16年3月31日

国内派遣 近畿地方
整備局

阪神国道
事務所 古屋和彦 平成15年6月17日 〜 平成16年3月31日

国内派遣 中部地方
整備局

名四国道
事務所 安井哲郎 平成15年6月23日 〜 平成16年3月31日

国内派遣 徳島県 県土整備部 向原和明 平成15年4月1日 〜 平成16年3月31日

坂出事務室 浦野孝史 昭和53年4月1日 〜 昭和59年3月31日

坂出事務室 木村正士 昭和54年7月1日 〜 昭和56年6月30日

坂出事務室 横田智子 昭和55年4月1日 〜 昭和57年3月31日

坂出事務室 武内光男 昭和56年4月1日 〜 昭和61年3月31日

坂出事務室 山下早苗 昭和57年4月1日 〜 昭和63年3月31日

坂出事務室 近藤悦郎 昭和57年5月10日 〜 昭和58年3月31日

坂出事務室 宮脇成美 昭和60年5月1日 〜 昭和62年3月31日

坂出事務室 山本由加里 昭和60年6月1日 〜 昭和61年12月31日

坂出事務室 足尾恵子 昭和60年9月1日 〜 昭和62年3月31日

坂出事務室 市川仁美 昭和62年4月1日 〜 昭和63年3月31日

岡山支所 所長 立田明成 昭和55年10月1日 〜 昭和59年10月30日

岡山支所 所長 相澤郁爾 昭和59年9月1日 〜 平成5年4月30日 H5.4.1〜H5.4.30　水島事務室

岡山事務室 長瀬利和 昭和57年5月10日 〜 昭和58年3月31日

岡山事務室 調査役 野崎兼肇 昭和57年4月1日 〜 昭和59年3月31日

岡山事務室 調査役 西山亮二 昭和58年12月2日 〜 昭和62年4月16日

岡山事務室 調査役 三木啓造 昭和59年11月1日 〜 昭和63年3月31日

岡山事務室 調査役 喜岡直太郎 昭和58年4月1日 〜 平成1年6月30日
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岡山事務室 高井政則 昭和58年4月2日 〜 昭和62年2月20日

岡山事務室 小林郁二 昭和58年4月2日 〜 昭和61年3月31日

岡山事務室 只森清秀 昭和58年5月16日 〜 昭和59年3月31日

岡山事務室 伴　 良平 昭和58年5月16日 〜 昭和62年3月31日

岡山事務室 津々義公 昭和59年10月1日 〜 昭和61年3月31日

岡山事務室 安藤支逸 昭和61年4月1日 〜 平成2年3月31日

岡山事務室 石橋　満 昭和62年4月1日 〜 昭和63年3月31日

岡山事務室 原　 雅彦 昭和62年4月1日 〜 昭和63年3月31日

岡山事務室 大谷留志夫 昭和62年8月1日 〜 昭和63年3月31日

岡山事務室 小野田直 昭和62年8月1日 〜 平成1年3月31日

岡山事務室 稲井初男 昭和53年4月1日 〜 昭和63年9月30日 S53.4.1〜S63.3.31　坂出事務室

岡山事務室 板谷亮子 平成1年4月1日 〜 平成2年4月30日

岡山事務室 奥田　寛 平成1年7月1日 〜 平成2年5月17日

岡山事務室 長尾春人 昭和59年5月16日 〜 昭和60年6月30日

岡山事務室 鳥尾正治 昭和60年4月1日 〜 昭和61年3月31日

岡山事務室 平井謙次 昭和61年6月20日 〜 昭和63年3月31日

岡山事務室 山口浩二 昭和61年7月1日 〜 昭和63年2月29日

岡山事務室 糸日谷淑光 昭和62年4月1日 〜 平成1年3月31日

岡山事務室 岩垣富春 昭和62年4月1日 〜 平成1年3月31日

岡山事務室 江藤隆男 昭和62年7月16日 〜 平成1年6月30日

岡山事務室 越智　勝 昭和62年7月16日 〜 平成1年7月31日

岡山事務室 谷　 正博 昭和62年7月16日 〜 昭和63年12月15日

岡山事務室 山本紀夫 昭和63年3月1日 〜 平成2年2月28日

岡山事務室 平野信一 昭和63年4月1日 〜 平成1年9月30日

岡山事務室 森田　行 昭和63年4月10日 〜 平成1年9月30日

岡山事務室 山崎利樹 昭和63年9月1日 〜 平成2年6月15日

岡山事務室 本山佳代 昭和61年5月1日 〜 昭和62年12月31日

岡山事務室 笠原　栄 昭和63年10月1日 〜 平成4年4月30日

岡山事務室 守安真理子 平成2年4月1日 〜 平成5年7月31日

岡山事務室 小坂かをり 昭和63年10月1日 〜 平成2年3月31日

松帆駐在 大林茂雄 昭和55年4月1日 〜 昭和56年9月30日 S55.4.1〜55.9.30　坂出事務室

松帆駐在 木村時比呂 昭和56年4月1日 〜 昭和56年9月30日

松帆駐在 木村義雄 昭和56年4月1日 〜 昭和56年9月30日

松帆駐在 大林伸吾 昭和56年7月1日 〜 昭和56年9月30日

鳴門駐在 木村友三郎 昭和58年12月2日 〜 昭和60年5月1日

鳴門駐在 高木秀則 昭和59年4月12日 〜 昭和62年3月31日

鳴門駐在 佐藤研一 昭和60年7月1日 〜 昭和60年9月30日

神戸事務室 室長 船谷富男 昭和53年4月1日 〜 平成10年3月31日
S53.4.1　  坂出事務室、岡山事務室、 

明石海峡大橋展示館副館長、
S63.12.1〜　神戸事務室室長

神戸事務室 佐々友子 昭和62年7月10日 〜 昭和63年6月1日

神戸事務室 立岡修二 昭和63年9月1日 〜 平成11年9月30日

神戸事務室 金瀬信雄 昭和63年10月1日 〜 平成7年3月31日

神戸事務室 古賀新治 昭和63年4月1日 〜 平成1年4月30日 S63.4.1〜S63.11.30　岡山事務室

神戸事務室 田辺武彦 昭和54年5月1日 〜 平成2年4月1日 S54.5.1〜S63.11.30　  坂出事務室、 
岡山事務室

神戸事務室 森實利清 昭和64年1月4日 〜 平成10年3月31日

神戸事務室 大西（藤本）陽子 平成1年4月1日 〜 平成2年9月30日

神戸事務室 松村竹信 平成1年1月12日 〜 平成3年3月31日 H1.1.12〜H1.4.30　やしま船長

神戸事務室 駒田幸代 平成1年7月1日 〜 平成3年3月31日

神戸事務室 野崎浩子 平成2年10月1日 〜 平成9年12月1日

神戸事務室 上田清之 平成3年4月1日 〜 平成10年3月31日

神戸事務室 河田桂子 平成3年7月1日 〜 平成7年3月31日

神戸事務室 伊達（岡本）純子 平成3年10月1日 〜 平成10年7月31日

神戸事務室 吉村   進 平成5年6月2日 〜 平成9年11月15日

神戸事務室 西道啓之助 平成4年4月1日 〜 平成9年3月31日 H4.4.1〜H1.4.30　やしま
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神戸事務室 中根繁美 平成6年9月1日 〜 平成8年8月31日

神戸事務室 南方希弌 平成7年4月1日 〜 平成10年3月31日

神戸事務室 脊古久雄 平成7年4月1日 〜 平成10年3月31日

神戸事務室 堀田善久 平成7年11月1日 〜 平成10年3月31日

神戸事務室 大野清史 平成8年9月1日 〜 平成10年3月31日

神戸事務室 坂出管理 谷口好和 平成6年10月1日 〜 平成10年3月31日 H6.10.1〜H8.3.31　水島事務室

神戸事務室 坂出管理 畠　 次男 平成7年4月1日 〜 平成10年3月31日 H7.4.1〜H8.3.31　水島事務室

神戸事務室 坂出管理 濱崎忠夫 平成8年4月1日 〜 平成10年3月31日

神戸事務室 尾崎焼一 平成8年4月1日 〜 平成10年3月31日

神戸事務室 松本都至 平成8年4月1日 〜 平成10年3月31日

神戸事務室 垂水工事 黒田一生 平成9年1月6日 〜 平成10年3月31日

神戸事務室 垂水工事 江戸範夫 平成9年1月6日 〜 平成9年3月31日

神戸事務室 垂水工事 杉野哲郎 平成9年4月1日 〜 平成10年3月31日

神戸事務室 垂水工事 梶野　茂 平成9年4月1日 〜 平成10年3月31日

今治事務室 室長 筒井　守 昭和62年4月1日 〜 平成6年3月31日 S62.4.1〜H1.3.31　岡山事務室、
H1.4.1〜　今治事務室室長

今治事務室 室長 渡辺日出夫 平成6年4月2日 〜 平成14年3月31日 H6.4.2〜H11.4.30　今治事務室室長、
H11.5.11〜H14.3.31　尾道技術情報室

今治事務室 調査役 住田耕一 昭和62年4月1日 〜 平成2年3月31日

今治事務室 調査役 曽根忠美 平成1年4月2日 〜 平成7年3月31日

今治事務室 調査役 黒田浩志 平成2年6月2日 〜 平成6年3月31日

今治事務室 調査役 松本正和 平成5年4月1日 〜 平成8年3月31日

今治事務室 調査役 井上博国 平成2年4月2日 〜 平成4年8月15日

今治事務室 調査役 光宗　満 平成6年7月1日 〜 平成11年3月31日

今治事務室 調査役 加賀山哲男 平成7年4月1日 〜 平成11年3月31日

今治事務室 調査役 岡田　孝 平成8年4月2日 〜 平成10年3月31日

今治事務室 砂田聖子 平成1年7月1日 〜 平成2年4月20日

今治事務室 事務補助 川上益佐枝 平成1年7月1日 〜 平成10年3月31日

今治事務室 事務補助 越智美和 平成2年10月1日 〜 平成4年3月31日

今治事務室 事務補助 中島正記 平成4年4月1日 〜 平成10年3月31日

今治事務室 技術資料 越智祥光 平成5年10月1日 〜 平成7年9月30日

今治事務室 技術資料 田中修司 平成7年4月1日 〜 平成10年3月31日

今治事務室 技術管理 石金　忠 平成7年8月1日 〜 平成10年3月31日

今治事務室 資料整理 越智志帆 平成8年7月1日 〜 平成11年5月1日

大型風洞
試験室 室長 佐伯康二 平成2年11月1日 〜 平成14年7月31日

H2.11.1〜H7.12.31　大型風洞試験室室長、
H8.1.1〜H12.7.31　企画部長・事務局長、
H12.8.1〜H14.7.31　  神戸技術情報室室長・ 

技術情報管理室

大型風洞
試験室 室長 富岡　 紘 平成8年7月1日 〜 平成10年3月31日

大型風洞
試験室 香山智江 平成3年4月1日 〜 平成8年10月31日

大型風洞
試験室 中村弘美 平成8年11月1日 〜 平成10年5月31日

大型風洞
試験室 島田忠幸 平成2年11月1日 〜 平成4年3月31日

大型風洞
試験室 渡部剛賢 平成2年11月1日 〜 平成5年4月30日

大型風洞
試験室 鈴木義光 平成2年11月1日 〜 平成4年3月31日 H5.5〜H6.4

大型風洞
試験室 山口映二 平成2年11月1日 〜 平成3年6月30日

大型風洞
試験室 鈴木康宏 平成2年11月1日 〜 平成4年3月31日

大型風洞
試験室 高信　伸 平成2年11月1日 〜 平成3年7月31日

大型風洞
試験室 林　 和彦 平成2年11月1日 〜 平成3年3月31日

大型風洞
試験室 田中雅次 平成3年4月1日 〜 平成3年7月31日
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所属 部所 役職名 氏　　名 在　　職　　期　　間 備　　考

大型風洞
試験室 町中弥一 平成3年7月1日 〜 平成4年3月31日 H7.1〜H7.5、H9.2〜H9.11

大型風洞
試験室 小島　充 平成3年8月1日 〜 平成4年7月31日 H9.5〜H10.5

大型風洞
試験室 大木　昭 平成3年7月1日 〜 平成4年6月30日

大型風洞
試験室 野上千秋 平成4年4月1日 〜 平成5年3月31日

大型風洞
試験室 大野喜久雄 平成4年4月1日 〜 平成5年4月30日 H6.5〜H9.3

大型風洞
試験室 船本憲市 平成4年4月1日 〜 平成5年3月31日

大型風洞
試験室 山本利春 平成4年8月1日 〜 平成5年7月31日

大型風洞
試験室 高倉喜久男 平成4年7月1日 〜 平成5年3月31日

大型風洞
試験室 山本祐一 平成4年6月1日 〜 平成5年9月30日

大型風洞
試験室 下前将生 平成5年4月1日 〜 平成7年4月30日

大型風洞
試験室 横山秀樹 平成5年6月1日 〜 平成6年12月31日

大型風洞
試験室 森島弘吉 平成5年4月1日 〜 平成6年3月31日

大型風洞
試験室 村田　守 平成5年8月1日 〜 平成7年7月31日

大型風洞
試験室 美島雄士 平成5年4月1日 〜 平成6年12月31日

大型風洞
試験室 森内　 昭 平成5年10月1日 〜 平成7年9月30日

大型風洞
試験室 大滝和男 平成6年4月1日 〜 平成7年3月31日

大型風洞
試験室 馬場　裕 平成7年5月1日 〜 平成9年4月30日

大型風洞
試験室 尾立圭巳 平成7年6月1日 〜 平成9年1月31日

大型風洞
試験室 原島利夫 平成7年4月1日 〜 平成8年3月31日

大型風洞
試験室 滝口伸明 平成7年8月1日 〜 平成9年4月30日

大型風洞
試験室 三河克己 平成7年1月1日 〜 平成8年6月30日

大型風洞
試験室 尾池伸一 平成7年10月1日 〜 平成9年5月31日

大型風洞
試験室 井上芳千 平成8年4月1日 〜 平成9年3月31日

大型風洞
試験室 金子慎一 平成8年7月1日 〜 平成9年11月30日

大型風洞
試験室 間々瀬慎一郎 平成9年5月1日 〜 平成9年11月30日

大型風洞
試験室 鹿島主央 平成9年4月1日 〜 平成10年5月31日

大型風洞
試験室 田中裕二 平成9年4月1日 〜 平成10年5月31日

大型風洞
試験室 竹田圭一 平成9年6月1日 〜 平成9年11月30日

大型風洞
試験室 須藤   亭 平成10年2月23日 〜 平成10年5月8日

大型風洞
試験室 長南英里子 平成14年8月5日 〜 平成15年3月31日

尾道事務室 室長 永井俊男 平成4年2月1日 〜 平成11年5月1日 H4.2.1〜H4.3.31　技術部調査役

尾道事務室 調査役 日笠信男 平成4年4月1日 〜 平成7年3月31日

尾道事務室 調査役 大本源一 平成6年4月1日 〜 平成7年3月31日

尾道事務室 調査役 松本　保 平成7年4月1日 〜 平成11年3月31日

尾道事務室 調査役 繁波二郎 平成7年4月1日 〜 平成11年3月31日
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所属 部所 役職名 氏　　名 在　　職　　期　　間 備　　考

尾道事務室 尾道事務室
（向工） 柴　 幸三 平成4年7月1日 〜 平成5年3月31日

尾道事務室 尾道事務室
（向工） 山崎英治 平成5年4月1日 〜 平成8年3月31日

尾道事務室 尾道事務室
（向工） 鴨田博志 平成8年4月1日 〜 平成9年3月31日

尾道事務室 尾道事務室
（向管：橋技） 前原一繁 平成6年11月1日 〜 平成7年3月31日

明石海峡
大橋展示館 館長 井根勝重 平成4年10月1日 〜 平成8年3月31日

明石海峡
大橋展示館 館長 土居敏彦 平成8年4月1日 〜 平成10年3月31日

明石海峡
大橋展示館 副館長 亀井義彰 平成5年4月1日 〜 平成7年5月15日

明石海峡
大橋展示館 副館長 保田　拓 平成7年5月16日 〜 平成9年11月30日

明石海峡
大橋展示館 副館長 土屋敬弘 平成9年12月1日 〜 平成11年5月15日

明石海峡
大橋展示館

インフォメー
ション 川守美千子 平成4年4月1日 〜 平成10年3月31日

明石海峡
大橋展示館

インフォメー
ション 中井リエ 平成4年4月1日 〜 平成10年3月31日

明石海峡
大橋展示館

インフォメー
ション 佐伯香住 平成7年6月1日 〜 平成10年3月31日

明石海峡
大橋展示館

インフォメー
ション 山田桃子 平成7年6月1日 〜 平成10年3月31日

橋の科学館 館長 井根勝重 平成10年4月2日 〜 平成15年6月1日

橋の科学館 館長 村瀬佐太美 平成15年6月2日 〜 平成16年6月30日

橋の科学館 館長代理 小幡正悳 平成2年1月1日 〜 平成16年3月31日 H2.1.1〜H12.6.18　神戸事務室調査役、
H12.6.19〜　橋の科学館

橋の科学館 副館長 桐原博文 平成11年5月16日 〜 平成13年3月31日

橋の科学館 副館長 三吉　諭 平成13年4月1日 〜 平成14年3月31日

橋の科学館 主任 浅田　恵 平成4年2月1日 〜 平成16年3月31日 技術部、企画部、総務部

水島事務室 室長 西本道郎 平成5年4月1日 〜 平成8年3月31日

水島事務室 資料整理 山口尚子 昭和62年1月1日 〜 平成6年3月31日 坂出事務室、岡山事務室

水島事務室 技術資料 速水倫江 平成4年11月1日 〜 平成8年3月31日 岡山事務室

水島事務室 水島事務室
（坂出：橋梁） 川原秋信 平成7年4月1日 〜 平成7年9月30日

水島事務室 水島事務室
（坂出：橋梁） 山本尊文 平成7年4月1日 〜 平成8年3月31日

水島事務室 水島事務室
（坂出：橋梁） 越智　明 平成7年9月16日 〜 平成8年3月31日

水島事務室 水島事務室
（坂出：橋梁） 福岡一長 平成7年10月1日 〜 平成8年3月31日

水島事務室 水島事務室
（坂出：橋梁） 田中　正 平成8年1月4日 〜 平成8年3月31日

神戸技術
情報室 室長 上原靖視 平成9年4月1日 〜 平成11年3月31日

神戸技術
情報室 久野祐邦 平成9年4月1日 〜 平成10年3月31日

神戸技術
情報室 長谷川智栄美 平成9年4月1日 〜 平成10年3月31日

岡山技術
情報室 室長 長谷川滋 平成7年10月1日 〜 平成10年11月15日

岡山技術
情報室 関　　孝 平成7年1月17日 〜 平成10年3月31日 H7.1.17〜H7.9.30　技術情報管理室

岡山技術
情報室 長江雅子 昭和58年4月1日 〜 平成14年3月31日 岡山事務室、水島事務室

岡山技術
情報室 石川鈴依子 平成7年10月1日 〜 平成10年3月31日

岡山技術
情報室 脇本悦子 平成7年10月1日 〜 平成8年3月31日

岡山技術
情報室 板野典子 平成8年4月1日 〜 平成10年3月31日
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所属 部所 役職名 氏　　名 在　　職　　期　　間 備　　考

岡山技術
情報室 遠城寛子 昭和55年4月1日 〜 平成14年4月1日 坂出事務室、岡山事務室、水島事務室

岡山技術
情報室 永井俊男 平成11年5月1日 〜 平成12年3月31日

尾道技術
情報室 室長 松井　勉 平成8年4月1日 〜 平成11年1月14日

尾道技術
情報室 空閑卓也 平成8年2月26日 〜 平成9年3月31日 H8.2.26〜H8.3.31　技術情報管理室

尾道技術
情報室 舟橋有紀 平成9年4月1日 〜 平成10年3月31日

尾道技術
情報室 木曽英輔 平成9年4月1日 〜 平成10年3月31日

尾道技術
情報室 中野　修 平成6年4月1日 〜 平成10年3月31日 H6.4.1〜H9.3.31　水島事務室、神戸事務室

尾道技術
情報室 細谷良子 平成4年4月1日 〜 平成16年3月31日 H4.4.1〜H11.4.30　尾道事務室

尾道技術
情報室 室長 船谷富男 平成11年5月1日 〜 平成16年3月31日

H11.5.1〜H12.7.31　神戸技術情報室室長、
H12.8.1〜H13.3.31　尾道技術情報室室長、
H13.4.1〜H16.3.31　尾道技術情報室

尾道技術
情報室 室長 林　義信 平成11年5月1日 〜 平成16年3月31日 H11.5.1〜H14.3.31　岡山技術情報室室長

尾道技術
情報室 長江雅子 平成14年4月1日 〜 平成15年3月31日

神戸事務室 いつくしま 船長 林佐太夫 昭和63年5月1日 〜 平成8年1月15日 S63.5.1〜H6.3.31　やしま

神戸事務室 いつくしま 船長 原野凱一 昭和63年5月2日 〜 平成8年3月31日 S63.5.2〜H8.1.16　なると航海士

神戸事務室 いつくしま 船長 守山幸夫 平成8年4月1日 〜 平成10年3月31日

神戸事務室 いつくしま 機関長 生西京一 昭和59年10月1日 〜 昭和62年1月31日

神戸事務室 いつくしま 機関長 大志万敏雄 平成6年4月1日 〜 平成10年3月31日

神戸事務室 いつくしま 航海士 松井定男 昭和59年11月1日 〜 平成1年3月31日

神戸事務室 いつくしま 航海士 小田年清 昭和63年7月15日 〜 平成6年3月31日 S63.7.15〜H2.4.1　びんご船長

神戸事務室 いつくしま 航海士 森岡利憲 平成5年4月1日 〜 平成10年3月31日 H5.4.1〜H6.3.31　やしま

神戸事務室 いつくしま 航海士 北　　勇 平成7年12月18日 〜 平成10年3月31日

神戸事務室 いつくしま 航海士 葛井章弘 平成1年5月1日 〜 平成9年7月31日 H1.5.1〜H6.4.1　やしま船長

神戸事務室 いつくしま 航海士 横田　求 平成8年12月1日 〜 平成10年3月31日

神戸事務室 いつくしま 機関士 楠本八雄 昭和59年10月16日 〜 昭和62年1月31日

神戸事務室 いつくしま 機関士 日高保雄 平成1年4月1日 〜 平成2年4月1日

神戸事務室 いつくしま 機関士 川平健治 平成3年1月1日 〜 平成8年3月31日 H3.1.1〜H6.3.31　やしま

神戸事務室 いつくしま 機関士 犬塚行雄 平成7年4月1日 〜 平成10年3月31日

神戸事務室 いつくしま 機関士 土井　勝 平成8年4月1日 〜 平成10年3月31日

神戸事務室 なると 船長 中谷末吉 昭和63年5月1日 〜 平成11年3月31日 S63.5.1〜H6.3.31　やしま、いつくしま

神戸事務室 なると 機関長 山口博明 平成2年4月1日 〜 平成7年3月31日 H2.4.1〜H2.3.31　やしま

神戸事務室 なると 機関長 大堀孫康 平成2年5月7日 〜 平成10年3月31日 H2.5.7〜H7.3.31　やしま、いつくしま

神戸事務室 なると 航海士 吉原利春 平成3年4月1日 〜 平成3年10月3日

神戸事務室 なると 航海士 池田明治 平成6年4月1日 〜 平成10年3月31日

神戸事務室 なると 航海士 鳴本蓑志 〜 平成4年4月15日

神戸事務室 なると 機関士 四方英一 平成3年5月1日 〜 平成8年3月31日

神戸事務室 なると 機関士 小川伊三夫 平成8年4月1日 〜 平成10年3月31日

神戸事務室 びんご 船長 藤原広一郎 昭和63年4月1日 〜 平成11年5月1日 S63.4.1〜H9.3.31　びさん、くるしま

尾道事務室 びんご 機関長 赤堀岸男 昭和59年4月2日 〜 平成1年3月31日

尾道事務室 びんご 機関長 三木福男 昭和63年5月1日 〜 平成2年4月1日 S63.5.1〜H1.6.30　びんご、さぬき

尾道事務室 びんご 機関長 舛田一正 昭和63年4月1日 〜 平成11年5月1日 S63.4.1〜H6.3.31　びさん、くるしま

尾道事務室 びんご 航海士
（びさん兼） 安藤光幸 平成6年8月1日 〜 平成8年3月31日

尾道事務室 びんご 航海士
（びさん兼） 倉又治八郎 平成8年4月1日 〜 平成10年3月31日

尾道事務室 びさん 船長 大西音次 昭和55年3月16日 〜 昭和61年3月31日

尾道事務室 びさん 船長 後藤元昭 昭和58年7月1日 〜 平成11年5月1日 S58.7.1〜9.3.31　さぬき、びんご

尾道事務室 びさん 機関長 山西幸右衛門 昭和55年6月16日 〜 昭和59年4月30日

尾道事務室 びさん 機関長 植田哲夫 平成1年12月10日 〜 平成7年3月31日 H1.12.10〜H6.3.31　びんご

尾道事務室 びさん 機関長 小田原実 平成6年8月1日 〜 平成11年5月1日 H6.8.1〜H7.3.31　機関士（びんご兼）
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所属 部所 役職名 氏　　名 在　　職　　期　　間 備　　考

尾道事務室 びさん 機関士
（びんご兼） 吉原　昇 平成7年5月10日 〜 平成11年5月1日

尾道事務室 須波　昇 平成10年4月1日 〜 平成11年5月1日

今治事務室 やしま 船長 桝本日出郎 平成1年1月12日 〜 平成8年3月31日 H1.1.12〜H6.3.31　びんご、いつくしま

今治事務室 やしま 船長 松本　勇 昭和62年2月1日 〜 平成11年3月31日 S62.2.1〜H8.3.31　いつくしま、びんご

今治事務室 やしま 機関長 本屋敷悟 昭和60年10月16日 〜 平成3年3月31日

今治事務室 やしま 機関長 大出勝彦 平成3年1月1日 〜 平成6年3月31日

今治事務室 やしま 機関長 上村治士 平成3年5月1日 〜 平成10年9月30日 H3.5.1〜H6.3.31　さぬき

今治事務室 やしま 通信長 猶原　清 平成3年5月1日 〜 平成3年5月19日

今治事務室 やしま 通信長 牧野六郎 平成3年5月20日 〜 平成3年9月30日

今治事務室 やしま 通信長 稲村敏雄 平成7年4月1日 〜 平成11年3月31日

今治事務室 やしま 航海士 前田政良 昭和57年2月1日 〜 平成6年3月31日

今治事務室 やしま 航海士 福川五男 平成1年1月12日 〜 平成2年3月31日

今治事務室 やしま 航海士 小判節也 昭和60年4月1日 〜 平成11年3月31日 S60.4.1〜H6.3.31　あかし、いつくしま

今治事務室 やしま 航海士 小池　守 平成8年4月1日 〜 平成11年3月31日

今治事務室 やしま 機関士 綾二三男 昭和60年7月1日 〜 平成3年3月31日 H1.1.12〜2.3.1　さぬき機関長

今治事務室 やしま 機関士 山内只夫 平成5年5月20日 〜 平成11年3月31日 H5.5.20〜H6.3.31　いつくしま

今治事務室 やしま 機関士 渡邊寿紀 平成5年4月1日 〜 平成11年3月31日 H5.4.1〜H6.3.31　いつくしま

今治事務室 さぬき 船長 前川義一 昭和56年8月1日 〜 昭和63年3月31日

今治事務室 さぬき 船長 島田良行 昭和63年5月1日 〜 平成11年3月31日 S63.5.1〜H6.3.31さぬき　

今治事務室 さぬき 機関長 本田嘉寿好 昭和55年3月16日 〜 昭和58年6月30日

今治事務室 さぬき 機関長 鮎川高好 昭和60年7月16日 〜 平成3年4月30日 S62.2.1〜S63.4.30　いつくしま機関長、
S63.5.1〜H2.2.2　いつくしま機関士

今治事務室 さぬき 機関長 高橋　貢 昭和63年5月1日 〜 平成6年4月30日 S63.5.1〜H6.3.31　いつくしま機関長

今治事務室 さぬき 機関長 西田慶貴智 昭和62年2月3日 〜 平成7年2月28日 S62.2.3〜H6.5.31　いつくしま、やしま

今治事務室 さぬき 機関長 松田　廣 平成7年2月20日 〜 平成11年3月31日

今治事務室 さぬき 航海士 石川友重 昭和56年4月1日 〜 昭和60年10月31日

今治事務室 さぬき 航海士 塩見龍治 平成6年7月1日 〜 平成8年3月31日

今治事務室 さぬき 航海士 中森洋之助 平成8年4月1日 〜 平成11年3月31日

今治事務室 あかし 船長 白菊正之 昭和53年11月1日 〜 昭和60年6月30日

今治事務室 あかし 航海士 三輪光文 昭和57年2月1日 〜 昭和60年3月31日

今治事務室 あかし 三口　茂 昭和57年7月1日 〜 昭和60年3月31日

今治事務室 あかし 綿谷広司 昭和59年10月16日 〜 昭和62年6月1日

今治事務室 ゆうなぎ 尾崎博志 昭和57年4月1日 〜 昭和63年3月31日

今治事務室 運行管理 槙   文明 平成1年5月1日 〜 平成3年7月10日

2．財団法人 海洋架橋・橋梁調査会（平成16年4月1日から平成25年3月31日まで）
所属 部所 役職名 氏　　名 在　　職　　期　　間 備　　考

本　　部 事務局長 星野　満 平成16年4月1日 〜 平成17年9月30日 専務理事事務取扱

本　　部 事務局長 竹内義人 平成17年10月1日 〜 平成24年10月31日 専務理事事務取扱

本　　部 事務局長 西川和廣 平成24年11月1日 〜 平成25年3月31日 審議役兼

本　　部 審議役 所　輝雄 平成16年4月2日 〜 平成21年1月31日 兼中部支部長

本　　部 審議役 石川次郎 平成17年4月16日 〜 平成20年12月31日 兼近畿支部長

本　　部 審議役 萩原良二 平成19年8月16日 〜 平成25年1月20日 兼企画部長

本　　部 審議役 西川和廣 平成24年11月1日 〜 平成25年3月31日

本　　部 審議役 大石龍太郎 平成24年12月10日 〜 平成25年3月31日 H25.1.21　兼企画部長

本　　部 上席調査役 森谷俊美 平成17年7月1日 〜 平成20年7月1日 H19.4.1　中部支部技術部長兼務

本　　部 上席調査役 宮田　宏 平成18年4月1日 〜 平成24年12月15日 H20.7.1　兼総務部長

本　　部 上席調査役 一戸公俊 平成24年9月1日 〜 平成25年3月31日 H24.12.16　兼総務部長

本　　部 総務部 総務部長 中川　勉 平成16年4月1日 〜 平成18年5月31日

本　　部 総務部 総務部長 池畠秀樹 平成18年6月1日 〜 平成20年6月30日

本　　部 総務部 総務部長 宮田　宏 平成20年7月1日 〜 平成24年12月15日

本　　部 総務部 総務部長 一戸公俊 平成24年12月16日 〜 平成25年3月31日

本　　部 総務部 調査役 石井嘉伸 平成16年4月1日 〜 平成18年1月31日
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所属 部所 役職名 氏　　名 在　　職　　期　　間 備　　考

本　　部 総務部 総務課長 黒田健二 平成16年4月1日 〜 平成23年7月31日

本　　部 総務部 稲葉慶子 平成16年4月1日 〜 平成22年3月31日

本　　部 総務部 南　秀次 平成16年4月1日 〜 平成18年3月31日

本　　部 総務部 調査役 菊池嘉廣　 平成17年11月1日 〜 平成23年6月29日

本　　部 総務部 原田和幸 平成18年4月1日 〜 平成19年3月31日

本　　部 総務部 池田昌一 平成19年4月1日 〜 平成21年3月31日

本　　部 総務部 伊藤真樹子 平成18年10月16日 〜 平成22年3月31日

本　　部 総務部 羽山奈津子 平成18年10月16日 〜 平成19年7月31日

本　　部 総務部 経理課長 渡辺優子 平成18年1月16日 〜 平成22年6月30日

本　　部 総務部 調査役 石井　均 平成23年7月1日 〜 平成25年3月31日

本　　部 総務部 総務課長 平田孝夫 平成23年8月1日 〜 平成25年3月31日 H23.7.1　調査役

本　　部 企画部 企画部長 森　　章 平成16年4月1日 〜 平成19年8月16日 神戸本部へ、
H21.4.1〜H21.5.31　企画部上席調査役

本　　部 企画部 企画部長 萩原良二　 平成19年8月16日 〜 平成25年1月20日

本　　部 企画部 企画部長 大石龍太郎 平成25年1月21日 〜 平成25年3月31日

本　　部 企画部 企画部次長 金崎智樹 平成18年4月1日 〜 平成20年3月31日 兼企画課長

本　　部 企画部 企画課長 中元雄治 平成16年4月1日 〜 平成16年6月1日 神戸本部へ

本　　部 企画部 企画課課長
代理 土谷政治 平成16年4月1日 〜 平成17年12月9日 H17.4.1　課長代理、調査部へ

本　　部 企画部 企画課長 日里正夫 平成16年6月1日 〜 平成17年12月16日 調査部へ

本　　部 企画部 調査役 伊藤豊秋 平成16年8月16日 〜 平成17年1月16日 神戸本部へ

本　　部 企画部 調査役 柳澤則文 平成17年4月1日 〜 平成18年4月1日 技術部へ

本　　部 企画部 調査役 樋口　敏 平成17年4月1日 〜 平成19年3月31日

本　　部 企画部 調査役 高城信彦 平成17年6月1日 〜 平成18年7月31日

本　　部 企画部 調査役 秦　健作 平成17年7月1日 〜 平成18年4月1日 技術部へ

本　　部 企画部 企画課主任 古川英史 平成17年7月1日 〜 平成20年7月31日

本　　部 企画部 技術課長 後藤　敦 平成17年7月1日 〜 平成22年3月31日 H17.7.1　企画課長代理、
H21.4.1　技術課長

本　　部 企画部 企画課課長
代理 藤城忠朗 平成18年4月1日 〜 平成19年4月1日 調査部へ

本　　部 企画部 重川明美 平成18年4月1日 〜 平成20年9月30日 研究部へ

本　　部 企画部 企画課課長
代理 弓山茂樹 平成19年4月1日 〜 平成21年4月30日

本　　部 企画部 企画課長 今井清裕 平成20年3月31日 〜 平成23年3月31日

本　　部 企画部 企画課主任 関　　孝 平成20年6月1日 〜 平成22年3月31日

本　　部 企画部 調査役 樋笠清賢 平成20年7月16日 〜 平成22年3月31日 神戸より

本　　部 企画部 大西有希子 平成21年4月1日 〜 平成22年3月31日 神戸分室より

本　　部 企画部 技術課長 糸日谷淑光 平成22年4月1日 〜 平成23年8月15日 H23.8.15　中国支部へ

本　　部 企画部 研究課長 栁田聖一 平成22年4月1日 〜 平成24年4月1日 H22.4.1　研究部より、
H24.4.1　調査部へ

本　　部 企画部 企画課長 麓　興一郎 平成23年4月1日 〜 平成25年3月31日

本　　部 企画部 調査役 谷中幸和 平成23年5月1日 〜 平成25年3月31日

本　　部 企画部 企画課 竹下あつ子 平成24年4月1日 〜 平成25年3月31日

本　　部 企画部 調査役 吉田好孝 平成24年4月1日 〜 平成25年3月31日

本　　部 企画部 調査役 岡野　哲 平成24年9月1日 〜 平成24年9月5日 東北支部へ

本　　部 技術部 技術部長 淵田政信 平成16年4月1日 〜 平成21年3月31日

本　　部 技術部 技術部次長 鈴木周一 平成19年4月1日 〜 平成20年6月30日

本　　部 技術部 技術課課長
代理 新沼俊治 平成11年7月1日 〜 平成20年7月1日 H18.4.1　技術課長代理、

H20.7.1　調査部へ

本　　部 技術部 技術課課長
代理 二宮仁司 平成15年9月1日 〜 平成20年1月15日

H15.9.1　技術課主任、
H18.4.1　代理、
H19.8.1　神戸本部神戸事務室付

本　　部 技術部 調査役 安井哲郎 平成16年4月1日 〜 平成18年4月1日 関東支部へ

本　　部 技術部 技術課長 若月　豊 平成16年4月1日 〜 平成17年6月30日

本　　部 技術部 技術課主任 大渕智弘 平成17年5月1日 〜 平成19年4月30日

本　　部 技術部 技術課長 下村　稔 平成17年7月1日 〜 平成20年9月30日

本　　部 技術部 調査役 秦　健作 平成18年4月1日 〜 平成19年3月31日 企画部より

本　　部 技術部 調査役 柳澤則文 平成18年4月1日 〜 平成19年4月30日 企画部より
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所属 部所 役職名 氏　　名 在　　職　　期　　間 備　　考

本　　部 技術部 技術課長 小川和也 平成19年4月1日 〜 平成21年3月31日 H19.4.1　研究部より技術部調査役へ、
H20.10.1　技術課長

本　　部 技術部 技術課専門役 落合盛人 平成19年4月1日 〜 平成21年4月1日 H19.4.1　調査役、
H20.4.1　技術課専門役、研究部へ

本　　部 技術部 調査役 堂前　満 平成19年6月1日 〜 平成21年3月31日 東北支部へ

本　　部 技術部 技術課課長
代理 田村　正 平成19年8月1日 〜 平成20年7月16日 九州支部へ

本　　部 調査部 調査部長 吉田好孝 平成16年4月1日 〜 平成17年4月16日 研究部へ

本　　部 調査部 調査部長 関口利昭 平成17年4月16日 〜 平成25年3月31日 関東支部より、H20.11.1　兼関東支部長、
H21.9.1　兼免

本　　部 調査部 調査部次長 日里正夫 平成17年12月16日 〜 平成21年4月15日 H17.12.16　企画部より調査第一課長、
H19.4.1　次長

本　　部 調査部 橋梁第一課長 村上謙三 平成16年4月1日 〜 平成17年6月30日

本　　部 調査部 橋梁第二課長 美藤友郎 平成16年4月1日 〜 平成17年5月18日

本　　部 調査部 調査第一課長 福永　勧 平成16年4月1日 〜 平成17年12月16日 H16.4.1　構造課長、
H17.7.1　調査第一課長、

本　　部 調査部 調査第一課長
代理 高木正行 平成17年5月19日 〜 平成20年4月30日 H17.5.19　橋梁第一課主任、

H17.7.1　調査第一課主任

本　　部 調査部 構造課長 陵城成樹 平成17年7月1日 〜 平成21年4月1日 関東支部へ

本　　部 調査部 構造課長代理 土谷政治 平成17年12月9日 〜 平成19年3月31日 企画部より

本　　部 調査部 構造課長代理 藤城忠朗 平成19年4月1日 〜 平成20年3月31日 企画部より

本　　部 調査部 調査第一課長 山本和利 平成19年7月1日 〜 平成23年6月27日

H19.7.1　関東支部より調査第二課長、
H21.4.16　調査第一課長、
H23.6.27　関東支部へ、
H24.4.1　関東支部より、
H24.7.1　北海道駐在所へ

本　　部 調査部 調査第一課
専門役 庄司和晃 平成20年5月1日 〜 平成22年3月31日

本　　部 調査部 調査第二課長 新沼俊治 平成20年7月1日 〜 平成25年3月31日 H20.7.1　技術部より調査第一課長代理、
H21.4.16　調査第二課長

本　　部 調査部 構造課長 桐原進彌 平成21年4月1日 〜 平成25年3月31日 関東支部より

本　　部 調査部 調査役 金野千代美 平成22年2月15日 〜 平成23年3月31日 関東支部より、H23.4.1　関東支部へ

本　　部 調査部 調査役 田中六郎 平成22年2月15日 〜 平成23年3月31日 関東支部より、H23.4.1　関東支部へ

本　　部 調査部 調査役 石井和夫 平成22年2月15日 〜 平成22年6月15日 H22.6.15　関東支部へ

本　　部 調査部 調査役 田島照義 平成22年4月1日 〜 平成24年7月1日
東北支部より、H23.5.1　北陸支部へ、
H23.12.1　北陸支部より、
H24.7.1　北海道駐在所へ

本　　部 調査部 調査役 鈴木幹啓 平成22年8月1日 〜 平成23年4月15日 H23.4.15　中部支部へ

本　　部 調査部 調査役 藤井裕司 平成22年9月1日 〜 平成25年3月31日

本　　部 調査部 調査第一課長 安井哲郎 平成23年4月16日 〜 平成24年4月1日
H23.4.16　調査役、
H23.6.27　調査第一課長、
H24.4.1　関東支部へ

本　　部 調査部 調査役 藤田時男 平成23年4月16日 〜 平成24年4月1日 H24.4.1　関東支部へ

本　　部 調査部 調査役 関　和幸 平成23年8月25日 〜 平成24年5月7日 東北支部へ

本　　部 調査部 調査役 鈴木幹啓 平成23年12月1日 〜 平成24年4月1日 H23.12.1　中部支部より、
H24.4.1　企画部へ　

本　　部 調査部 調査第一課長 石井和夫 平成24年4月1日 〜 平成25年3月31日 H24.4.1　関東支部より

本　　部 調査部 調査役 染谷保司 平成24年4月1日 〜 平成24年5月7日 北陸支部へ

本　　部 調査部 調査役 栁田聖一 平成24年4月1日 〜 平成25年3月31日 企画部より

本　　部 研究部 研究部長 加島　聰 平成16年4月1日 〜 平成17年4月16日 常務理事事務取扱

本　　部 研究部 研究部長 吉田好孝 平成17年4月16日 〜 平成22年3月31日 調査部より

本　　部 研究部 研究部次長 川村友見 平成16年4月1日 〜 平成17年1月1日 H16.4.1〜H16.7.1　調査役、
H17.1.1　関東支部へ

本　　部 研究部 研究第一課長 橘　　修 平成16年4月1日 〜 平成16年7月15日

本　　部 研究部 研究第一課長 横川勝則 平成16年7月16日 〜 平成18年7月15日

本　　部 研究部 研究第二課長 酒井吉永 平成16年9月1日 〜 平成18年8月31日

本　　部 研究部 調査役 池田昭欣 平成17年4月1日 〜 平成18年3月31日 神戸本部より

本　　部 研究部 調査役 土居吉隆　 平成17年4月1日 〜 平成19年3月31日

本　　部 研究部 調査役 佐々木雅敏 平成17年11月1日 〜 平成18年4月1日 東北支部へ

本　　部 研究部 研究企画課長 福永　勧 平成17年12月16日 〜 平成19年3月31日 調査部より

本　　部 研究部 調査役 野村直茂 平成18年4月1日 〜 平成20年6月25日
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本　　部 研究部 研究課専門役 秋山寿行 平成18年4月1日 〜 平成21年4月30日
H18.4.1　調査役、
H18.9.1　研究第二課長、
H20.4.1　研究課専門役

本　　部 研究部 研究課専門役 直野和人 平成18年7月16日 〜 平成20年4月30日 H18.7.16　研究第一課長、
H20.4.1　研究課専門役

本　　部 研究部 研究開発課長 小川和也 平成18年10月1日 〜 平成19年4月1日 技術部へ

本　　部 研究部 研究第一課長
代理 山口和範 平成19年3月1日 〜 平成21年3月31日 H19.3.1　研究第一課長代理、

H20.4.1　研究課長代理

本　　部 研究部 研究課長 栁田聖一 平成20年4月1日 〜 平成22年3月31日

本　　部 研究部 研究課 重川明美 平成20年10月1日 〜 平成22年3月31日 企画部より

本　　部 研究部 研究課専門役 落合盛人 平成21年4月1日 〜 平成21年5月31日 技術部より

本　　部 研究部 研究課主任 浅田　恵 平成21年6月1日 〜 平成22年3月31日 企画部神戸分室より

神戸本部 神戸本部 本部長 加島　聰 平成16年4月1日 〜 平成21年3月31日 常務理事事務取扱

神戸本部 神戸本部 次長 森　　章 平成19年8月16日 〜 平成21年3月31日 企画部より、H21.4.1　企画部上席調査役

神戸本部 神戸本部 調査役 武　　渉 平成16年4月1日 〜 平成16年5月15日

神戸本部 神戸事務室 神戸事務室長 山中鷹志 平成16年4月1日 〜 平成20年3月31日 橋の科学館へ

神戸本部 神戸事務室 神戸事務室長 河野英雄 平成18年4月1日 〜 平成21年3月31日

神戸本部 神戸事務室 調査役 為定数則 平成16年4月1日 〜 平成16年5月15日

神戸本部 神戸事務室 管理長 岡田凌太 平成16年4月1日 〜 平成21年3月31日 鳴門駐在

神戸本部 神戸事務室 管理長 廣永武俊 平成16年4月1日 〜 平成21年3月31日 坂出駐在

神戸本部 神戸事務室 管理長付 越智祥孝 平成16年4月1日 〜 平成21年3月31日 坂出駐在、四国支部へ

神戸本部 神戸事務室 橋梁課 大西有希子 平成16年4月1日 〜 平成17年3月31日

神戸本部 神戸事務室 橋梁課長 中元雄治 平成16年6月1日 〜 平成21年4月15日 H21.4.1　神戸分室橋梁課長

神戸本部 神戸事務室 調査役 伊藤豊秋 平成17年1月16日 〜 平成20年3月31日 H17.1.16　企画部より技術課長、
H18.4.1　調査役（徳島県派遣）

神戸本部 神戸事務室 越智三保子 平成17年4月1日 〜 平成21年5月31日 H21.4.1　神戸分室

神戸本部 神戸事務室 管理長付 佐野共宏 平成19年4月1日 〜 平成19年9月30日

神戸本部 神戸事務室 調査役 河藤千尋 平成20年4月16日 〜 平成21年3月31日

神戸本部 技術情報
管理室

技術情報管理
室長 池田昭欣 平成16年4月1日 〜 平成17年3月31日 兼：神戸技術情報室長、研究部へ

神戸本部 技術情報
管理室

技術情報管理
室長 林　義信 平成17年4月1日 〜 平成21年3月31日 尾道技術情報室より、

兼：神戸技術情報室長

神戸本部 技術情報
管理室

神戸技術情報
副室長 樋笠清賢 平成16年4月1日 〜 平成20年7月15日 企画部へ

神戸本部 技術情報
管理室

神戸技術情報
管理室 越智三保子 平成16年4月1日 〜 平成17年3月31日

神戸本部 技術情報
管理室

神戸技術情報
管理室 大西有希子 平成18年4月1日 〜 平成22年3月31日 H21.4.1　企画部神戸分室

神戸本部 技術情報
管理室

尾道技術情報
室長 林　義信 平成16年4月1日 〜 平成17年3月31日 神戸技術情報室へ

神戸本部 技術情報
管理室

尾道技術
情報室 細谷良子 平成16年4月1日 〜 平成17年4月1日

神戸本部 技術情報
管理室

神戸技術
情報管理室 今西　剛 平成20年7月10日 〜 平成21年3月31日

神戸本部 橋の科学館 橋の科学館長 村瀬佐太美 平成16年4月1日 〜 平成16年6月30日 近畿支部へ

神戸本部 橋の科学館 橋の科学館長 山下理雄 平成16年7月1日 〜 平成18年6月30日

神戸本部 橋の科学館 橋の科学館長 山中鷹志 平成18年4月1日 〜 平成21年3月31日 神戸事務室より

神戸本部 橋の科学館 調査役 馬場賢三 平成18年3月1日 〜 平成19年6月30日 H18.3.1　近畿支部より

神戸本部 橋の科学館 主任 浅田　恵 平成16年4月1日 〜 平成21年5月31日 H21.4.1　企画部神戸分室、
H21.6.1　研究部へ

神戸本部 橋の科学館 大西有希子 平成18年4月1日 〜 平成21年3月31日

支　　部 東北支部 支部長 早坂征三 平成16年4月1日 〜 平成16年5月15日 兼道路保全技術センタ－

支　　部 東北支部 支部長 野中　宏 平成16年5月16日 〜 平成18年4月30日 兼道路保全技術センタ－

支　　部 東北支部 支部長 森田義則 平成18年5月1日 〜 平成23年3月31日 兼道路保全技術センタ－

支　　部 東北支部 支部長 小野寺四郎 平成23年4月1日 〜 平成25年3月31日

支　　部 東北支部 次長 川端壽男 平成20年5月1日 〜 平成22年6月1日 H20.5.1　次長、
H20.8.1　兼橋梁部長

支　　部 東北支部 橋梁部長 小野寺正明 平成16年4月16日 〜 平成20年7月31日

支　　部 東北支部 橋梁課長 佐々木隆男 平成16年4月1日 〜 平成17年7月31日
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支　　部 東北支部 橋梁課 池田恵理子 平成22年4月1日 〜 平成22年12月31日 兼道路保全技術センタ－、
H16.4.1〜H18.4.1

支　　部 東北支部 調査役 鳥海隆一 平成16年7月16日 〜 平成18年5月31日

支　　部 東北支部 橋梁第二課長 山口敏久 平成17年6月1日 〜 平成19年4月30日
H17.6.1　調査役、
H17.8.1　橋梁課長、
H18.4.1　橋梁第二課長

支　　部 東北支部 技術第一課長 関　和幸 平成17年6月1日 〜 平成23年8月25日

H17.6.1　技術課長、
H18.4.1　技術第一課長、
H20.1.1　技術課長、
H23.4.1　技術第一課長、
H23.8.25　調査部へ

支　　部 東北支部 橋梁第一課長 佐々木雅敏 平成18年4月1日 〜 平成25年3月31日
H18.4.1　研究部より橋梁第一課長、
H20.1.1　橋梁課長、
H23.4.1　橋梁第一課長

支　　部 東北支部 橋梁課専門役 福田聖一 平成18年4月1日 〜 平成21年4月30日 H18.4.1　橋梁第三課長、
H20.1.1　橋梁課専門役

支　　部 東北支部 橋梁第一課 瀬戸早奈恵 平成18年4月1日 〜 平成22年3月31日

支　　部 東北支部 橋梁課専門役 田島　洋 平成18年5月1日 〜 平成21年4月30日 H18.5.1　技術第二課長、
H20.1.1　橋梁課専門役

支　　部 東北支部 調査役 田島照義 平成19年4月1日 〜 平成22年3月31日

支　　部 東北支部 調査役 山本清樹 平成19年4月16日 〜 平成21年3月31日

支　　部 東北支部 橋梁課専門役 佐久間俊樹 平成19年5月1日 〜 平成22年3月31日 H19.5.1　橋梁第一課長、
H20.1.1　橋梁課専門役

支　　部 東北支部 調査役 堂前　満 平成21年4月1日 〜 平成25年3月31日 技術部より

支　　部 東北支部 技術第二課長 石丸敬純 平成23年4月1日 〜 平成23年6月27日 H23.6.27　九州支部へ

支　　部 東北支部 橋梁第二課長 福田聖一 平成23年5月1日 〜 平成23年8月1日 H23.8.1　中部支部へ

支　　部 東北支部 技術第二課長 石丸敬純 平成24年4月1日 〜 平成25年3月31日

支　　部 東北支部 橋梁第二課長 福田聖一 平成24年5月7日 〜 平成25年3月31日

支　　部 東北支部 技術第一課長 関　和幸 平成24年5月7日 〜 平成25年3月31日 調査部から

支　　部 東北支部 調査役 岡野　哲 平成24年9月5日 〜 平成25年3月31日 企画部から

支　　部 関東支部 支部長 関口利昭 平成16年4月2日 〜 平成17年4月16日 調査部へ

支　　部 関東支部 支部長 久保田一郎 平成17年4月16日 〜 平成20年10月31日

支　　部 関東支部 支部長 関口利昭 平成20年11月1日 〜 平成21年9月1日

支　　部 関東支部 支部長 大宮貴治 平成21年9月1日 〜 平成22年2月28日 兼道路保全技術センター

支　　部 関東支部 支部長 関口利昭 平成22年3月1日 〜 平成25年3月31日 調査部長兼

支　　部 関東支部 橋梁部長 染川和幸 平成19年4月16日 〜 平成25年3月31日

支　　部 関東支部 技術部長 川村友見 平成17年1月1日 〜 平成18年3月31日 H17.1.1〜H17.3.31　調査役、
H18.4.1〜20.6.30　調査役

支　　部 関東支部 技術部長 鈴木幹啓 平成19年6月1日 〜 平成21年3月31日 H21.1.1　兼道路空間

支　　部 関東支部 調査役 磯江　浩 平成16年4月1日 〜 平成18年5月1日 中国支部へ

支　　部 関東支部 橋梁第一課長 山中待男 平成16年4月1日 〜 平成16年10月31日

支　　部 関東支部 橋梁第二課長 山本和利 平成16年4月1日 〜 平成19年7月1日 調査部へ

支　　部 関東支部 技術課長 桐原進彌 平成16年4月1日 〜 平成21年4月1日

H16.4.1　技術課長、
H17.8.1　橋梁第一課長、
H20.1.1　技術課専門役、
H20.2.1　技術課長

支　　部 関東支部 橋梁第一課長 染谷保司 平成16年11月1日 〜 平成18年4月30日

支　　部 関東支部 調査役 金野千代美 平成17年2月1日 〜 平成25年3月31日 H22.2.15　調査部へ、
H23.4.1　調査部より

支　　部 関東支部 橋梁第一課
専門役 荒川孝児 平成17年4月16日 〜 平成20年4月30日

支　　部 関東支部 橋梁第三課長 倉田雅人 平成17年6月1日 〜 平成19年4月30日

支　　部 関東支部 技術課専門役 大塚広行 平成17年8月1日 〜 平成21年4月30日 H17.8.1　技術第二課長、
H20.1.1　技術課専門役

支　　部 関東支部 技術課専門役 柿沼幸夫 平成17年8月1日 〜 平成20年4月30日 H17.8.1　技術第三課長、
H20.1.1　技術課専門役

支　　部 関東支部 技術課長 安井哲郞 平成18年4月1日 〜 平成25年3月31日
H18.4.1　技術部より関東支部調査役、
H20.1.1〜21.4.30　橋梁課長、
H24.4.1　調査部より技術課長

支　　部 関東支部 橋梁課専門役 園田健児 平成18年5月1日 〜 平成20年4月30日 H18.5.1　橋梁第一課長、
H20.1.1　橋梁課専門役

支　　部 関東支部 松田直美 平成18年5月1日 〜 平成20年8月31日
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支　　部 関東支部 橋梁課専門役 山中大樹 平成19年4月16日 〜 平成22年3月31日
H19.4.16　調査役、
H19.7.1　橋梁第二課長、
H20.1.1　橋梁課専門役

支　　部 関東支部 調査役 田中六郎 平成19年6月16日 〜 平成25年3月31日
H19.6.16〜H22.2.15　調査役、
H22.2.15　調査部へ、
H23.4.1　調査部より

支　　部 関東支部 橋梁課専門役 山本　哲 平成19年10月1日 〜 平成20年7月16日 H19.10.1　橋梁第三課長、
H20.1.1　橋梁課専門役

支　　部 関東支部 技術課長 石井和夫 平成20年4月1日 〜 平成24年4月1日

H20.4.1　調査役、
H21.4.1〜H22.2.15　技術課長、
H22.2.15　調査部へ、
H22.6.16　調査部より技術課長、
H24.4.1　調査部へ

支　　部 関東支部 技術課専門役 山内清司 平成20年4月1日 〜 平成22年3月31日

支　　部 関東支部 調査役 庭野　隆 平成21年1月1日 〜 平成21年1月8日 中部支部より

支　　部 関東支部 橋梁課長 陵城成樹 平成21年4月1日 〜 平成22年5月31日 H21.4.1　調査部より調査役、
H21.5.1　橋梁課長

支　　部 関東支部 調査役 大塚広行 平成22年7月1日 〜 平成24年3月31日

支　　部 関東支部 調査役 木島裕一 平成23年2月1日 〜 平成25年3月31日

H23.4.1　構造課長、
H23.6.27　中部支部へ、
H23.12.5　中部支部から構造課長、
H24.4.1　調査役

支　　部 関東支部 調査役 井上雅夫 平成23年4月1日 〜 平成23年6月27日 H23.6.27中　部支部へ

支　　部 関東支部 調査役 山本和利 平成23年6月27日 〜 平成24年4月1日 H23.6.27　調査部から
H24.4.1　調査部へ

支　　部 関東支部 調査役 藤田時男 平成24年4月1日 〜 平成25年3月31日 H24.4.1　調査部から

支　　部 北陸支部 支部長 吉田紘一 平成16年4月1日 〜 平成17年6月30日 兼道路保全技術センタ－

支　　部 北陸支部 支部長 難波政行 平成17年7月1日 〜 平成21年9月3日 兼道路保全技術センタ－

支　　部 北陸支部 支部長 平田五男 平成21年9月4日 〜 平成23年3月31日 兼道路保全技術センタ－

支　　部 北陸支部 支部長 永田伸之 平成23年4月1日 〜 平成24年3月31日

支　　部 北陸支部 支部長 池田重三郎 平成24年4月1日 〜 平成25年3月31日

支　　部 北陸支部 次長 山崎吉晴 平成18年4月16日 〜 平成22年6月1日 兼道路保全技術センタ－

支　　部 北陸支部 橋梁部長 中山五郎 平成16年4月1日 〜 平成18年4月15日 兼道路保全技術センタ－

支　　部 北陸支部 橋梁部次長 原崎郁夫 平成19年2月1日 〜 平成25年3月31日 H22.6.1　調査役

支　　部 北陸支部 橋梁課長 飯塚直行 平成16年4月1日 〜 平成16年6月30日

支　　部 北陸支部 橋梁第一課長 岡澤達男 平成16年4月1日 〜 平成19年4月15日 H16.7.1　調査役から橋梁課長、
H17.4.1　橋梁第一課長

支　　部 北陸支部 橋梁課 斎藤　立 平成16年4月1日 〜 平成17年3月31日

支　　部 北陸支部 橋梁課 村山智子 平成16年4月1日 〜 平成22年12月31日 兼道路保全技術センタ－

支　　部 北陸支部 技術第一課長 中西啓介 平成17年4月1日 〜 平成25年3月31日

H17.4.1　技術課長、
H18.8.1　技術第一課長、
H20.1.1　技術課長、
H24.4.1　技術第一課長

支　　部 北陸支部 橋梁第二課長 荒川孝児 平成17年4月16日 〜 平成20年4月30日
H17.4.16　橋梁第二課長、
H20.1.1　橋梁課専門役、
H20.4.1　橋梁第一課専門役

支　　部 北陸支部 技術第二課長 桑原和彦 平成18年8月1日 〜 平成19年6月17日

支　　部 北陸支部 橋梁第一課
専門役 栃澤則基 平成19年6月18日 〜 平成22年3月31日

H19.6.18　技術第二課長、
H20.1.1　橋梁課専門役、
H20.4.1　橋梁第一課専門役

支　　部 北陸支部 橋梁第一課
専門役 小野村武志 平成19年9月18日 〜 平成21年9月17日

H19.9.18　橋梁第三課長、
H20.1.1　橋梁課専門役、
H20.4.1　橋梁第一課専門役

支　　部 北陸支部 橋梁課長 樋口　敏 平成20年4月1日 〜 平成25年3月31日

支　　部 北陸支部 調査役 田島照義 平成23年5月1日 〜 平成23年12月1日 H23.5.1　調査部から、
H23.12.1　調査部へ

支　　部 北陸支部 技術第二課長 染谷保司 平成24年5月7日 〜 平成25年3月31日 調査部から

支　　部 中部支部 支部長 所　輝雄 平成16年4月2日 〜 平成21年1月31日

支　　部 中部支部 支部長 渥美満康 平成21年2月1日 〜 平成21年9月3日 兼道路保全技術センタ－

支　　部 中部支部 支部長 田島　功 平成21年9月4日 〜 平成22年12月31日 兼道路保全技術センタ－

支　　部 中部支部 支部長 角屋　滋 平成23年1月1日 〜 平成25年3月31日

支　　部 中部支部 次長 榑沼昌明 平成17年5月1日 〜 平成20年6月30日

支　　部 中部支部 橋梁部長 国枝　昇 平成16年4月1日 〜 平成17年4月1日
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支　　部 中部支部 橋梁部長 上田正二 平成17年5月1日 〜 平成21年4月30日

支　　部 中部支部 橋梁部長 田畑保志 平成21年5月1日 〜 平成22年8月9日

支　　部 中部支部 技術部長 森谷俊美 平成19年4月1日 〜 平成22年7月16日 技術部より

支　　部 中部支部 橋梁第一課長 永井文男 平成16年4月1日 〜 平成17年5月15日

支　　部 中部支部 橋梁第二課長 渡辺正三 平成16年4月1日 〜 平成16年10月31日

支　　部 中部支部 橋梁第三課長 佐藤昭光 平成16年4月1日 〜 平成17年6月30日

支　　部 中部支部 橋梁第三課 金山和明 平成16年4月1日 〜 平成16年6月30日

支　　部 中部支部 橋梁第二課長 槙原祐治 平成16年11月1日 〜 平成19年4月30日

支　　部 中部支部 橋梁第一課
専門役 鎌田　弘 平成17年5月16日 〜 平成20年4月30日

H17.5.16　調査役、
H17.7.1　橋梁第三課長、
H19.5.1　橋梁第二課長、
H20.1.1　橋梁課専門役、
H20.4.1　橋梁第一課専門役

支　　部 中部支部 橋梁第一課長 池田　博 平成17年7月1日 〜 平成21年4月16日
H17.7.1　橋梁課長、
H20.1.1　橋梁課長、
H20.4.1　橋梁第一課長

支　　部 中部支部 橋梁第一課
専門役 杉浦達巳 平成17年8月1日 〜 平成20年4月30日

H17.8.1　技術課長、
H18.4.1　技術第二課長、
H20.1.1　橋梁課専門役、
H20.4.1　橋梁第一課専門役

支　　部 中部支部 技術課長 池田定三 平成18年4月1日 〜 平成20年4月15日 H18.4.1　技術第一課長、
H20.1.1　技術課長

支　　部 中部支部 橋梁第一課長 加藤正実 平成19年4月1日 〜 平成25年3月31日 H19.4.1　調査役、
H21.4.16　橋梁第一課長

支　　部 中部支部 橋梁第一課
専門役 森田　聖 平成19年8月10日 〜 平成22年4月30日

H19.8.10　橋梁第三課長、
H20.1.1　橋梁課専門役、
H20.4.1　橋梁第一課専門役

支　　部 中部支部 橋梁第二課長 山藤俊広 平成20年4月1日 〜 平成25年3月31日

支　　部 中部支部 技術課長 庭野　隆 平成20年4月16日 〜 平成21年1月1日
H20.4.1　調査役、
H20.4.16　技術課長、
H21.1.1　関東支部へ

支　　部 中部支部 橋梁第一課
専門役 三吉正孝 平成20年5月1日 〜 平成22年4月30日

支　　部 中部支部 橋梁第一課 遠藤桂子 平成22年4月1日 〜 平成22年12月31日 兼道路保全技術センタ－

支　　部 中部支部 技術課長 久本了嗣 平成22年5月1日 〜 平成25年3月31日

H22.5.1　調査役、
H23.4.1　技術課長、
H23.8.16　近畿支部へ、
H24.4.1　近畿支部より調査役

支　　部 中部支部 調査役 鈴木幹啓 平成23年4月16日 〜 平成23年12月1日 H23.4.16　調査部より、
H23.12.1　調査部へ

支　　部 中部支部 調査役 井上雅夫 平成23年6月27日 〜 平成25年3月31日 H23.6.27　関東支部から、
H24.4.1　兼橋梁部次長

支　　部 中部支部 調査役 木島裕一 平成23年6月27日 〜 平成23年12月5日 H23.6.27　関東支部から、
H23.12.5　関東支部へ

支　　部 中部支部 調査役 福田聖一 平成23年8月1日 〜 平成24年5月7日 H23.8.1　東北支部から、
H24.5.7　東北支部へ

支　　部 中部支部 技術第一課長 永井文男 平成23年8月16日 〜 平成25年3月31日 H23.8.16　技術課長

支　　部 中部支部 技術第二課長 長谷川明義 平成24年4月1日 〜 平成25年3月31日

支　　部 中部支部 橋梁第三課長 高橋幹雄 平成24年4月1日 〜 平成25年3月31日

支　　部 中部支部 調査役 高橋　渉 平成24年4月16日 〜 平成25年3月31日 近畿支部より

支　　部 中部支部 技術第三課長 鎌田裕一 平成24年6月1日 〜 平成25年3月31日

支　　部 中部支部 調査役 尾関一成 平成24年7月1日 〜 平成25年3月31日

支　　部 近畿支部 支部長 宮本　毅 平成16年4月1日 〜 平成17年4月15日 H17.5.1　退職

支　　部 近畿支部 支部長 石川次郎 平成17年4月16日 〜 平成20年12月31日 兼審議役

支　　部 近畿支部 支部長 森山敏雄 平成21年1月1日 〜 平成22年11月30日 兼道路保全技術センタ－

支　　部 近畿支部 竹田良邦 平成22年12月1日 〜 平成25年3月31日

支　　部 近畿支部 次長 久保茂己 平成21年4月1日 〜 平成22年11月30日 兼橋梁部長

支　　部 近畿支部 業務部長 廣島才治 平成21年3月1日 〜 平成22年3月31日

支　　部 近畿支部 橋梁部長 板垣正義 平成18年5月1日 〜 平成21年3月31日

支　　部 近畿支部 技術部長 村瀬佐多美 平成16年7月1日 〜 平成22年3月31日
H16.7.1　橋の科学館より調査役、
H17.4.1　技術部長、
H21.4.1　調査役

支　　部 近畿支部 橋梁第一課長 高橋幹雄 平成16年4月1日 〜 平成17年4月30日
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支　　部 近畿支部 橋梁第二課長 川上賢明 平成16年4月1日 〜 平成18年4月30日

支　　部 近畿支部 橋梁第一課 吉田真紀子 平成16年4月1日 〜 平成22年3月31日

支　　部 近畿支部 橋梁第三課長 田口松義 平成16年8月1日 〜 平成17年5月1日 九州支部へ

支　　部 近畿支部 橋梁第三課長 西村徹也 平成16年8月16日 〜 平成19年4月30日
H16.8.16　技術課長、
H17.7.1　技術第一課長、
H18.4.1　橋梁第三課長

支　　部 近畿支部 橋梁第一課長 石橋清美 平成17年4月1日 〜 平成19年4月30日 H17.4.1　調査役、
H17.5.1　橋梁第一課長　

支　　部 近畿支部 橋梁第二課
課長代理 籠池利弘 平成17年4月1日 〜 平成20年4月30日

支　　部 近畿支部 技術第一課長 村本和之 平成17年4月1日 〜 平成25年3月31日

H17.4.1　調査役、
H17.5.1　橋梁第三課長、
H18.4.1　技術第三課長、
H19.5.1　技術第一課長、
H20.1.1　技術課長、
H20.4.1　技術第一課長、
H22.4.1　技術課長、
H23.8.16　技術第一課長

支　　部 近畿支部 技術第二課長 馬場賢三 平成17年7月1日 〜 平成18年3月1日 H18.3.1　神戸本部へ

支　　部 近畿支部 橋梁第一課
専門役 多田雅一 平成18年4月1日 〜 平成20年4月30日

H18.4.1　橋梁第四課長、
H19.5.1　橋梁第三課長、
H20.1.1　橋梁第一課専門役

支　　部 近畿支部 橋梁第二課長 木村一也 平成18年4月1日 〜 平成20年4月30日 H18.4.1　調査役、
H18.5.1　橋梁第二課長

支　　部 近畿支部 橋梁第二課
専門役 有田　勝 平成18年4月1日 〜 平成20年4月30日 H18.4.1　技術第二課長、

H20.1.1　橋梁第二課専門役

支　　部 近畿支部 橋梁第二課
主任 小柴隆紀 平成18年4月1日 〜 平成21年4月30日

支　　部 近畿支部 技術第一課長 薦田和貴 平成18年4月1日 〜 平成19年4月30日

支　　部 近畿支部 技術課専門役 狩野裕之 平成18年4月1日 〜 平成20年3月31日
H18.4.1　技術第三課長代理、
H19.5.1　技術第三課長、
H20.1.1　技術課専門役

支　　部 近畿支部 橋梁第一課長 徳永剛平 平成19年4月1日 〜 平成21年4月30日 H19.4.1　調査役、
H19.5.1　橋梁第一課長

支　　部 近畿支部 調査役 酒井　徹 平成19年4月1日 〜 平成25年3月31日
H19.4.1　調査役、
H21.5.1　橋梁第一課長、
H23.4.1　調査役

支　　部 近畿支部 橋梁第二課
主任 桑原　誠 平成19年4月1日 〜 平成21年4月30日

支　　部 近畿支部 技術第一課長
代理 山下晋祐 平成19年4月1日 〜 平成21年4月30日

H19.4.1　技術第一課長代理、
H20.1.1　技術課長代理、
H20.4.1　技術第一課長代理

支　　部 近畿支部 橋梁第一課
専門役 佐々木克尚 平成19年6月1日 〜 平成22年3月31日 H19.4.1　橋梁第四課長、

H20.1.1　橋梁第一課専門役

支　　部 近畿支部 橋梁第一課
専門役 三木正司 平成19年9月1日 〜 平成21年8月31日 H19.9.1　橋梁第五課長、

H20.1.1　橋梁第一課専門役

支　　部 近畿支部 橋梁第二課
専門役 前田　孝 平成19年10月1日 〜 平成21年5月31日 H19.10.1　技術第四課長、

H20.1.1　橋梁第二課専門役

支　　部 近畿支部 調査役 佐藤昭光 平成20年4月1日 〜 平成25年3月31日

支　　部 近畿支部 橋梁第二課長 酒井博士 平成20年4月1日 〜 平成25年3月31日 H20.4.1　調査役、
H20.5.1　橋梁第二課長

支　　部 近畿支部 橋梁第二課
専門役 西　　弘 平成20年4月1日 〜 平成21年4月30日

支　　部 近畿支部 橋梁第三課長 才川　勉 平成20年4月1日 〜 平成21年5月31日

支　　部 近畿支部 技術第二課長 武藤和好 平成20年4月1日 〜 平成22年3月31日

支　　部 近畿支部 技術課専門役 岡本勝利 平成20年4月1日 〜 平成22年4月30日 H22.4.1　技術課専門役

支　　部 近畿支部 橋梁第一課 西田美知江 平成22年4月1日 〜 平成22年11月30日 兼道路保全技術センタ－

支　　部 近畿支部 橋梁第一課
専門役 土居宏三 平成22年6月1日 〜 平成23年5月31日

支　　部 近畿支部 調査役 大﨑洋一郎 平成23年4月1日 〜 平成25年3月31日

支　　部 近畿支部 調査役 金澤克義 平成23年4月1日 〜 平成23年6月30日

支　　部 近畿支部 橋梁第一課長 秋山寿行 平成23年4月1日 〜 平成25年3月31日

支　　部 近畿支部 調査役 高橋　渉 平成23年8月1日 〜 平成24年4月16日 中部支部へ

支　　部 近畿支部 調査役 久本了嗣 平成23年8月16日 〜 平成24年4月1日 H23.8.16　中部支部より、
H24.4.1　中部支部へ
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支　　部 近畿支部 技術第二課長 三木正司 平成23年8月16日 〜 平成25年3月31日

支　　部 近畿支部 調査役 橋場　盛 平成24年6月1日 〜 平成25年3月31日

支　　部 近畿支部 橋梁第三課長 三吉正孝 平成24年6月1日 〜 平成25年3月31日

支　　部 近畿支部 技術第三課長 倉田　豊 平成24年12月16日 〜 平成25年3月31日

支　　部 中国支部 支部長 潮　　司 平成16年4月1日 〜 平成21年7月31日 兼道路保全技術センタ－

支　　部 中国支部 支部長 岡村　真 平成20年9月1日 〜 平成23年3月31日 兼道路保全技術センタ－、
H20.9.1〜H21.8.1　次長

支　　部 中国支部 支部長 徳島征二 平成23年4月1日 〜 平成25年3月31日

支　　部 中国支部 橋梁部長 小田範雄 平成16年4月1日 〜 平成16年4月30日 兼道路保全技術センタ－

支　　部 中国支部 橋梁部長 筒井一昭 平成16年5月1日 〜 平成20年8月31日 兼道路保全技術センタ－

支　　部 中国支部 橋梁第二課長 高橋靖司 平成16年4月1日 〜 平成18年4月30日 H16.4.1　橋梁課長、
H17.4.1　橋梁第二課長

支　　部 中国支部 橋梁課 宇田真弓 平成22年4月1日 〜 平成22年6月30日 兼道路保全技術センタ－、
H16.4.1〜H18.4.1

支　　部 中国支部 橋梁第一課長 伊藤稔明 平成17年4月1日 〜 平成25年3月31日

支　　部 中国支部 技術第一課長 東山実芳 平成17年5月1日 〜 平成19年4月30日 H17.5.1　技術課長、
H17.8.1　技術第一課長

支　　部 中国支部 技術第二課長 本名　悟 平成17年8月1日 〜 平成19年4月30日

支　　部 中国支部 技術課長 松谷範彦 平成17年9月20日 〜 平成23年3月29日
H17.9.20　橋梁第三課長、
H19.5.1　技術第一課長、
H20.1.1　技術課長

支　　部 中国支部 杉原いづみ 平成18年4月1日 〜 平成20年5月31日

支　　部 中国支部 橋梁第二課長 磯江　浩 平成18年5月1日 〜 平成20年4月30日 関東支部より

支　　部 中国支部 橋梁第一課
専門役 菊原良夫 平成19年4月1日 〜 平成22年3月31日

H19.4.1　調査役、
H19.5.1　橋梁第三課長、
H20.1.1　橋梁第一課専門役

支　　部 中国支部 橋梁第一課
専門役 久本了嗣 平成19年5月1日 〜 平成21年4月30日 H19.5.1　技術第二課長、

H20.1.1　橋梁第一課専門役

支　　部 中国支部 橋梁第二課長 北山耕造 平成20年4月1日 〜 平成25年3月31日 H20.4.1　調査役、
H20.5.1　橋梁第二課長

支　　部 中国支部 本家浩子 平成20年5月1日 〜 平成20年12月31日

支　　部 中国支部 橋梁第一課 吉村加奈子 平成22年7月1日 〜 平成22年12月31日 兼道路保全技術センタ－

支　　部 中国支部 技術第二課長 山本義雄 平成22年9月15日 〜 平成25年3月31日
H22.9.15　調査役、
H23.4.1　技術課長、
H24.4.1　技術第二課長

支　　部 中国支部 調査役 村田昶夫 平成23年4月1日 〜 平成24年3月31日

支　　部 中国支部 調査役 菊原良夫 平成23年4月16日 〜 平成25年3月31日

支　　部 中国支部 技術課長 畑仲俊治 平成23年5月1日 〜 平成25年3月31日

支　　部 中国支部 調査役 糸日谷淑光 平成23年8月15日 〜 平成24年3月31日 H23.8.15　企画部より

支　　部 中国支部 技術第一課長 岡澤達男 平成24年4月1日 〜 平成25年3月31日

支　　部 中国支部 技術第二課長 山本義雄 平成24年4月1日 〜 平成25年3月31日

支　　部 中国支部 技術第三課長 石橋清美 平成24年4月1日 〜 平成25年3月31日

支　　部 中国支部 橋梁第三課長 田島　洋 平成24年5月7日 〜 平成25年3月31日 九州支部から

支　　部 中国支部 橋梁第四課長 森川公介 平成24年7月7日 〜 平成25年3月31日

支　　部 四国支部 支部長 小倉　信 平成16年4月1日 〜 平成18年4月30日 兼道路保全技術センター

支　　部 四国支部 支部長 増田厚雄 平成18年5月1日 〜 平成22年12月31日 兼道路保全技術センター

支　　部 四国支部 支部長 伊藤利雄 平成23年1月1日 〜 平成25年3月31日

支　　部 四国支部 橋梁部長 藤村憲史 平成16年4月2日 〜 平成20年9月30日

支　　部 四国支部 橋梁部長 伊藤利雄 平成20年5月1日 〜 平成22年12月31日 H20.5.1　調査役、
H20.10.1　橋梁部長

支　　部 四国支部 橋梁課長 永尾真砂則 平成16年4月1日 〜 平成16年6月30日

支　　部 四国支部 橋梁第一課長 山下五月 平成16年4月1日 〜 平成19年3月31日 H16.7.1　調査役から橋梁課長、
H18.4.1　橋梁第一課長

支　　部 四国支部 橋梁課 瀧　早都子 平成22年4月1日 〜 平成22年12月31日 兼道路保全技術センター
H16.4.1〜H18.4.1

支　　部 四国支部 橋梁課長 江戸範夫 平成16年7月1日 〜 平成25年3月31日

H16.7.1　技術課長、
H19.4.1　橋梁第一課長、
H20.1.1　橋梁第二課長、
H22.4.1　橋梁課長

支　　部 四国支部 橋梁第一課
専門役 黒川健児 平成18年4月1日 〜 平成21年5月31日 H18.4.1　橋梁第二課長、

H20.1.1　橋梁第一課専門役
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支　　部 四国支部 多田優子 平成18年4月1日 〜 平成18年8月31日

支　　部 四国支部 技術課長 平井良樹 平成19年4月1日 〜 平成21年4月15日

支　　部 四国支部 橋梁第一課長 阿部明弘 平成19年10月1日 〜 平成21年4月15日 H19.10.1　調査役、
H20.1.1　橋梁第一課長

支　　部 四国支部 橋梁第一課 和泉京子 平成19年10月1日 〜 平成22年3月31日

支　　部 四国支部 橋梁課長代理 越智祥孝 平成21年4月1日 〜 平成25年3月31日 神戸本部より
H22.4.1　橋梁課長代理

支　　部 四国支部 橋梁第一課長 吉田茂司 平成21年4月16日 〜 平成22年3月31日 九州支部より

支　　部 四国支部 技術第二課長
　 畑仲俊治 平成23年5月1日 〜 平成25年3月31日 H23.5.1　技術課長、

H24.4.1　技術第二課長

支　　部 四国支部 調査役 諸隈成幸 平成24年4月1日 〜 平成25年3月31日

支　　部 四国支部 技術第一課長 土居敏彦 平成24年4月1日 〜 平成25年3月31日 H24.4.1　九州支部から

支　　部 九州支部 支部長 今村利幸 平成16年4月2日 〜 平成20年12月31日

支　　部 九州支部 支部長 別府五男 平成21年1月1日 〜 平成23年6月30日 兼道路保全技術センタ－

支　　部 九州支部 支部長 宮崎暢隆 平成23年7月1日 〜 平成25年3月31日

支　　部 九州支部 橋梁第一課長 金子正猪 平成16年4月1日 〜 平成19年4月30日 H16.4.1　調査役から橋梁第一課長

支　　部 九州支部 橋梁第二課長 長谷川博久 平成16年4月1日 〜 平成18年4月30日 H16.7.1　橋梁課長から橋梁第二課長

支　　部 九州支部 技術第一課長 田口松義 平成17年5月1日 〜 平成25年3月31日

H17.5.1　技術課長、
H19.4.1　技術第一課長、
H22.4.1　技術課長、
H24.7.1　技術第一課長

支　　部 九州支部 調査役 城　秀夫 平成18年4月1日 〜 平成25年3月31日
H18.4.1　調査役、
H18.5.1　橋梁第二課長、
H23.4.1　調査役

支　　部 九州支部 橋梁第一課 橋口晃子 平成18年4月1日 〜 平成22年3月31日

支　　部 九州支部 橋梁第一課長 吉田茂司 平成19年4月1日 〜 平成21年4月16日 H19.4.1　調査役、
H19.5.1　橋梁第一課長

支　　部 九州支部 調査役 土居敏彦 平成20年4月1日 〜 平成24年4月1日 H24.4.1　四国支部へ

支　　部 九州支部 橋梁第一課長
代理 田村　正 平成20年7月16日 〜 平成21年3月31日 技術部より

支　　部 九州支部 橋梁第一課長 池田　博 平成21年4月16日 〜 平成25年3月31日 中部支部より

支　　部 九州支部 橋梁第一課 上田ゆかり 平成22年4月1日 〜 平成22年10月31日 兼道路保全技術センタ－

支　　部 九州支部 橋梁第二課長 府内洋一 平成23年4月1日 〜 平成25年3月31日

支　　部 九州支部 調査役 石丸敬純 平成23年6月27日 〜 平成24年4月1日 H23.6.27　東北支部から、
H24.4.1　東北支部へ

支　　部 九州支部 調査役 杣　辰雄 平成24年4月16日 〜 平成25年3月31日

支　　部 九州支部 調査役 田島　洋 平成24年5月1日 〜 平成24年5月7日 中国支部へ

支　　部 九州支部 調査役 森川公介 平成24年7月1日 〜 平成24年7月7日

支　　部 九州支部 技術第二課長 山本尚己 平成24年7月1日 〜 平成25年3月31日

支　　部 北海道駐在所 所長 山本和利 平成24年7月1日 〜 平成25年3月31日

支　　部 北海道駐在所 調査役 田島照義 平成24年7月1日 〜 平成25年3月31日

国内派遣 東北地方
整備局

郡山・三陸
国道事務所 小川和也 平成15年2月7日 〜 平成18年9月30日 H15.2.7〜H16.3.31　郡山国道事務所

H16.6.1〜H18.9.30　三陸国道事務所

国内派遣 独立行政法人
水資源機構

徳山ダム
建設所 田島照義 平成17年5月1日 〜 平成18年9月30日

国内派遣 広島県派遣 道路公社 武田　茂 平成15年4月1日 〜 平成18年3月31日

国内派遣 広島県派遣 道路公社 森下尊久 平成18年4月1日 〜 平成20年3月31日

国内派遣 徳島県派遣 県土整備部 向原和明 平成15年4月1日 〜 平成18年3月31日

国内派遣 徳島県派遣 県土整備部 伊藤豊秋 平成18年4月1日 〜 平成20年3月31日

国内派遣 近畿地方
整備局

阪神国道
事務所 古家和彦 平成16年4月1日 〜 平成18年3月31日

国内派遣 九州地方
整備局

福岡国道
事務所 貴志友基 平成14年10月1日 〜 平成18年4月15日

国内派遣 九州地方
整備局

福岡国道
事務所 臼田幸生 平成18年4月1日 〜 平成21年3月31日

国内派遣 九州地方
整備局

福岡国道
事務所 大倉章弘 平成18年11月16日 〜 平成18年12月22日

国内派遣 東北地方
整備局

福島河川国道
事務所 糸日谷淑光 平成18年7月1日 〜 平成22年3月31日

国内派遣 九州地方
整備局

熊本河川国道
事務所 下前隆雄 平成18年8月1日 〜 平成22年3月31日
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海外派遣 国際協力
事業団派遣 エチオピア 林　昌弘 平成14年7月9日 〜 平成16年7月25日

海外派遣 国際協力
事業団派遣 エチオピア 石原和幸 平成16年7月6日 〜 平成18年7月5日

海外派遣 国際協力
事業団派遣 ブータン 佐々木雅敏 平成14年8月14日 〜 平成17年8月13日

海外派遣 国際協力
事業団派遣 東ティモール 上村博文 平成16年11月17日 〜 平成18年7月24日

海外派遣 国際協力
事業団派遣 トルコ 新田篤志 平成14年12月15日 〜 平成16年12月14日

海外派遣 国際協力
事業団派遣 トルコ 松本　毅 平成16年12月1日 〜 平成18年11月30日

海外派遣 国際協力
事業団派遣

バングラ
ディッシュ 塚原　修 平成15年1月4日 〜 平成17年1月3日

海外派遣 国際協力
事業団派遣

バングラ
ディッシュ 西谷雅弘 平成16年12月23日 〜 平成18年12月22日

海外派遣 国際協力
事業団派遣 フィリピン 栗野純孝 平成15年2月28日 〜 平成17年2月27日

海外派遣 国際協力
事業団派遣 フィリピン 長尾日出男 平成17年2月17日 〜 平成19年2月16日

海外派遣 国際協力
事業団派遣 ケニア 竹内政彦 平成16年4月1日 〜 平成18年2月22日

海外派遣 国際協力
事業団派遣 ケニア 荻原勝也 平成18年2月2日 〜 平成18年9月30日

海外派遣 国際協力
事業団派遣 マレーシア 秦　健作 平成17年4月1日 〜 平成18年4月1日

3．一般財団法人 橋梁調査会（平成25年4月1日以降）
所属 部所 役職名 氏　　名 在　　職　　期　　間 備　　考

本　　部 事務局長 西川和廣 平成24年11月1日 〜 H25.6.25より専務理事事務取扱

本　　部 審議役 西川和廣 平成24年11月1日 〜 平成25年6月25日 H25.6.25より専務理事

本　　部 審議役 大石龍太郎 平成24年12月10日 〜 H25.1.21　兼企画部長

本　　部 上席調査役 一戸公俊 平成24年9月1日 〜 H24.12.16　兼総務部長

本　　部 総務部 総務部長 一戸公俊 平成24年12月16日 〜

本　　部 総務部 調査役 石井　均 平成23年7月1日 〜

本　　部 総務部 調査役 黒田健二 平成25年8月1日 〜

本　　部 総務部 総務課長 平田孝夫 平成23年8月1日 〜

本　　部 総務部 経理課長 渡辺優子 平成25年4月1日 〜

本　　部 総務部 総務課 高橋孝枝 平成25年5月16日 〜

本　　部 企画部 企画部長 大石龍太郎 平成25年1月21日 〜

本　　部 企画部 調査役 谷中幸和 平成23年5月1日 〜

本　　部 企画部 調査役 鈴木幹啓 平成25年4月1日 〜

本　　部 企画部 調査役 吉田好孝 平成24年4月1日 〜

本　　部 企画部 企画課長 麓　興一郎 平成23年4月1日 〜

本　　部 企画部 開発課長 藤原英之 平成25年4月1日 〜

本　　部 企画部 企画課 竹下あつ子 平成24年4月1日 〜

本　　部 調査部 調査部長 関口利昭 平成17年4月16日 〜

本　　部 調査部 調査役 栁田聖一 平成24年4月1日 〜

本　　部 調査部 調査役 井上雅夫 平成25年4月1日 〜 平成25年7月1日 H25.7.1　関東支部へ

本　　部 調査部 調査役 田中六郎 平成25年4月1日 〜

本　　部 調査部 調査第一課長 石井和夫 平成24年4月1日 〜 平成25年5月1日 H25.5.1　関東支部へ

本　　部 調査部 調査課長 新沼俊治 平成20年7月1日 〜 H25.5.1　調査部調査課長

本　　部 調査部 構造課長 桐原進彌 平成21年4月1日 〜

本　　部 調査部 技術課長 狩野裕之 平成25年5月1日 〜

支　　部 東北支部 支部長 小野寺四郎 平成23年4月1日 〜

支　　部 東北支部 調査役 堂前　満 平成21年4月1日 〜

支　　部 東北支部 調査役 岡野　哲 平成24年9月5日 〜 平成25年6月30日
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支　　部 東北支部 調査役 関　和幸 平成24年5月7日 〜 平成25年7月1日 関東支部へ

支　　部 東北支部 調査役 中川賢治 平成25年6月1日 〜 中部支部から

支　　部 東北支部 調査役 山口敏久 平成25年8月1日 〜

支　　部 東北支部 橋梁第一課長 佐々木雅敏 平成18年4月1日 〜

支　　部 東北支部 橋梁第二課長 福田聖一 平成24年5月7日 〜

支　　部 東北支部 調査役 石丸敬純 平成24年4月1日 〜 平成25年8月1日 H24.4.1　技術第二課長、
H25.8.1　中部支部へ

支　　部 関東支部 支部長 関口利昭 平成22年3月1日 〜 調査部長兼

支　　部 関東支部 橋梁部長 染川和幸 平成19年4月16日 〜

支　　部 関東支部 調査役 木島裕一 平成23年12月5日 〜

支　　部 関東支部 調査役 藤田時男 平成24年4月1日 〜

支　　部 関東支部 調査役 藤井裕司 平成25年4月1日 〜 H25.4.1　調査部から

支　　部 関東支部 調査役 田島照義 平成25年4月1日 〜 H25.4.1　北海道駐在所から

支　　部 関東支部 調査役 井上雅夫 平成25年7月1日 〜 H25.7.1　調査部から

支　　部 関東支部 調査役 関　和幸 平成25年7月1日 〜 H25.7.1　東北支部から

支　　部 関東支部 技術課長 安井哲郞 平成24年4月1日 〜

支　　部 関東支部 橋梁第一課長 石井和夫 平成25年5月1日 〜 H25.5.1　調査部から

支　　部 関東支部 橋梁第二課長 高橋　渉 平成25年4月1日 〜

支　　部 関東支部 橋梁第一課 大槻麻諭子 平成25年5月16日 〜

支　　部 北陸支部 支部長 池田重三郎 平成24年4月1日 〜

支　　部 北陸支部 調査役 原崎郁夫 平成22年6月1日 〜

支　　部 北陸支部 調査役 山岸一彦 平成25年4月1日 〜

支　　部 北陸支部 橋梁課長 樋口　敏 平成20年4月1日 〜

支　　部 北陸支部 技術第一課長 中西啓介 平成17年4月1日 〜

支　　部 北陸支部 技術第二課長 染谷保司 平成24年5月7日 〜

支　　部 北陸支部 橋梁課 村山智子 平成25年4月1日 〜

支　　部 中部支部 支部長 角屋　滋 平成23年1月1日 〜

支　　部 中部支部 調査役 井上雅夫 平成23年6月27日 〜

支　　部 中部支部 調査役 久本了嗣 平成24年4月1日 〜

支　　部 中部支部 調査役 高橋　渉 平成24年4月16日 〜

支　　部 中部支部 調査役 尾関一成 平成24年7月1日 〜

支　　部 中部支部 調査役 加藤正実 平成19年4月1日 〜

支　　部 中部支部 調査役 中川賢治 平成25年5月1日 〜 平成25年6月1日 東北支部へ

支　　部 中部支部 調査役 石丸敬純 平成25年8月1日 〜 東北支部から

支　　部 中部支部 橋梁第一課長 山藤俊広 平成20年4月1日 〜

支　　部 中部支部 橋梁第二課長 高橋幹雄 平成24年4月1日 〜

支　　部 中部支部 橋梁第三課長 播金昭浩 平成25年4月1日 〜

支　　部 中部支部 技術第一課長 永井文男 平成23年8月16日 〜

支　　部 中部支部 技術第二課長 長谷川明義 平成24年4月1日 〜

支　　部 中部支部 技術第三課長 鎌田裕一 平成24年6月1日 〜

支　　部 近畿支部 支部長 竹田良邦 平成22年12月1日 〜

支　　部 近畿支部 調査役 佐藤昭光 平成20年4月1日 〜

支　　部 近畿支部 調査役 酒井　徹 平成19年4月1日 〜

支　　部 近畿支部 調査役 大﨑洋一郎 平成23年4月1日 〜

支　　部 近畿支部 調査役 橋場　盛 平成24年6月1日 〜

支　　部 近畿支部 調査役 河口浩二 平成25年4月1日 〜

支　　部 近畿支部 調査役 岡澤達男 平成25年4月1日 〜 H25.4.1　中国支部から

支　　部 近畿支部 調査役 秋山寿行 平成23年4月1日 〜 H25.4.1　橋梁第一課長から調査役

支　　部 近畿支部 橋梁第一課長 酒井博士 平成20年4月1日 〜

支　　部 近畿支部 橋梁第二課長 三吉正孝 平成24年6月1日 〜 H25.4.1　橋梁第二課長

支　　部 近畿支部 橋梁第三課長 中村雅之 平成25年4月1日 〜

支　　部 近畿支部 技術第一課長 村本和之 平成17年4月1日 〜

支　　部 近畿支部 技術第二課長 三木正司 平成23年8月16日 〜

支　　部 近畿支部 技術第三課長 倉田　豊 平成24年12月16日 〜

支　　部 中国支部 支部長 徳島征二 平成23年4月1日 〜
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所属 部所 役職名 氏　　名 在　　職　　期　　間 備　　考

支　　部 中国支部 調査役 伊藤稔明 平成17年4月1日 〜

支　　部 中国支部 橋梁第一課長 北山耕造 平成20年4月1日 〜

支　　部 中国支部 橋梁第二課長 藤谷邦夫 平成25年4月1日 〜

支　　部 中国支部 橋梁第三課長 田島　洋 平成24年5月7日 〜

支　　部 中国支部 技術第一課長 山本義雄 平成24年4月1日 〜

支　　部 中国支部 技術第二課長 石橋清美 平成24年4月1日 〜

支　　部 中国支部 橋梁第一課長
代理 飯島　茂 平成25年4月16日 〜

支　　部 中国支部 橋梁第一課 宇田真弓 平成25年4月1日 〜

支　　部 四国支部 支部長 伊藤利雄 平成23年1月1日 〜

支　　部 四国支部 調査役 諸隈成幸 平成24年4月1日 〜

支　　部 四国支部 橋梁課長 江戸範夫 平成16年7月1日 〜

支　　部 四国支部 橋梁課長代理 越智祥孝 平成21年4月1日 〜

支　　部 四国支部 技術課長 土居敏彦 平成24年4月1日 〜 H24.4.1　技術第一課長
H25.7.1　技術課長

支　　部 四国支部 技術第二課長 畑仲俊治 平成23年5月1日 〜 平成25年7月1日 九州支部へ

支　　部 四国支部 橋梁課長代理 飯田和人 平成25年4月16日 〜

支　　部 四国支部 橋梁第一課 瀧早都子 平成25年4月1日 〜

支　　部 九州支部 支部長 宮崎暢隆 平成23年7月1日 〜

支　　部 九州支部 調査役 杣　辰雄 平成24年4月16日 〜

支　　部 九州支部 調査役 城　秀夫 平成18年4月1日 〜

支　　部 九州支部 調査役 津留和彦 平成25年4月1日 〜

支　　部 九州支部 調査役 山元俊哉 平成25年7月1日 〜

支　　部 九州支部 調査役 畑仲俊治 平成25年7月1日 〜 四国支部から

支　　部 九州支部 橋梁第一課長 池田　博 平成21年4月16日 〜

支　　部 九州支部 橋梁第二課長 府内洋一 平成23年4月1日 〜

支　　部 九州支部 橋梁第三課長 森川公介 平成25年4月1日 〜

支　　部 九州支部 技術第一課長 田口松義 平成17年5月1日 〜

支　　部 九州支部 技術第二課長 山本尚己 平成24年7月1日 〜

支　　部 九州支部 橋梁第一課 橋口晃子 平成25年4月1日 〜

支　　部 北海道駐在所 所長 山本和利 平成24年7月1日 〜
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あとがき

伊藤學理事長が刊行のことばで述べられているとおり、「一般財団法人　橋梁調査会」のスタートの年
に、今一度これまでの活動を振り返り、その成果をまとめることの意義を考えたとき、このタイミングと
して35周年史を発刊するに至りました。特に、今回の名称変更では設立から続く「海洋架橋」の名が割愛
されることになり、ともすれば内外に業務範囲の縮小、限定を想起させる中、時代に即した変化を受け入
れながらも、進むべき道に変わりはないことを示すことが、本史の大事な目的のひとつであると考えまし
た。

調査会では20年史を平成10年に刊行しています。刊行された年には、明石海峡大橋も完成し、本四架
橋の建設がほぼ終了を迎える時期に重なります。そのため20年史では、調査会の設立に関わる背景と設
立から本四架橋建設期間のほぼ全ての活動が詳らかに記述されています。

以上のことから、本史では本四架橋完成以降に焦点を置き、これからに繋がる近年の活動を中心に記
述することを編集方針に定めました。

なお、ここで割愛しました海洋架橋調査会時代の前・中期（昭和53年度〜平成10年度）については、20年
史を電子化したCDを別添したので参照いただければ幸いです。

いずれも、可能な限り資料を収集し、いろいろな方々からの聞き取りをおこなうなど、正確な記述を心
掛けましたが、すくなからず過誤もあるものと思われます。ご容赦いただくとともに、ご指摘賜りますよ
うお願い申し上げます。

この35周年史「橋をかける、橋をまもる」が、これからの橋梁調査会の業務に対する皆様の一層のご理
解とご支援を得るための一助となれば、編集委員一同この上ない幸せであります。

最後になりましたが、本史の刊行にあたって寄稿いただいた方々をはじめ、ご指導ご鞭撻を賜りまし
た皆様に厚く御礼申し上げます。

平成25年12月
35周年記念史編集委員会

橋をかける、橋をまもる
長大橋建設を支え、日本の橋を守った35年

平成25年12月発行

編集・発行
一般財団法人　橋梁調査会

東京都文京区音羽2-10-2　音羽NSビル8F
TEL 03-5940-7788  FAX 03-5940-7789  http://www.jbec.or.jp

制作・印刷・製本
株式会社　大應

東京都千代田区内神田1-7-5
TEL 03-3292-1488  FAX 03-3292-1485  http://www.dai-oh.co.jp
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