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平成２７年７月１６日

お 知 ら せ

【問い合わせ先】＜島根県道路メンテナンス会議事務局＞

副所長（管理） 山﨑 彰 （内線２０５）

（講習担当）保全対策官 前田 孝弘 （内線４０８）

（広報担当）計画課長 山本 俊彦 （内線２６１）

TEL：0852-26-2131(代表)  URL:http://www.cgr.mlit.go.jp/matsukoku/

：0852-26-0611(夜間)

国土交通省 中国地方整備局 松江国道事務所
松江市西津田２丁目６番２８号

やまさき あきら

まえだ たかひろ

やまもと としひこ

橋梁点検の技術習得に
向けた講習会を実施します

～島根県道路メンテナンス会議での取り組み～

島根県道路メンテナンス会議での取り組みの一つとして、昨年度に引き続き橋梁
点検における技術力向上のため、県・市町村職員等を対象に点検講習会を実施しま
す。今回、講習会は県内３箇所で予定していますが、今後も随時行っていく予定で
す。

島根県県央県土整備事務所 大田事業所 第１会議室
○日 時： 平成２７年７月２２日（水）10:00～16:00（予定）

○場 所：

別紙プログラムのとおり○実施内容：

道路維持GL 渡部 文明

市町村道GL 野坂 啓二
TEL：0852-22-6568 FAX：0852-31-6535

島根県 土木部 道路維持課 松江市殿町８番地
わたなべ ふみあき

※松江国道事務所では、twitter（ツイッター）による情報発信を行っています。

QRコード

※講習会での取材は自由ですが、講習の妨げにならないようお願いします。また、取
材を申し込まれる際は事前に問い合わせ先の（講習担当）までご連絡願います。

ツイッター:http://twitter.com/road_matsue

のざか けいじ

○取材について

国土交通省 中国地方整備局 浜田河川国道事務所
浜田市相生町３９７３

副所長（道路） 藤原 浩幸 （内線２０５）
TEL：0855-22-2480(代表)  URL:http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/

ふじはら ひろゆき

【大田会場】

【益田会場】

島根県益田県土整備事務所 益田合同庁舎 ５階第１会議室
○日 時： 平成２７年７月２７日（月）11:00～17:00（予定）

○場 所：

【吉賀会場】

吉賀町ふれあい会館（吉賀町役場柿木庁舎横） 農業研修室
○日 時： 平成２７年７月２８日（火）10:00～16:00（予定）

○場 所：



橋梁点検講習会（大田会場） 

プログラム 

                          日時：平成 27年 7月 22日（水） 

                          主催：島根県、中国地方整備局 

7 月 22 日（水） 島根県県央県土整備事務所 大田事業所 第１会議室 

時間 内容 講演者 備考 

10:00～10:30 島根県橋梁点検要領（案） 島根県 土木部 道路維持課  

10:30～11:00 
橋梁の基礎知識と 

橋梁点検のポイント 
国土交通省 松江国道事務所  

11:00～11:20 移動（各自） 

11:20～12:00 
点検実習（現地） 

落合橋 

島根県 土木部 道路維持課 

国土交通省 松江国道事務所 

（一財）橋梁調査会 

スケッチ、写真 

12:00～13:20 移 動・昼 食（各自） 

13:20～15:00 
調書作成（大田事業所） 

落合橋 

島根県 土木部 道路維持課 

国土交通省 松江国道事務所 

（一財）橋梁調査会 

点検調書作成 

 
15:00～16:00 
 

橋梁点検に関する 

意見交換会 

島根県 土木部 道路維持課 

国土交通省 松江国道事務所 

（一財）橋梁調査会 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

県央県土整備事務所 大田事業所 

出典：国土地理院「地理院地図（電子国土 web）」 
加工：松江国道事務所 

落合橋 



橋梁点検講習会（益田会場） 

プログラム 

                          日時：平成 27年 7月 27日（月） 

                          主催：島根県、中国地方整備局 

7 月 27 日（月） 島根県益田県土整備事務所  益田合同庁舎 ５階会議室 

時間 内容 講演者 備考 

11:00～11:30 島根県橋梁点検要領（案） 島根県 土木部 道路維持課  

11:30～12:00 
橋梁の基礎知識と 

橋梁点検のポイント 
国土交通省 松江国道事務所  

12:00～13:00 昼 食（各自） 

13:00～13:20 移 動（各自） 

13:20～14:00 

点検実習（現地） 

 

喜阿弥下橋 

 

島根県 土木部 道路維持課 

国土交通省 松江国道事務所 

（一財）橋梁調査会 

スケッチ、写真 

14:00～14:20 移 動（各自） 

14:20～16:00 
調書作成（益田県土） 

喜阿弥下橋 

 

島根県 土木部 道路維持課 

国土交通省 松江国道事務所 

（一財）橋梁調査会 

点検調書作成 

 
16:00～17:00 
 

橋梁点検に関する 

意見交換会 

島根県 土木部 道路維持課 

国土交通省 松江国道事務所 

（一財）橋梁調査会 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

益田県土整備事務所

喜阿弥下橋 

出典：国土地理院「地理院地図（電子国土 web）」 
加工：松江国道事務所 



橋梁点検講習会（吉賀会場） 

プログラム 

                          日時：平成 27年 7月 28日（火） 

                          主催：島根県、中国地方整備局 

7 月 28 日（火） 吉賀町ふれあい会館  農業研修室 

時間 内容 講演者 備考 

10:00～10:30 島根県橋梁点検要領（案） 島根県 土木部 道路維持課  

10:30～11:00 
橋梁の基礎知識と 

橋梁点検のポイント 
国土交通省 松江国道事務所  

11:00～11:30 移動（各自） 

11:30～12:20 
点検実習（現地） 

西組２号橋 

島根県 土木部 道路維持課 

国土交通省 松江国道事務所 

（一財）橋梁調査会 

スケッチ、写真 

12:20～13:30 移 動・昼 食（各自） 

13:30～15:00 
調書作成 

（吉賀町ふれあい会館） 

西組２号橋 

島根県 土木部 道路維持課 

国土交通省 松江国道事務所 

（一財）橋梁調査会 

点検調書作成 

 
15:00～16:00 
 

橋梁点検に関する 

意見交換会 

島根県 土木部 道路維持課 

国土交通省 松江国道事務所 

（一財）橋梁調査会 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

吉賀町ふれあい会館 

西組２号橋 

出典：国土地理院「地理院地図（電子国土 web）」 
加工：松江国道事務所 
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