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高知県橋梁会平成 21 年度活動報告 
 

土木学会四国支部・高知県橋梁会 

 
新新荘川橋架設現場の見学会 (平成 21年 6月 26日) 

 

 

－高知県橋梁会は，下記の法人会員のご協力をいただいて運営をしています－ 

青木建設㈱，㈱アンプル，㈱エスイー ，北村商事㈱，㈱協同，極東興和㈱，㈱楠瀬土建，構営技術コ

ンサルタント㈱，㈱構造メンテック，㈱ゴウダ，ショーボンド建設㈱，㈱セイミツ，㈱西和コンサルタ

ント，㈱高建総合コンサルタント，㈲創友，㈱第一コンサルタンツ，㈱鉄建ブリッジ，東京ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ工

業㈱，都市開発コンサルタント㈱，㈱宮崎測量設計コンサルタント，日本興業㈱，日本プロテクト㈱，

ピーシー橋梁㈱，福留開発㈱，㈱ロイヤルコンサルタント，若松クレーン㈱，㈱ワタリコンサルタント 

 (平成 22 年度会員会社 27 社) 
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ご 挨 拶 
 
 

高知県橋梁会 
会長 右城 猛 

 
  
 高知県橋梁会の平成 21 年度の活動報告と平成
22 年度の会員名簿をお届けさせていただきます。
ご高覧いただければ光栄でございます。 
 
高知県橋梁会は，昭和 52 年 4 月に高知工業高
校の教諭であった石川貴泉先生が，「県内で橋梁

の設計ができるように皆で一緒に勉強しよう」と

呼びかけて設立されました。会長は，石川先生(昭
和 52年～56年)，村山保先生(昭和 57年～平成 8
年)，玉井佐一先生(平成 9年～平成 19年)を経て，
現在は私が務めています。 
 今年の 4 月で創立 33 年を迎えます。格別のご
高配を賜っている国土交通省四国地方整備局，高

知県土木部，高知市など関係機関の皆様に心より

御礼申し上げます。 
 
現在は社団法人土木学会四国支部との共催で，

会員の継続教育と県内土木技術者のレベルアッ

プを図ることを目的に，年 3回の一般研修と現場
見学を開催しています。これらは土木学会の継続

教育（CPD）の認定対象となっています。 
研修会では，毎回 5～6 名の講師によって研究

発表，工事報告，技術基準の解説，新製品の紹介

などをしていただき，会員，非会員を合わせて約

70人の参加者が熱心に聴講し，そして活発な討議
をしています。 
平成 20 年からは，工業高校の生徒による「橋
梁模型コンテスト四国大会」に協賛し，橋梁技術

向上と普及にも力を注いでいます。 
研修での講演テーマと講師，会場設営等につき

ましては，毎月第一水曜日に開催している「一水

会」と称する理事会で決定しています。研修会に

対する要望等がございましたら，事務局までご連

絡下さい。 
 
今後とも，皆様からのご支援とご鞭撻を賜りま

すように心よりお願い申し上げます。 
 
 
平成 21年度の理事会の様子 

 
写真左より，西川準二，岡本圭吾，右城猛，吉田幸男，岡

林弘憲，武内豊，安見和夫，森下伸裕 

 
 

 

 

事務局 
〒781-8122 高知市高須新町三丁目 1番 5号 
 ㈱第一コンサルタンツ総務部 西村真理 

E-mail m-nishimura@daiichi-c.co.jp
TEL 088-884-1330 FAX 088-884-3783 
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「高知県橋梁会平成 21 年度第 1回研修会」報告 

 

高知県橋梁会理事 安見和夫 

 
土木学会四国支部と高知県橋梁会の共催による平成 21年度第 1回研修会が、2009年 4月 21日（火）

に、高知市本町にある高知会館の「飛鳥の間」で開催された。13時 30分からの研修会では、4テーマ
の講演があった。年度初めの行事多忙時期で建設不況の波をもろにかぶっている業界ではあるが、技術

向上を目指す 64名の参加があった。 
研修会後に高知県橋梁会の通常総会が開かれ、17時より「村山保名誉会長の卒寿を祝う会」が開催さ

れた。

■研修会(13 時～16 時 20 分) 

 
高知県橋梁会理事の岡本圭吾氏による司会 

 

高知県橋梁会会長の右城猛氏による開会の挨

拶。平成 20 年度の活動として，３回の研修会，
現場見学会，橋梁模型コンテスト四国大会への協

力，「本山さくら」のよさこい祭り地方車に対す

る協賛などが報告された。 
不況を乗り切るには，技術力を付ける以外にな

いことが指摘された。(13:30～13:40) 

 
四国地方整備局四国技術事務所総括技術情報

管理官の柳瀬晴朗氏から「四国の斜面防災対策」

と題し，ご自身の大変貴重な経験と最新の土木工

学を交えながら、斜面防災対策の問題や黒部の太

陽の映画内容をはさんで、わかりやすく四国の地

質や誕生を講演された。（13:40～14:30） 

 
高知県土木部道路保全担当チーフの岡崎邦彦

氏から「高知県の橋梁のアセットマネジメント」

と題し，高知県の橋梁点検方法、調査方法、橋梁

長寿命化修繕計画やアセットマネジメントなど

を説明された。四万十市の通称「赤橋」は、補修・
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補強後に実車実験で検証したことも紹介された。

（14:30～15:20） 

 
質問される村山保名誉会長 

 
アストン協会技術部会長の安藤尚氏から「表面

含侵材を用いたコンクリートの高品質化への挑

戦」と題し，コンクリート改質剤ＣＳ－２１の特

性、施工実績、実験による性能確認結果、土木学

会表面保護工法による各種抑制効果の確

認,NETIS 登録などの説明があった。（15:30～
16:10） 

 
活発に質問する受講者 

 
（株）第一コンサルタンツ社長の右城猛氏から、

「村山保先生と私」と題し，卒寿を迎えられた村

山先生のこれまでのご活躍や哲学、出会いによる

貴重な指導を受けたこと、橋梁会の変遷を記録し

ていたアルバムから紹介された。（15:10～16:30） 

 
熱心に聴講する 64名の参加者 

 
 橋梁会副会長の中村和弘氏による閉会の挨拶。

体調が悪く居眠りをするかも知れないと思い，最

後列の隅の席に座って聞いていたが，皆さんの講

演に引き込まれ，一睡もする間がなかったと感想

を述べられた。 
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■通常総会(16 時 30 分～17 時) 

平成 20 年度の事業報告及び監査報告が満場一

致で了承された。次に 21 年度の事業計画案、高

知県橋梁会規約の改定および役員改選の議事が

おこなわれ承認された。 

役員改選では、中村和弘副会長と山崎喜一郎理

事の退任に伴い、吉田幸男理事が新副会長、西川

準二理事が新会計理事に就任した。新理事として

都市開発コンサルタントの岡林弘憲氏、顧問には

第一コンサルタンツの西岡南海男氏が就任した。 

 
司会をされる中村和弘副会長 

 

事業報告をする右城猛会長 

 

会計報告をする吉田幸男会計 

■村山保名誉会長の卒寿を祝う会(17 時～19 時) 

同会館の平安の間に 33 名の会員と講師が出席

し，「村山保名誉会長の卒寿を祝う会」が開催さ

れた。  

先ず前副会長の中村氏が祝辞を述べられ，続い

て祝電披露があり，新会計理事に就任された西川

準二氏から花束が贈呈された。 

 

祝賀会会場 

 

花束を贈呈する西川理事 

 
花束を受け取られた村山名誉会長 
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出席者全員に，「心小欲而志欲大」と書かれた

色紙を進呈された。これは先生が高知工業高校の

教諭をされていた三十七歳の折りに，紹介状も持

たずに大磯の吉田邸を訪問し，元内閣総理大臣吉

田茂より目の前で書いてもらったという直筆色

紙の複製版。 

「無理かなと思っても，当たって砕けると案外

成功したことが多かった」と教えてくれた。五十

年経った今でも毎日この色紙を見て，「心配りは

細かく，志は大きく持つ」ことを心掛けておられ

るということであった。 

 

謝辞を述べられてから，色紙の由来を説明され

る名誉会長。手に持っているのは複製版。 

 

吉田茂直筆の色紙(本物) 

 
顧問に就任した西岡南海男氏による乾杯の音頭 

 

 
乾杯の後は大いに盛り上がる 

 
宮崎測量設計コンサルタントの濱田博人社長に

よる中締め 

 

二次会はいつもの居酒屋「赤たぬき」 
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「高知県橋梁会平成 21 年度第 2回研修会」報告 

 
高知県橋梁会理事 武内 豊 

 
土木学会四国支部と高知県橋梁会の共催による平成 21 年度第 2回研修会が，高知市本町にある高
知会館の「飛鳥の間」で 8 月 26日(火)に開催された。 

8月 9日の台風 9号の影響で，高知県の中部から西部にかけて災害が発生しており，橋梁会の会員
は災害復旧の調査設計に追われる多忙な時期であったが，それでも 42名の参加者があった。 
元建設省近畿地方建設局長で現在参議院議員として活躍されている脇雅史先生が来高される日程と

今回の橋梁会が偶然一致したので，ご無理をお願いして脇雅史先生に特別講演をしていただいた。 
 

 
受付状況 

 
司会を担当した高知県橋梁会理事の武内豊氏 

 
 
 

■研修会(13:30～17:00) 

 

 研修会に先立ち，高知県橋梁会会長の右城猛氏か

ら開会の挨拶があった。 

 

参議院議員の脇雅史先生から「公共事業の展望」

と題して特別講演があった。公共事業の必要性，地

方における建設会社の重要性についてお話しをい

ただいた。（13：30～13：50） 
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 ㈱エスイーの中井督介氏により「外ケーブル工法

による橋梁補強工法」と題し，既設構造物の補強工

法には数種類の工法があることを，施工例を示しな

がら具体的な説明があった。（13：50～14：25） 

 

熱心に聴講する 42名の参加者。 

 

 ㈱第一コンサルタンツの伊藤哲也氏から「橋梁部

材の振動損傷診断に関する基礎研究」と題し，ハン

マリングによる橋梁点検業務の効率化についての

研究報告があった。この研究は，長崎大学の卒業論

文で取り組まれたものである。（14：25～14：37） 

 

 ㈱第一コンサルタンツの兵頭学氏からは「木造建

物へのオイルダンパーの最適配置」と題し，今後予

想される大地震に備えて木造住宅のオイルダンパ

ーによる補強についての研究報告があった。この研

究は，早稲田大学の卒業論文で取り組まれたもので

ある。（14：37～14：50） 
 

 
 ㈱四国総合研究所の中川裕之氏により，「コンク

リートの劣化診断法」と題し，鉄筋コンクリートの

劣化予測，評価により，対策の判定と実施について

の詳しい説明があった。この研究は香川大学の博士

後期課程で取り組まれたもので，香川大学から博士

(工学)の学位を授与されている。（14：50～15：35） 
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 四国地方整備局企画部防災対策官の藤川昌幸氏

により「建設業のＢＣＰについて」と題し，国土交

通省の取組み状況や，災害時の事業継続力の認定企

業への総合評価方式での加点評価について説明が

あった。（15:45～16:40） 

 
 ㈱相愛の中村和弘氏(元高知県橋梁会副会長)よ
り「フランスの感想」と題した旅行写真の紹介をし

て頂いた。（16：40～17：05） 

 
吉田幸男橋梁会副会長による閉会の挨拶(17:05) 

 

■反省会 

 

 研修会終了後，高知新阪急ホテルの屋上ビアガー

デンに席を移し，講師と高知県橋梁会理事による反

省会が開かれた。 

 

 反省会の二次会は，いつもの居酒屋｢赤たぬき｣。 
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「高知県橋梁会平成 21 年度第 3回研修会」報告 

 
高知県橋梁会理事 西川 準二 

 
2009年 12月 16日（水），高知市本町にある高知会館（飛鳥の間）において，土木学会四国支部と高

知県橋梁会の共催により，本年度第 3回目の研修会が開催された。 
当日は会員や関係企業，高知工業高等学校の生徒など 57 名が参加し，5 テーマの講演を熱心に聴講
し，最後に 11月 28日に開催された第 3回橋梁模型コンテスト四国大会の上位入賞者へのインタビュー
を行い，大変有意義かつ楽しく研修会を終えることができた。 

 
■研修会(13:30～17:00) 

 

高知県橋梁会会長の右城猛氏による開会の挨拶 

 

 1番目の講演は，東京ファブリック工業㈱の吉野
伸氏により「橋梁耐震補強による補修製品」と題し，

橋梁補修用の製品紹介や現地調査状況，支承交換の

施工手順等の具体的な説明があった。講演中に震度

3 の本当の地震があり参加者全員がヒヤリとする
場面もあった。（13：40～14：15） 

 

 2 番目の講演は構営技術コンサルタント㈱の野
中拓氏により「土砂災害警戒情報について」と題し，

実際の土石流の映像を踏まえ土砂災害警戒情報に

は高知県のAND方式や山口県の連携案方式がある
と，大雨の実例を示し具体的な説明があった。

（14：15～14：40） 
 

 

 3 番目の講演は四国地域イノベーション創出協
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議会の濱田学氏により「中小企業の活路を開くため

の支援制度」と題し，中小企業支援策の特徴や新事

業で活路を拓く経営革新，早期着手が成功の鍵であ

る事業承継，企業相談等の詳しい説明があった。 
（14：40～15：20） 
 

 

 4 番目の講演は㈱構造メンテックの安見和夫氏
により「土木構造物における小規模補修の現状」と

題し，四国内で実際調査したコンクリート構造物の

現状にふれ，補修工事の報告内容や現状問題点につ

いて実例写真を取り上げながら詳しい説明があっ

た。（15：30～15：55） 
 

 

 5番目の講演は，㈱四電技術コンサルタントの武
山正人氏により，「土木技術者としての私の経験」

と題し，橘湾発電所，本川発電所，柳谷発電所にお

ける計画・設計・施工に活用された技術について発

電所完成までにおける壮大なスケールの経験談の

お話と，またその他のトピックスとして過去の著名

な事故例のお話をいただいた。 

（15：55～16：45） 

 

    熱心に聴講する 57名の参加者。 

 

 最後に第 3 回橋梁模型コンテスト四国大会の上
位入賞者に模型製作の苦労話をしてもらい，コンテ

ストの内容等色々な質問に答えて頂いた。 
右側が最優秀賞に輝いた 藤田明久君，左側が優
秀賞に輝いた 佐野弘治君（16：45～16：55） 

 
熱心に橋梁模型を見つめる参加者。左手前が最優

秀作品，左中央が優秀作品。左奥は昨年の最優秀作

品 
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第 3回橋梁模型コンテスト四国大会で重さ 17kg
の載荷に耐え最優秀賞に輝いた藤田明久君の作品。 

 

 

吉田幸男橋梁会副会長による閉会の挨拶 
 
■忘年会(17:30～19:30) 

 

12 月の研修会の後は忘年会が恒例になっている。
会場を高知会館の平安の間に移して，講師も一緒に

なって和気藹々の雰囲気の中で懇親を深めた。 
忘年会への参加者は 30名であった。 

 

お酒が入っていつもの歓談の様子 
 

忘年会の後は，いつもの居酒屋｢赤たぬき｣で反省

会を行いおおいに盛り上がった。 
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高知県橋梁会技術伝承シリーズ・先輩に聞く 

 

高知県橋梁会理事 岡林弘憲 

 

シリーズを始めるにあたって 

 
高知県橋梁会では，土木学会四国支部との共催

で毎年 4月，8月，12月に研修会を開催していま
す。毎回 5～6 名の講師によって研究発表，工事
報告，技術基準の解説，新製品の紹介などをして

いただき，会員，非会員を合わせて毎回約 70 人
の参加者が熱心に聴講し，そして活発な討議をし

ていただいております。 
しかしながら，これまでの研修内容では知識を

学ぶことはできたとしても，自ら問題を提起して

答えを見つけ出すという問題解決能力あるいは

創造的能力の向上にはあまり繋がらないように

感じていました。 
西洋には「子供には魚を与えるより魚の釣り方

を教えろ」という諺があります。魚の釣り方を教

えるような内容の研修の必要性を感じていまし

た。このような趣旨から，研修会の講演の 1コマ
として「技術伝承シリーズ・先輩に聞く」を設け

ることにしました。 
土木技術者として実績を残されている先輩に，

現場での失敗や苦労，問題を解決してきた体験談

を語ってもらおうという企画です。 
このシリーズを受講することで問題解決の極

意を掴み，将来の建設業界をリードする技術者が

生まれることを念じています。 
 
  

第１回 武山正人先輩 

 
1．先輩紹介 

 先輩としてのト

ップバッターは，

株式会社四電技術

コンサルタント代

表取締役社長の武

山正人様にお願い

しました。日本技

術士会理事，香川

県技術士会会長，

建設コンサルタン

ツ協会四国支部長 
としてもご活躍されておられます。 

 武山正人様は，昭和 21 年に高知県宿毛市でお
生まれになり，土佐高校から京都大学に進学され，

昭和 46 年に大学院土木工学研究科を卒業し，四
国電力に入社，平成 14 年には取締役土木建築部
長に昇進されています。 
 平成 15 年に関連会社の四電技術コンサルタン
トに常務取締役として移籍し，平成 19 年には代
表取締役社長に就任されました。 
 技術士(建設部門)や土木学会の特別上級技術者
（施工・マネジメント）の資格を持たれています。 
武山様には，平成 21年 12月 16日に，「土木技

術者としての私の経験－発電所建設の事例を中

心として－」と題して，橘湾発電所，本川発電所，

柳谷発電所の建設に関するご自身の体験談，それ

に高知県出身の土木技術者・広井勇について紹介

していただきました。 
 

し
ま
な
み
海
道

瀬
戸
大
橋

明
石
大
橋

本川発電所

橘湾発電所

伊方発電所

柳谷発電所
 

位置図 

 
2．橘湾発電所 

橘湾発電所は，四国電力と電源開発が徳島県阿

南市橘町小勝島に建設した，最大出力 280万 KW
の日本最大級の石炭火力発電所です。平成 3年に
設計に着手，平成 7年から施工が開始され，平成
12年 6月に運転が開始されています。 
武山様は四国電力の建設プロジェクトリーダ

ーとしてこの仕事に携わられ，平成 12 年度には
このプロジェクトに対して土木学会技術賞が贈

られています。 
この工事については，①国内最大級の取水ピッ

トケーソン，②鋼板セル護岸による大幅な工期短

縮，③薄層巻出し工法による軟弱地盤の埋立て，

④海底浚渫土の固化処理による陸上処分という

４つのトピックスについて説明をしていただき

ました。 
 

 

武山正人様 
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(1)国内最大級取水ピットケーソンの採用 

毎秒 30m3 の水を取り入れる取水ピットは，幅

20m，長さ 40m，高さ 13m，4 階建てのビルに相
当するもので，国内最大級の規模。フローティン

グドックでケーソンを製作し，台船に載せて海上

運搬し，1日で据え付けた。 
 
(2)鋼板セル護岸による大幅な工期短縮 

 工期短縮をするために，鋼板セル護岸を採用し

た。鋼板セル護岸とは，薄い鋼板と中詰め砂で茶

筒を造り，これを 17基並べたものである。 
クレーン船から鋼板セルを打設し，中に砂を詰

めた後に蓋となるコンクリート打設を行う手順

で 17 基を繰り返し構築した。１基当りの施工日
数はわずか 2週間であり，一般的なケーソン護岸
に比べて大幅な工期短縮を実現した。 

 

鋼板セル護岸

鋼板セル (約150ｔ)鋼板セル (約150ｔ)

中 詰 砂中 詰 砂

アーク部アーク部

蓋コン蓋コン

上部コン上部コン

ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ

φ20m

17
m

板厚=13mm

 

鋼板セル護岸 

 
(3)薄層まき出し工法による軟弱地盤の埋立て 

海底には軟弱なヘドロが 10～20m 堆積してお
り，一般的な施工方法で埋め立てをすると，埋め

立て部底部のすべり破壊が懸念された。 
 対策として，サンドドレーン工法で軟弱地盤を

改良した後に，埋め立て土を薄く平均的にまき出

す『薄層まき出し工法』を採用した。施工は，ベ

ルトコンベアーで土砂を運搬し，せき板で土砂を

落とす特殊な方法を用いた。 
 

 
埋め立て部の断面図 

 

(3)海底浚渫土の固化処理による陸上処分 

工事で発生する浚渫土 120 万 m3は，黒潮沖に

投棄（事業費 100億円）する計画であったが，海
洋投棄は，廃棄物その他海洋汚染防止に関する条

約(ロンドン条約)などから難しく，埋立て区域へ
の投入は，工費，工期，瀬戸内海環境保全特別措

置法の関係から困難であった。 
近傍には埋立て処分場がないことから，浚渫土

はセメント系固化材により固化処理して陸上処

分した。盛土体は，施工時にも円弧すべりが発生

しないよう，土岩を中間に盛土しながら施工した。 
固化プラントや工事用道路は，工事完了後に撤

去して自然を復元した。 
 

EL.46m

EL.0

基礎掘削土岩基礎掘削土岩固化処理土
固化処理土

固化処理土
固化処理土

 
処分地の断面図 

 
3.本川発電所（大型揚水 PS） 
本川発電所は，四国電力(株)が高知県いの町脇
ノ山（旧本川村，早明浦ダムの上流）に建設され

た出力約 60万 KWの揚水発電所。昭和 49年に設
計に着手，昭和 53 年から施工が開始され，昭和
57年に運転が開始されています。 
武山様は，主任係長として本プロジェクトの設

計を担当され，昭和 56年度には，「片岩地帯にお
ける高落差本川揚水発電所の設計と施工」として，

土木学会技術賞を受賞されています。 
この工事については，①水圧管路の軟弱継手と

岩盤負担設計，②岩盤特性の把握による施設配置

計画，③施工時の動態観測による徹底的な安全確

保という３つのトピックスについて説明をして

いただきました。 
 

(1)水圧管路の軟弱継手と岩盤負担設計 
水圧管路に高張力鋼材 HT80を使用した場合，
溶接継手部が弱くなり，ひび割れが発生するなど

品質を確保できないという問題がある。管路の設

計は，一般的には内圧に対して管路だけで抵抗さ

せている。そのようにすると管厚が厚くなり，約

100億円のコストが必要となった。 
管路の品質を確保するため，一般部には HT80，
継手部には HT60を採用し，管路の設計は，内圧
の 70%を管路で，周辺岩盤にも 30%を負担させる
設計とした。その結果，管厚が薄くなり約 28 億
円のコスト削減を実現させることができた。 
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(2)岩盤特性の把握による施設配置計画 

地下施設では，空洞構築により岩盤応力が開放

され，予期せぬ力の作用が懸念される。また，地

区一帯が黒色片岩であるため，層理面や片理面と

力の作用方向が同じになれば，岩盤すべりの発生

も懸念された。空洞面の支保力の算定法には，多

くの提案式があるが，信頼できる式は確立されて

いない。 
対策として，岩盤応力やすべり安全度などを適

正に把握し，岩盤応力が施設の中央付近に作用し

ないよう地下発電所の配置を決定した。 
空洞面の支保力は，修正 RQD 法， Kaster 法，

Fenner-Talobre法，スリップライン法，円弧すべり
法などを用いて計算し，総合的に判断した。そし

て，算出した支保力に基づき，ＮＡＴＭ設計，ア

ンカー補強，掘削方法などの検討を行った。 
 

 
岩盤応力図 

 

 
周辺岩盤の補強標準断面図 

 
(3)施工時の動態観測による徹底的な安全確保 

事故や災害を発生させないよう，岩盤の変位状

況を把握する目的で動態観測施工を実施した。 
施工ステップごとに岩盤変位の計算値と動態

観測からの実測値を比較し，変位予測の精度を高

めて，徹底的な安全確保に努めた。その結果，幸

運にも慰霊碑のない，死者ゼロの発電所を建設す

ることができた。 
 

 ｱｰﾁｸﾗｳﾝ部相対変位 側壁部相対変位

 
岩盤変位の計算値と実測値の比較 

 
4.柳谷発電所 
柳谷発電所は，四国電力(株)が愛媛県久万高原
町（旧柳谷村，仁淀川水系黒川）に建設された出

力約 2.3万 KWの一般水力発電所。明治，大正時
代に築造された黒川第一，第二，第三の 3つの発
電所の老朽化に伴う再開発のため，昭和 58 年に
設計に着手され，平成元年から運転が開始されて

います。 
この工事については，①洪水吐きにシェル型長

径間ローラーゲートを採用，②減勢工に強制跳水

式減勢工を採用，③落水施設のコンパクト化とい

う３つのトピックスについて説明をしていただ

きました。 
 
(1)洪水吐きにシェル型長径間ローラーゲートを

採用 

 ダムの規模や河川幅に対して設計洪水流量が

3800m3/sと大きいため，洪水吐きゲートはピアを
少なくする必要があった。さらに，ゲートの水密

性を確保し，たわみを小さく抑えることも要求さ

れた。 
 このため，洪水吐きには径間 24.0m，扉高 3.9m，
2 門のシェル型長径間ローラーゲートを採用する
ことで，問題点を全てクリアした。 
 

 
洪水吐きゲート 

 
(2)減勢工に強制跳水式減勢工を採用 

設計流量が 1800m3/sと大きく，下流の河川勾配
が急であるため，一般的な副ダム式の減勢工では，

安定した減勢が難しいこと，減勢池長が 55mと長
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くなること，副ダム高が高くなり 2次減勢工が必
要になるなどの問題点があった。 
 そこで，減勢工にはバッフルピアとエンドシル

を組み合わせた「強制跳水式減勢工（USBR-Ⅱ型）
を採用した。その結果，減勢池の長さを 24mと半
減させることができた。 

 

バッフルピア 

バッフルピア 
水叩きに設置した Co 塊で減勢

エンドシル 
強制的に跳水させて減勢 

エンドシル

バッフルピア

エンドシル 
 

減勢工の平面図と断面図 

 
(3)落水施設のコンパクト化 

本発電所は老朽化施設の再開発であるため，上

部のサージタンクと下部の発電所を結ぶ，水圧鉄

管と放水路サージタンクを，既設と同じ位置に構

築しなければならない。 
対策として，水圧鉄管と放水路サージタンクを

縦坑の同一断面内に設置した。その結果，施設数

を省略でき，コストも縮減できた。また，通常右

回りの水車を左回りに変更した。 
 

 

Ａ Ａ’

水車 

水車 

放水路 
ｻｰｼﾞﾀﾝｸ 

水圧鉄管 

Ａ－Ａ’断面

 
サージタンクと発電所間の構造 

 
5.土木技術者 広井勇 

武山様から，高知県が誇る偉人「広井勇」の土

木技術者としての心構え，札幌農学校の級友であ

った新渡戸稲造と内村鑑三が広井に贈った言葉

を紹介していただきました。また，ご自身の経験

からのメッセージもいただきました。 
(1)広井勇氏の技術者としての心構え 

・ 技術者，千歳の栄辱は，懸て設計の上に在り 

・ 現場のない学問は学問ではない 

(2)新渡戸稲造著「人間広井」より 

広井君が身を汚さず，心を汚さず世を渡ったこ

とは終生の感謝である。 

(3) 内村鑑三による追悼文より 

・ 清きエンジニアー 

・ 広井君の業績よりも，広井君自信が偉かっ

たのである。 

 広井勇(1862～1928)は，高知県高岡郡佐川町出
身の土木技術者。札幌農学校を卒業し，内務省小

樽港事務所長，東京帝国大学教授，第６代土木学

会会長を歴任されています。 

 武山様から紹介があった『技術者，千歳
センザイ

の榮辱
エイジョク

は，懸
カカリ

て設計の上に在
ア

り』は，戦前の土木著書の

中で名著とされている広井勇著「築港 巻の１」

(明治 31 年 8 月)の序文の中の一節で，「技術者が

千年にもわたって問われ続ける誉れと辱めとは，

設計の立てかたにかかっている」という意味です。 

 武山様は，ご自身の体験から『設計がだめなら

後から何をしてもだめ。設計なくしては何もでき

ない』と設計の重要性を強調されました。 

 土木技術者，特に設計に携わる建設コンサルタ

ントの技術者は肝に銘じておきたいものです。 

 

6.講演を聴いて 

広井勇は郷土の誇る土木技術者ですが，武山様

もまた郷土が誇れる偉大な土木技術者です。 
講演で紹介があった 3つの発電所について，工
事内容を今でも克明に記憶されていたのには驚

かされました。研修会後の懇親会の席で，作業を

他人任せにするのではなく，計画・設計さらには

施工時の計測・解析をご自身の手で行ったという

ことをお聞かせいただき，納得した次第です。 
武山様は，「計画・設計・施工」の全てに関わ

られ，課題を一つ一つ解決していく中で技術力を

磨かれたのだと感じました。 
現在における私たちの仕事のやり方は，目先の

効率化が最優先され，分業化，標準化，マニュア

ル化されてしまい，改善のためのサイクルが回ら

なくなっているように感じます。会計検査の影響

と思われますが，責任回避のために「前例主義」

「横並び主義」が当たり前となっています。この

ままでは，技術者のレベルは向上するどころか衰

退してしまいます。 
武山様の体験談を，是非参考にしていただきた

いと思います。 
－以上－ 
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平成２１年度現場見学会 
高知県橋梁会理事 岡本圭吾 

 

１． まえがき 

平成 21 年度の現場見学会は，６月 26日(金)に，1972 年に施工された高知市長浜の県道 34 号新川川橋と，

須崎市下分で架設中の新新荘川橋の 2 箇所を視察した。これまでの慣例であれば，今年は会員の親睦を兼ね

て貸し切りバスで 1 泊 2 日の視察旅行をすることになっていた。しかしながら，建設業界が未曾有の大不況

下におかれていることから，経費を節約するため現地集合で現地解散とした。このような見学会は初めてで

あったが，総勢 28 名の会員の参加があり，とても勉強になったと好評であった。 

表－1 見学会参加者 

ショーボンド建設㈱  松原 高志，原田 徹 

㈱アンプル  西川 準二，高谷 文博 

構営技術コンサルタント㈱ 吉田 幸男，友田 一志，矢野 昌道，中平 麻依 

西和コンサルタント 渡会 俊司，名本 定幸 

北村商事㈱  田内 剛 

㈱構造メンテック  安見 和夫 

㈱エスイー 山本 和夫 

㈱第一コンサルタンツ 
右城 猛，矢野 光明，西村 紘寛，関山 雅彦，斎藤 啓太 

伊藤 哲也，兵藤 学 

㈱鉄建ブリッジ 森下 伸裕，下川 雅也，小松 範章，古谷 将和 

ピーシー橋梁㈱ 岡本 圭吾 

日本興業㈱ 松山 哲也 

都市開発コンサルタント㈱ 岡林 弘憲 

若松クレーン㈱ 中平 博章 

 
２．新川川橋 
 9時 50分に 27名が新川川橋に集合。10時，右城
会長より次の挨拶があった。 
「新しい橋の設計機会はほとんどなくなって，こ

れからは既設橋梁の長寿命化に向けての調査や補修

の仕事が増えている。損傷の原因は何か，どのよう

な補修をすべきか，ということをしっかり学んで，

今後の仕事に活かして欲しい」 
新川川橋では，ショーボンド建設の原田徹氏から、

コンクリートの劣化メカニズムについて説明を受け

た。橋梁点検で重要なことは，最初に橋梁台帳など

から架設年を調べ，歴史的に問題となるキーワード

を抽出すること。当該橋梁では，次のキーワードが

考えられるという説明があった。 
① 1970～ ポンプ車使用による加水  
② 1965～ 高アルカリセメント  
③ 1964～ 海砂  
④ S39年道路橋示方書使用の時は鉄筋不足 

 新川川橋は，昭和 47 年(1972)に架設され，37 年
が経過している。PC 桁橋と RC ラーメン橋の 2 種
類からできていた。 

RC ラーメン橋は道路を跨いで架設されているの
で，桁下を詳しく見ることができた。 

 

 
会長挨拶 
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参加者でディスカッション 

 

興味深く橋梁を眺める会員 
 

桁下のひび割れ箇所や補修箇所には，橋梁点検が

行われたのかチョークが付けられていた。 
道路上のコンクリートが剥落しそうな箇所につい

ては，調査時に叩き落とされ，露出した鉄筋に防食

処理がされていた。道路の直上以外の箇所は，橋梁

点検がまだ行われていなかった。床版の鉄筋が腐食

膨張し，かぶりコンクリートを剥落させている箇所

もあった。 
 

 

 
道路上の補修・点検状態 

 
コンクリート剥落 

参加者の一人が橋脚に縦ひび割れを発見し，原因

や補修・補強方法を講師に質問していた。 
「構造物は永久では無い。どのぐらいの頻度で補

修をするか，使用年数は何年かを明確にする必要が

ある。簡単な補修でも数年は使用できるが，その後

は補修しなければ成らない。」との説明があった。 
道路管理者は，現存する橋といかに付き合ってい

くか，どのくらい長生きさせるかを意志決定しなけ

ればならない。 
橋は，誰もが通る身近な所にあるだけに興味深く

聞き入っていた。最後に集合写真を取り午前の部は

終了。現地で一旦解散し，午後の現場に向かった。 
 

 
橋脚の亀裂 

 
参加者集合写真 
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３．新新荘川橋 
13時 30分からは，須崎市の新荘川に架設工事中

の新新荘川橋を見学する。 
3 ヶ月前には大きなクレーンが作業しており，現
場にはケーブルクレーンの鉄塔しか見かけなかった

が，既に青いアーチ部分や橋体が架けられていた。

施工の速さに驚かされた。 
現地では，日立造船（株）現場責任者の川島芳浩

課長から説明を受けた。 
橋梁形式はダブルワーレントラス式ニールセンロ

ーゼ橋。橋長は 122.8m，有効幅員 9.25m，架設工
法はケーブルクレーン斜吊工法。工事は補剛桁の閉

合が終わり，斜ケーブルの緊張確認中であった。 
この現場は，総合評価方式で落札されたという説

明であった。その技術提案の技術レベルの高さに驚

かされた。技術提案は，3 次元光波による橋体座標
の計測，斜吊管理システムの開発，ワイヤーグリッ

プ滑り変位計の設置，鉄塔頂部の GPS アンテナに
よる変位量の管理，施工ステップ毎の変位管理など

最先端の計測機器と解析ソフトを駆使し，安全管理

と品質管理が行われていた。 
 

 
川島課長さんから現場説明 

 
架設方法の説明 

 

ケーブルクレーンの鉄塔の高さは，高知側の高い

方が 52m。ものすごい迫力である。ケーブルを固定
するアンカーレッジに使用されたコンクリート量は， 
2カ所で 700m3。橋長 100mのコンクリート橋並み
の量である。 

 

現地での説明 

 
現地を案内 

 

集合写真 
 

架設中の橋梁をバックに集合写真を撮った後で，

GPS による鉄塔の計測管理システムを見せてもら
った。 
鉄塔が傾斜して塔頂部がどの位置にあるのかをリ

アルタイムで測定し，傾斜が許容値を超えると携帯

電話にメールが届くシステムになっているが，傾斜
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は許容値内に収まっており，異常値を知らせるメー

ルは一度もないとの説明であった。見学の時には，

吊り荷がなかったので，鉄塔は少し後方に傾斜して

いた。 
この現場の一番の見所は，斜ケーブルを使用して

アーチリブを架設しているときで，閉合手前の状態

であったようである。見逃したのを残念に思ってい

ると，被せてあったブルーシートをはぐって，架設

時に使用したワイヤーの滑り量変位計を見せてくれ

た。 
見学者から最後まで質問が飛び交い充実した現場

見学会であった。 

 
測定の為の事務所 GPSアンテナ 

 
頂上に GPSを設置 

 
GPSで変位測定 

 
ケーブルの滑り量変位計 

 
 最新の計測機器と解析ソフトを駆使しながら架設

工事が行われたという説明であったが，それでも熟

練した高度な職人の技を欠くことはできないという

ことであった。 
職人の技は，文書にしてマニュアル化することは

できない。大型の橋梁工事がとぎれることなく続け

られて初めて次の世代へ技能を継承することができ

る。これまで蓄積されてきた世界に誇るわが国の橋

梁技術が消え去らないことを祈らずにはいられなか

った。 
 
４．あとがき 
近年，若い技術者には机上の業務が増え，現場を

見る機会が少なくなっている。今回の現場見学会は，

近場であったがとても有意義な経験ができたように

思う。 
例年よりも参加者が多かったのは，参加費を無料

にしたことに加え，移動時間が短くて手軽に参加す

ることができたためと思われる。 
お忙しい中，ご協力頂いた日立造船株式会社様，

ショーボンド建設株式会社様に感謝申し上げます。 
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第 3回橋梁模型コンテスト四国大会に協賛 

 
 

１．まえがき 
 工業高校の生徒を対象とした第 3回橋梁模型コ
ンテスト四国大会が，平成 21年 11月 28日（土）
に高知工業高等学校で開催された。この大会に高

知県橋梁会も協賛し，審査員として右城会長と武

内理事の二人が出席した。 
  
２．橋梁模型コンテストとは 
 支給された材料を用いて橋長1.02m，支間1.0m，
幅員 0.1m の寸法の橋梁模型を 2 時間 30 分以内
に製作し，①完成度，②耐久性(15kg の載荷荷重
を 1分以上保持できたか)，③技術度，④構造性(ア
イディア)，⑤デザイン性(美しさ)，⑥経済性(載荷
荷重/模型重量)，⑦作業態度の 7 項目について競
うものである。 
 以前は全国大会であったが，平成 18年度の第 5
回が最後になったため，四国高等学校土木教育研

究会(会長：平田健一)が主催し，高知県建設系教
育協議会(会長：草柳俊二)の後援で昨年度より四
国大会が開催されている。3 回目となる今回は，
高知県橋梁会も後援することになった。 
 
３．今回のコンテスト 
 コンテストへの出場者は，高知工業高等学校か

ら藤田明久君と佐野弘治君，宿毛工業高等学校か

ら中平拓治君と永澤祐太君の合計 4名であった。 

 
模型の製作風景 

 
2時間 30分の製作に集中する高校生 

 

 
完成した模型を持って載荷試験の前に記念撮

影。左から藤田君，中平君，佐野君，永澤君。 
 

 
中平拓治君の作品は 5kgの載荷で微妙な状態。残
念ながら 6kgで破壊 
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藤田明久君の作品は，最も軽量であったにも関わ

らず 17kgの載荷に見事に耐えた。 
 

 
永澤祐太君の作品は，5kgの載荷による補剛桁

のたわみで斜材とアーチ部材の接合がはずれた。 
 

 
佐野弘治君の作品は，デザイン性においてどの

審査員も絶賛しており，耐荷力についても最も期

待されていた。山岡先生も自信を持って 17kg ま
で一気に載荷。 

 
17kg は楽にクリアーするはずであったが，上段
アーチ部材と下段アーチ部材を端部で重ねて接

着していた箇所が剥がれてしまった。  

 
 最優秀賞は藤田君，優秀賞は佐野君，努力賞は

中平君と永澤君。高知県橋梁会からは，アイディ

アが素晴らしかった佐野君に賞状と記念品(ボー
ルペン)を高知県橋梁会会長賞としてお渡しした。 

 
最後に記念撮影(清岡先生が撮影) 

 
(文責 右城 猛) 
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■ 平成22年度高知県橋梁会 会員名簿 

 

法人名 代表者 所 在 地 
上段 ＴＥＬ 

下段 ＦＡＸ 
会 員 

青木建設株式会社 青木 誠光 
〒785-0022 

須崎市下分甲667番地18 

0889-42-0579 

0889-42-0581 
青木修一，青木俊道 

㈱アンプル 西川 和正 
〒781-2120 

吾川郡いの町枝川678-3 

088-892-0144 

088-893-0402 
西川準二，高谷文博 

㈱エスイー 四国営業所 山本 和夫 
〒760-0017 

高松市番町1丁目6-6 番町壺井ビル 

087-826-0481 

087-826-2057 
奥永哲也，水井達也 

北村商事㈱ 田中 大蔵 
〒781-0012 

高知市仁井田4606-2 

088-847-6141 

088-847-6147 
武内豊，横田譲二 

㈱協 同 今津 譲治 
〒781-5106 

高知市介良乙3256-6 

088-860-3865 

088-860-3113 
上村徳憲，高石協 

極東興和㈱  

四国支店 
依光 洋宗 

〒780-0806 

高知市知寄町3丁目209土佐商会ビル

088-883-8144 

088-884-3269 
依光洋宗，永井孝史 

㈱楠瀬土建 楠瀬泰一郎 
〒785-0044 

須崎市吾井郷乙1807-10 

0889-42-4150 

0889-42-8200 
上野彰久 

構営技術コンサルタント㈱ 橋口 孝好 
〒780-0945 

高知市本宮町105-23  

088-850-0550 

088-850-0551 
吉田幸男，友田一志 

㈱高建総合コンサルタント 田中 朱美 
〒787-0014 

四万十市駅前町2-3 

0880-34-6633 

0880-35-5696 
中村和広，永橋宏司 

㈱構造メンテック 安見 和夫 
〒791-1112 

松山市南高井町７５８ 

089-975-0085 

089-975-0208 
安見和夫，山田康光 

㈱ゴウダ 合田惠二郎 
〒799-0404 

四国中央市三島宮川2丁目4-13 

0896-23-2311 

0896-23-2833 
川口尚一 

ショーボンド建設㈱  

高知営業所 
松原 高志 

〒781-5103 

高知市大津乙1218-1 

088-866-3000 

088-866-0360 
安岡健，松原高志 

㈱セイミツ 小林 正典 
〒780-8001 

高知市土居町16-7 

088-831-0770 

088-832-9273 
鎌田昌典，谷相理嗣 

㈱西和コンサルタント 依岡  升 
〒788-0011 

宿毛市宿毛5344-10 

0880-63-1163 

0880-63-1164 
渡会俊司，名本定幸 

(有)創友 宮崎 洋一 
〒780-0806 

高知市知寄町3丁目209土佐商会ビル

088-878-1322 

088-878-1412 
宮崎洋一 

㈱第一コンサルタンツ 右城  猛 
〒781-8122 

高知市高須新町3丁目1-5 

088-884-1330 

088-884-3783 

右城猛，西岡南海男，矢野光明，

山岡幸弘，水田勝也，西村紘寛

㈱鉄建ブリッジ 森下 伸裕 
〒783-0049 

南国市岡豊町中島356-1 

088-866-0348 

088-866-0547 
森下伸裕，植田嚴朗 

東京ﾌｧﾌﾞﾘｯｸ工業㈱ 

高松営業所 
川谷 和也 

〒760-0017 

高松市番町3-3-17  

087-833-8842 

087-833-8859 
川谷和也 

都市開発コンサルタント㈱ 久保田 明 
〒780-8061 

高知市朝倉甲239-11 

088-840-9295 

088-840-7713 
永澤健一，岡林弘憲 

日本興業㈱ 

高知営業所 
樫尾 隆仁 

〒783-0022 

南国市小籠745-1 

088-864-4885 

088-864-4890 
樫尾隆仁，太田孝明 

日本プロテクト㈱ 加賀山 肇 
〒780-0806 

高知市知寄町3丁目209－4F 

088-882-5911 

088-882-5911 
加賀山肇 

ピーシー橋梁㈱  

四国支店 
山地 正敏 

〒780-0806 

高知市知寄町2-3-2 

088-883-6990 

088-882-3212 
山地正敏，岡本圭吾 

福留開発㈱ 大場 智公 
〒780-0816 

高知市南宝永町19番11号 

088-883-7251 

088-883-7295 
大場智公，谷雅司 
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㈱宮崎測量設計 

コンサルタント 
濱田 博人 

〒781-0270 

高知市長浜1636番地1 

088-848-1500 

088-848-1550 
濱田博人，小澤 修 

㈱ロイヤルコンサルタント 筒井 秀樹 
〒781-8122 

高知市葛島4丁目7-20 

088-885-5747 

088-885-5747 
筒井秀樹，尾崎一元 

若松クレーン㈱ 中平 博章 
〒781-5101 

高知市布師田578-10 

088-866-3108  

088-866-3088 
高島一彰，田渕寿也 

㈱ワタリコンサルタント 山本 克彦 
〒787-0011 

四万十市右山元町3丁目3-12-7号 

0880-34-3640 

0880-34-2713 
山本克彦 

 

 
 

■平成21～22年度高知県橋梁会役員 

 

 
名誉会員 村山保 

(株)宮崎測量設計コンサルタント 

 
顧問 西岡南海男 

(株)第一コンサルタンツ 

 
会長・理事 右城 猛 

(株)第一コンサルタンツ 

 

副会長・理事 吉田幸男 
構営技術コンサルタント(株) 

 

 
会 計・理事 西川 準二 

(株)アンプル 

 

 
理事 武内 豊 
北村商事(株) 

 

 
理事 安見和夫 
(株)構造メンテック 

 

 
理事 岡本圭吾 
ピーシー橋梁(株) 

 

 
理事 岡林弘憲 

都市開発コンサルタント(株) 

 

 
監事・理事 森下 伸裕 

(株)鉄建ブリッジ 

 

 
監事 村野恭一 
ムラノ産業(有) 
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■平成22年度の活動予定 
区 分 開催日時 開催場所 担当理事 

総会 通常総会 4月20日(火)16時50分～17時20分 高知会館 岡本 圭吾 

第１回研修会 
懇親会 

4月2０日(火)13時30分～16時50分 
4月2０日(火)17時30分～19時30分 

高知会館 岡本 圭吾 

第２回研修会 8月31日(水)13時30分～17時 高知会館 岡林 弘憲 
研 
修 
会 

第３回研修会，忘年会 
12月14日(火)13時30分～17時 
12月14日(火)17時15分～19時15分 

高知会館 森下 伸裕 

現場見学 6月18(金)8時～18時(予定) 未  定 武内 豊 

４月一水会 4月７日11時～12時30分 サンピアセリーズ 岡本 圭吾 

５月一水会 5月12日11時～12時30分 サンピアセリーズ 森下 伸裕 

６月一水会 6月2日11時～12時30分 サンピアセリーズ 武内 豊 

７月一水会 7月7日11時～12時30分 サンピアセリーズ 安見 和夫 

８月一水会 8月4日11時～12時30分 サンピアセリーズ 岡林 弘憲 

１０月一水会 10月6日11時～12時30分 サンピアセリーズ 西川 準二 

１１月一水会 11月10日11時～12時30分 サンピアセリーズ 吉田 幸男 

１２月一水会 12月1日11時～12時30分 サンピアセリーズ 森下 伸裕 

理 
事 
会 

２月一水会 2月2日11時～12時30分 サンピアセリーズ 岡本 圭吾 

 
高知会館      高知市本町 5-6-42       TEL 088-823-7123  FAX 088-823-7127 
サンピアセリーズ  高知市高須砂地 155      TEL 088-866-7000 
 

 
高知会館へのアクセス 
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高知県橋梁会規約 

昭和52年4月発足 

平成 5年4月改正 

平成 9年4月改正 

平成11年4月改正 

平成14年4月改正 

平成21年4月改正 

 

第１章 総  則 

第１条 本会は高知県橋梁会という． 
 

第２条 本会は事務所を高知市に置く． 
本会は橋梁等土木技術に関する幅広い分野の調査・研究を

行い，技術水準の向上とその普及推進を図り，あわせて会員

相互の親睦と社会的地位の向上を期し，もって高知県の土木

技術の発展に寄与することを目的とする． 
 
第３条 本会は，その目的を達成するため次の事業を行う． 
（１）橋梁及び土木技術に関する研修会，講習会等の開催 

（２）橋梁及び土木技術に関する調査研究 

（３）橋梁及び土木技術に関する研究資料の収集及び交換 

（４）その他必要と認められる事項 

 

第２章 会  員 

第４条 本会の会員は次の通りとする． 
（１）法人会員…本会の趣旨に賛同する建設コンサルタント，

測量・地質調査会社，建設会社ならびに本会に関連する事業

を営む法人。 
（２）名誉会員…本会に功労のあった者，または学識経験者

で総会において推薦された者 

 

第５条 本会の会員になることを希望するものは，別に定め

る手続きにより入会を申し込まなければならない． 
 

第６条 本会の会員は次に定める会費(１カ年)を納しなけれ
ばならない．ただし，年度途中 10月以降に入会したものにつ
いては半額とする． 
 

第７条 納付した会費，いかなる理由があっても返還しない． 
 

第３章 役員及び顧問 

第８条 本会に次の役員をおく． 
会長１名，副会長１名，理事若干名，監事２名． 

 

第９条 役員は次の定めにより選任する． 
（１）役員は会員会社に所属する者より選任する 

（２）正副会長は理事を兼任する 

（３）役員は理事会の推薦をえて総会で決定する 

 

第１０条 役員の任務は次の通りとする． 

（１）会長は本会を代表し会務を統括する 

（２）副会長は会長事故あるとき，その職務を代行する 

（３）理事は会長を補佐し業務を処理する 

（４）監事は本会の会計を監査する 

 

第１１条 役員の任期は２年とする． 

２．役員は再任することができる． 

３．役員は任期満了の場合においても，後任者が就任するま

でその職務を行う． 

 

第１２条 本会に顧問を置くことができる． 

２．顧問は理事会において推薦する者を，会長がこれを委嘱

する． 

 

第４章 会  議 

第１３条 会議は総会，理事会及び研修会とする． 

 

第１４条 総会は会員，名誉会員をもって構成する． 

２．理事会は理事をもって構成する． 

３．研修会は会員をもって構成し，非会員の聴講も認める． 

 

第１５条 総会は次の事項を決議する． 

（１）事業計画ならびに収支予算の決定 

（２）事業報告ならびに収支決算の承認 

（３）規約の変更 

（４）役員の決定 

（５）その他総会に付議する必要があると認めた事項 

２．理事会は次の事項を行う． 

（１）会員の入会の決定 

（２）総会で議決した事項の執行 

（３）研修会の計画協議 

（４）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

３．研修会は第４条の趣旨に基づき，講演，研究発表及び意

見交換等を行って研修し，本会の目的達成につとめる． 

 

第１６条 総会の議長は会長，理事会の議長は副会長，研修

会の進行係は理事とする． 

 

第１７条 会議は二分の一以上の出席を必要とし，出席者の

二分の一以上の同意をもって議決する． 

 

第５章 会  計 

第１８条 本会の会計年度は4月1日に始まり，翌年3月31

日に終わる． 

 

第６章 解  散 

第１９条 本会の解散は総会の議決を経て，解散及び残余財

産の処分を行う． 

以上 

 

「附則」会員の特典 

 会員会社に所属する者には，１口２名まで研修会への参加

料を無料とする他，懇親会や見学会参加費の割引，技術資料

の無料配布を行う。 


