
国土交通省 東北地方整備局 

記者発表資料  
平成２９年 ２月２７日 

                     福島県道路メンテナンス会議 
 

「新旧橋梁の現地見学会」開催 
～参加者を募集します～ 

 
古くなり損傷した橋の補修状況と新しく架けた橋の新旧橋梁の現地見学

会を開催します。 

高度経済成長期に集中的に建設された、橋梁やトンネルなどの道路施設の老朽化に伴い、今後は

これらの補修や更新を行う必要性が急激に高まってくることが見込まれています。 

このたび、「福島県道路メンテナンス会議」では、一般の方々を対象として、普段ではなかなか見

ることのできない、橋の老朽化や損傷の現状と、それに対する点検・補修・管理などの取り組みに

ついて、広く知っていただくために老朽した橋梁と新しく架けた橋の見学会を開催します。 

【開催概要】 

１．日  時 平成２９年３月１８日（土）９：００～１２：００ 

２．集合場所 福島県いわき合同庁舎（いわき市平字梅本 15）【別紙－１を参照】 

※９：００までにお越し下さい。 

※庁内で講義を行った後、バスに乗り換え見学場所へ移動します。 

３．募集対象 募集人数：２５名（先着順、事前申し込みが必要です） 

対 象 者：小学生以上の一般の方 

※小学生の方は保護者同伴でお願いします 

４．募集期間 平成 29 年 2 月 27 日（月）～平成 29 年 3 月 10 日（金）午後 4 時まで 

※募集定員になり次第、締め切らせていただきます。 

５．申込み先 福島県 土木部 道路管理課 

住所、氏名、年令、性別、連絡先を記載の上、ＦＡＸまたはメール

で申込み下さい【別紙－２を参照】 

６．見学場所 

古くなった橋 ：米田
こ も だ

橋（（主）江名常磐線：いわき市鹿島町米田地内） 

新しく架けた橋：古内
ふるうち

橋（（国）6 号：いわき市久之浜町田之網地内） 

７．内  容 

老朽化部分の打音体験や直接見て、触るなどの体験ができます。 

また、古くなった橋をどのように直しているのか、新しい橋の一連の工事状況

を説明し、橋に対する理解を深めていただきます。 

    《発表記者会：福島県政記者クラブ、いわき記者クラブ、いわき記者会》 

 （問い合わせ先） 

 福島県道路メンテナンス会議事務局 

  磐城国道事務所 副所長 佐藤 実 TEL0246-23-2211(代表) 内線 205 

   福島県土木部  道路管理課 主幹 吉田 裕司  TEL024-521-7468(直通) 内線 3564 



新しく架けた橋 

国道 ６号【久之浜バイパス】 

古内橋 

集合場所 

福島県いわき合同庁舎 

（いわき市平字梅本１５番地） 

古くなり直している橋 

県道 江名常磐線 

米田橋 

平成２９年３月１８日（土） 

古くなった橋や新しく架けた橋の現地見学会 位置図 
 集合場所：福島県いわき合同庁舎（いわき市平字梅本１５番地） 

 古くなり直している橋： 県道 江名常磐線 米田橋 

 新しく架けた橋： 国道 ６号【久之浜バイパス】 古内橋 

別紙－１ 

１ｋｍ 

拡大図 

（国土地理院地図） 
いわき駅 

いわき市役所 【集合場所】 

福島県 

いわき合同庁舎 

国道６号 

300m 



普段ではなかなか見ることのできない、橋の老朽化や損傷の現状
と、それに対する点検・補修・管理などの取り組みについて、直
接現地をご覧いただける貴重な機会です。

AM9:00～AM12:00
集合時間／9:00
(悪天候の場合は中止)

見学日時

先着25名

福島県道路メンテナンス会議
国土交通省 福島河川国道事務所・郡山国道事務所・磐城国道事務所/福島県/福島県59市町村/
福島県道路公社/東日本道路㈱東北支社

申込期間

・古くなった橋：米田橋(江名常磐線【県道46号】：いわき市鹿島町米田地内)
・新しく架けた橋：古内橋(国道６号 久之浜バイパス：同市久之浜町田之網地内)
※集合場所からは、バスに乗り換え移動します。

見学場所

対 象 者 小学生以上の一般の方
※小学生の方は保護者同伴

無料参加費用

集合場所 福島県いわき合同庁舎
（市役所となり）
[いわき市平字梅本15]

服 装 汚れても良い動きやすい服装
申 込 先

■FAXの場合
住所、氏名、年令、性別、連絡先を記載の上、下記へお送りください。
FAX／024-521-7951 （別紙参加申込書参照）

■メールの場合
住所、氏名、年令、性別、連絡先を記載の上、下記へ送信してください。
E-mail／dourokanri@pref.fukushima.lg.jp
※電話による申込みはご遠慮願います。
※悪天候の場合等は中止いたします。その際は前日に電話またはメールにて連絡いたします。
※参加申込みによる個人情報は、本見学会の事務に必要な範囲以外には使用いたしません。
※見学会場等においては安全管理には十分考慮してご案内致しますが、参加者自身の原因による怪我・病気・事故等については責任を

追いかねますのでご了承ください。
■問合せ先 福島県土木部道路管理課 TEL／024-521-7474

福島県 土木部 道路管理課

米田橋

別紙－２
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代表者連絡先

年令

性別 男　・　女

年令

性別 男　・　女

年令

性別 男　・　女

年令

性別 男　・　女
氏名

「新旧橋梁の現地見学会」参加申し込み書

氏名

氏名

氏名

代表者住所
　　　　　都・道・府・県　　　　　　　区・市・町・村

ＴＥＬ　　　　－　　　　－　　　　

申込期間

■FAXの場合
住所、氏名、年令、性別、連絡先を記載の上、下記へお送りください。
FAX／024-521-7951 （本参加申込書利用可）

■メールの場合
住所、氏名、年令、性別、連絡先を記載の上、下記へ送信してください。
E-mail／dourokanri@pref.fukushima.lg.jp
※電話による申込みはご遠慮願います。
※悪天候の場合等は中止いたします。その際は前日に電話またはメールにて連絡いたします。
※参加申込みによる個人情報は、本見学会の事務に必要な範囲以外には使用いたしません。
※見学会場等においては安全管理には十分考慮してご案内致しますが、参加者自身の原因による怪我・病気・事故等については責任を

追いかねますのでご了承ください。
■問合せ先 福島県土木部道路管理課 TEL／024-521-7474

先着25名

別 紙
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