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№ 発表時間 (ふりがな)
論 題

所属部・事務所等 所属課・出張所
(ふりがな)
発表者

キーワード 連名者（※発表責任者） 備考

9月7日
（月）

1 13:15 ～ 13:30
かり けせんぬま わん おうだん きょう かん いじ かんり けんとう

（仮）気仙沼湾横断橋に関する維持管理検討について 仙台河川国道事務所 設計課
ふじわら けいた

藤原 啓大 維持管理 ※立花啓文、岩見淳一郎

2 13:30 ～ 13:45
きかい せつび かか どうにゅう じれい

機械設備に係るＣＩＭの導入事例について 北上川下流河川事務所 施設管理課
こん ゆうか

金 優香 維持管理・更新 ※今野孝親、中野真司

3 13:45 ～ 14:00
かんない きょうりょう ていき てんけん けっか そんしょう じれい

管内橋梁定期点検結果（１巡目）と損傷事例について 東北技術事務所 維持管理技術課
かくた たつ よし

角田 達美 維持管理 ※小岩孝行

4 14:00 ～ 14:15
ちょっかつ しょくいん そくりょう ぎじゅつ しゅうとく む

直轄職員によるナローマルチビーム測量の技術習得に向けて 八戸港湾・空港整備事務所 企画調整課
ちば りゅうすけ

千葉 竜介 ナローマルチ測量 ※加賀谷康司、鈴木孟徳

5 14:15 ～ 14:30
どうろ かんり きづ かいちく ていあん こうきかく かんせん どうろ

道路管理における気付きと改築への提案 ～高規格幹線道路において～ 福島河川国道事務所 東北中央道維持出張所
わたなべ まさし

渡辺 真史 維持管理 ※髙橋大輔

6 14:30 ～ 14:45
ていぼう じょそう かいすう さくげん もくてき しゅくげん とう けんとう ちゅうかん ほうこく

堤防除草の回数削減を目的としたコスト縮減等の検討 ～中間報告～ 岩手河川国道事務所 水沢出張所
さとう ゆうた

佐藤 雄太 維持管理 ※大渕剛志

7 14:45 ～ 15:00
だんとうじ かねんど とうけつ よくせいざい さんぷ じょうきょう ひかく

暖冬時と過年度における凍結抑制剤散布状況の比較について 仙台河川国道事務所 気仙沼国道維持出張所
おおしま たつや

大島 達哉 維持管理 三上泰光

15:00 ～ 15:15 休 憩

8 15:15 15:30
かいせきしゅほう もち ていたい しんだん

AI解析手法を用いたダム堤体コンクリート診断について 鳴子ダム管理所
くどう まさる

工藤 勝 維持管理 ※佐藤徳男

9 15:30 ～ 15:45
ていぼう かいさく ちょうさ かつよう

堤防開削調査の活用について 東北技術事務所 品質調査課
たけだ たかこ

武田 貴子 維持管理
※向井清、
泉由美（現：仙台河川国道事務所）

10 15:45 ～ 16:00
おりかさ おおはし くつほしゅう

織笠大橋のヒンジ沓補修について 三陸国道事務所 宮古西維持出張所
よしだ ゆうすけ

吉田 雄亮 維持管理 ※藤田茂

11 16:00 ～ 16:15
あかがわ じゅもく さい はんも たいさく

赤川における樹木再繁茂対策について 酒田河川国道事務所 工務第一課
なかむら こうき

中村 公貴 維持管理 ※武田桂輔

12 16:15 ～ 16:30
こうきょうど しょうばん えんめい か たいさく

高強度アスファルトによるRC床版の延命化対策 湯沢河川国道事務所 道路管理課
さとう しげる

佐藤 滋 床版延命化 ※佐藤金市

13 16:30 ～ 16:45
きせつ きょうりょう とまく けんしゅつ はいきぶつ ほかん しょぶん

既設橋梁の塗膜から検出されたPCB廃棄物の保管と処分について 仙台河川国道事務所 気仙沼国道維持出張所
いとや げんき

糸屋 玄貴 維持管理 三上泰光

14 16:45 ～ 17:00
さんがくかん きょうどう ちほう どうろきょう しょうばん ろうきゅうか たいさく こうほう じっそう

産学官協同による地方の道路橋RC床版老朽化対策工法の実装 東北建設業協会連合会 株式会社小野工業所
たかはし あきひこ

高橋 明彦 維持管理
久田真（東北大学大学院）、
大西弘志（岩手大学理工学部）、
阿部忠（日本大学生産工学部）、武田秀人（上山市）
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