
令和4年12月

高知県橋梁会

高知県橋梁会 45年の歩み
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ごあいさつ
高知県橋梁会が昭和52年に創立され、今年45周年を迎えることができました。

元・高知工業高等学校教諭の石川貴泉先生が「県内でも橋の設計ができるように皆で勉強しようではない
か」と教え子たちに呼びかけ、できたのが橋梁会でございます。

それから5年後の昭和57年に、元・安芸工業高等学校校長の村山保先生が2代目の会長に就任されまし
た。橋梁会では、4月、8月、12月に研修会、6月に見学会、そして毎月第1水曜日に理事会(一水会)を開催
しています。このスタイルを確立したのが村山先生でした。

村山先生が15年間会長をされたあと、3代目の会長になられたのは元・高知大学農学部教授の玉井佐一

先生でした。先生がいると自然とそこに人の輪ができ、絆が生まれました。橋梁会は「楽しいサロンのようで
すね」とよく言われます。この雰囲気を作られたのは玉井先生でした。先生は平成19年8月に肝臓癌で突然
他界されました。

先代の会長は3人とも教育者でした。「立派な技術者である前に、立派な人間でなければならない」というこ

とが歴代会長の共通した考え方でした。高知県橋梁会は教育者によって作られ、教育者よって育まれまし
た。

現在、法人会員は58社になっています。研修会では、毎回４～6名の講師に研究発表、工事報告、技術基
準の解説、新技術や新製品の紹介をしていただき、100人を超える参加者で熱心に勉強しています。記録に
残されているだけでも500名を超える方に研修会の講師をしていただいています。多くの皆様に支えられて
今の橋梁会があるのだと感謝の念に堪えません。

近年は気候変動によって自然災害が頻発・激甚化する中で、南海トラフ巨大地震の発生リスクが高まって
います。また、生活・経済活動を支える橋梁やトンネルなどの社会インフラが老朽化しており、防災・減災、
国土強靱化が喫緊の課題となっています。

高知県橋梁会では、これまで以上に関係機関や会員にとって役立つ研修会や見学会を実施してまいりま
す。どうか今後とも皆様のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

令和4年12月
4代目高知県橋梁会会長 右城猛
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昭和51年 3月： 発起人会を発足

昭和52年 4月： 高知県橋梁・構造物技術者会を設立
初代会長：石川貴泉が就任

昭和57年 4月：

平成 9年 4月：

二代目会長に村山保が就任

三代目会長に玉井佐一が就任

平成19年12月： 四代目会長に右城猛が就任

二代目会長
村山保

三代目会長
玉井佐一

四代目会長
右城猛

初代会長
石川貴泉

設立・歴代会長
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• 会長、副会長を含む歴代役員は60名

年度
昭和52年
(1977年)

昭和57年
(1982年)

平成9年
(1997年)

平成19年
(2007年)

会 長 石川貴泉 村山保 玉井佐一 右城猛

副会長 掛川延寿 森田圭一 川上剛男 中村和弘

会 計 北村孝 公文重徳 中村和弘 吉田幸男

理 事

公文重徳
山崎英昭
首藤久美

豊後猛
北村孝
中塚誠
豊浦俊之
川上剛男

豊浦俊之、右城猛
川田博一、永沢悦穂
久川巌、刈谷健二
浅井博之、坂本喬
井上昭一

西川準二
武内豊
山崎喜一郎
安見和夫
岡本圭吾

監 事
氏原基春
高石泰雄

細木伸一
川村雅英

山本克彦

氏原基春
森下伸裕
村野恭一

（表）歴代理事一覧（各会長就任時）

各会長就任時の歴代理事
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• 1月、10月以外は毎月第1水曜日に開催（通称：一水会）
• 会員入会の決定、研修会・懇親会・見学会の企画運営
• 最初は談話室青山(高須)で開催

ビジネスホテルときわ(現・ホテルベストプライス高知，南宝永町)
ホテル高知プラザ(知寄町1丁目)
現在はセリーズ(高須)で開催

H7(1995)年
トップワン四国のラウンジ

理事会とその変遷
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• 昭和46年に高知工業高校を定年退職後、(株)第一測量設計コ
ンサルタント（現・第一コンサルタンツ）の社長に就任

• 「橋梁等土木構造物の設計のほとんどが県外企業でされてい
る。県内企業の技術向上を図り、何とか県内でも設計ができる
ようにするため勉強会のようなものを作ろうではないか」と提案。
昭和52年4月に「高知県橋梁・構造物技術者会（現在の高知県
橋梁会）」を発足。

• 第１回の勉強会は以下の内容

① 地表載荷重による高さ1m以下の橋台パラ

ペットの土圧計算
② 道路側溝壁の土圧計算
③ 終局荷重作用時の破壊に対する安全度、照

査の計算例

初代会長：石川貴泉（昭和52年～昭和57年）
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• 安芸工業高校の校長先生を定年退職後、(株)サン土木コン
サルタントの会長をされていた時に二代目会長に就任

• この頃から第一水曜日に理事会を開催。

• 元内閣総理大臣 吉田茂の自宅をアポイントなく訪問し、色紙
に書いてもらった「心小欲而志欲大」の意味についても何度
か話していただいた。

• 米寿(88才)、卒寿(90才)の祝う会

米寿を祝う会 H19(2007)年2月 卒寿を祝う会 H21(2009)年4月 色紙「心小欲而志欲大」

二代会長：村山保（昭和57年～平成9年）
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• 高知大学農学部教授を定年退職後、(株)第一コンサルタンツ
の取締役技師長をされていた時に三代目会長に就任

• テニス、ウイスキー、演歌をこよなく愛され、自然と人の輪が
でき絆が育まれてきた。

• 懇親会や忘年会後の「居酒屋赤たぬき」はこの頃から始まり。

懇親会後 H19(2007)年2月

三代会長：玉井佐一（平成9年～平成19年）
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• 現在は(株)第一コンサルタンツの代表取締役社長。平成19
年に四代目就任。

• 時代に即した橋梁会運営。
→活動報告の簡素化、ホームページを開設
→地域貢献活動として高校生橋梁模型コンテストに協力

• 令和2年8月に理事にて古希(70才)祝い

古希祝い R2(2020)年8月 別邸九反田

四代会長：右城猛（平成19年～現在）
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会長・理事：
副会長・理事 ：
会計・理事 ：
書記・理事 ：
ＨＰ運営・理事：
理事 ：
理事 ：
監事・理事 ：
監事・理事 ：

右城猛
森下伸裕
西川準二
友田一志
岡林弘憲
濱田博人
深川直利
横田譲二
清水敦史

(株)第一コンサルタンツ
(株)鉄建ブリッジ
(株)アンプル
構営技術コンサルタント(株)
都市開発コンサルタント(株)
(株)宮崎測量設計コンサルタント
(株)ピーエス三菱 高知営業所
北村商事(株)
ショーボンド建設(株) 四国支店

現在の理事(令和4年)

セリーズ談話室にて
昼食をとりながら
11時～12時半会議
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23社

50社

28社
16社

53社

26社

58社

115人

44人

108人

51人

36人

一般会員

法人会員

会員数の変遷
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(株)愛橋 (株)アンプル (株)イチイコンサルタント

(株)インフラマネジメント (株)エスイー 四国営業所 (株)エムティシー 大阪営業所

愛媛三段ブロック(株) オイレス工業(株) 岡三リビック(株) 四国支店

北村商事(株) (株)協同 (株)橋梁メンテナンス

極東興和(株) 四国支店 (株)ケーティービー (株)建設マネジメント四国 高知営業所

構営技術コンサルタント(株) (株)高建総合コンサルタント (株)ゴウダ

高知県コンクリート製品工業組合 (株)高知丸高 (有)高南技術コンサルタント

(有)サワテック 四万十コンクリート(株) ショーボンド建設(株) 四国支店

昭和機械商事(株) 高松営業所 (株)新晃総合コンサルタント (株)セイミツ

(株)西和コンサルタント (有)創友 (株)第一コンサルタンツ

太洋ヒロセ(株) (株)タカチ測建 (有)ツノ工業

(株)鉄建ブリッジ 東京ファブリック工業(株) 高松営業所 都市開発コンサルタント(株)

長崎テクノ(株) 西尾レントオール(株) 四国営業部 西日本高速道路エンジニアリング四国(株)

日特建設(株) 日本興業(株) 高知営業所 (株)ニップロ

(株)ピーエス三菱 高知営業所 日之出水道機器(株)　高知事務所 (株)ビー・ビー・エム

ヒロセ補強土(株) フリー工業(株) 福留開発(株)

松井建材(有) 前田工繊(株) 四国支店 (株)宮崎測量設計コンサルタント

(株)ヤマサ (有)ヨシモト設計コンサルタンツ ランデス(株)

(株)ロイヤルコンサルタント (株)Roope’s 高知営業所 若松クレーン(株)

(株)ワタリコンサルタント

以上 58社（R4.12）

現在の法人会員58社(令和4年12月)
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• 会場は国際ホテル、職業能力開発協会、高知共済会館などで、
平成21年度からは高知会館。講師は延べ500名以上。

• 現在は年３回(4月・8月・12月）
• 土木学会四国支部の継続教育(CPD)の認定対象研修。

高知県との共催
186名

R元:150名

研修会の参加者数の推移
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質疑応答H30(2018)年12月 高知工業H24(2012)年12月 会場のようすH28(2016)年4月

京都大学 木村教授H28(2016)年12月 愛媛大学 森准教授H28(2016)年8月

多彩な講師による研修会
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• 事業内容や年度決算について報告。
• 役員の改選

R3(2021)年 R3(2021)年

4月の研修会終了後に定例総会
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H24(2012)年 4月 H27(2015)年12月

R元(2019)年12月 R4(2022)年 4月

4月は懇親会、12月は忘年会
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H20(2008)年 8月 H26(2014)年 8月

H27(2015)年 8月 R元(2019)年 8月

暑気払い(ザ クラウンパレス新阪急高知のビアガーデカーン）
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• 日帰り、または1泊2日でこれまでに34回実施。

高知県内： 高知自動車道の曽我部川橋、立川橋、新新荘川橋

浦戸大橋、本川発電所、鳥形山、筆山トンネル

四国内： 瀬戸大橋、来島海峡大橋、しまなみ海道

池田湖橋（徳島）、四国技術事務所、伊方発電所

川田工業(株)四国工場、三井住友建設(株)新居浜工場

四国外： 関西国際空港、因島大橋（広島）、水島臨港道路（岡山）

明石海峡大橋（兵庫）、餘部鉄橋（兵庫）

NKK福山製鉄所、(株)駒井ハルテック和歌山工場

宿 泊： 道後温泉、有馬温泉（兵庫）、城崎温泉（兵庫）

湯田温泉（山口）、湯布院温泉（大分）、玉造温泉（島根）

龍神温泉（和歌山）

現場見学会(6月～7月)
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昭和57～63年

平成元～30年

令和元年～

別府の地獄池、神戸海洋館、錦帯橋、出雲大社、鳥取砂丘、高野山、

キリンビール神戸工場、西条アサヒビール園、島根ワイナリー

(図) 現場見学会

現場見学会での観光地
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立川橋見学後の梶ヶ森 H元(1989)年

明石海峡大橋見学後の赤穂展示館
H11(1999)年

橋梁工事見学後の別府海地獄
H17(2005)年

立川橋見学 H元(1989)年

思い出の見学場所 (１)
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久万高原町大成橋 H18(2006)年 西条アサヒビール園 H18(2006)年

水島臨港道路(岡山) H25(2013)年 島根ワイナリー H25(2013)年

思い出の見学場所 (２)
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餘部鉄橋 H28(2016)年

駒井ハルテック和歌山工場 R元(2019)年 高野山 R元(2019)年

餘部鉄橋 H19(2007)年

思い出の見学場所 (３)
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• H23(2011)6月に高知県測協、高知県技術士会と合同で被害状況
調査とボランティア活動

東日本大震災の被災地調査
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20周年記念式典 H8(1996)年11月
高知国際ホテル

設 立 昭和52(1977)年
10周年 昭和62(1987)年
15周年 平成 4(1992)年
20周年 平成 8(1996)年
35周年 平成24(2012)年
40周年 平成29(2017)年
45周年 令和 4(2022)年

創立記念式典の開催
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• H24(2012)年6月27日、高知会館で開催
• 記念講演 高知工科大学 教授 甲斐芳郎

記念講演：甲斐教授

理事OBへ感謝状贈呈

35周年記念式典 (1)
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川上元副会長の近況報告 会場のようす

料亭濱長で二次会

35周年記念式典 (2)
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• H29(2017)年8月28日 サンピアセリーズ で開催
• 記念講演：京都大学大学院教授 藤井聡
• 特別講演：台湾国立中央大学教授 王仲宇

受 付 ［ご来賓、ご招待者、会員］（12:30～13:00） 
 
司 会                 (公社)日本技術士会 理事 河野 千代

 
■第 1 部 講 演（13:00～16:20）レインボーホール 

主催者挨拶（13:00～13:10）                 
(公社)土木学会四国支部 商議員 横井 克則

高知県橋梁会創立 40 周年記念講演（13:10～14:40）90 分 
超インフラ論 ～高知強靭化と四国新幹線が高知を救う～ 

 京都大学大学院 教授、内閣官房参与 藤井 聡
休  憩（14:40～14:50）10 分 

高知県防災関連産業交流会特別講演（14:50～16:20）90 分 
台湾における橋梁の健全性の診断 

 台湾国立中央大学 教授 王 仲宇

通訳：(株)高知丸高 陳 莉婷

 
■第２部 高知県橋梁会創立 40 周年記念式典（16:30～17:40）マリンホール 

式  辞（16:30～16:40） 
                      高知県橋梁会 会長  右城 猛

来賓祝辞（16:40～17:05） 
  参議院議員 高野 光二郎

国土交通省四国地方整備局 高知河川国道事務所長 新宅 幸夫

高知県土木部長 福田 敬大

来賓紹介（17:05～17:10） 
理事 OB 紹介及び挨拶（17:10～17:20） 
記念撮影（レインボーホール）（17:20～17:40） 

 
 
■第３部 祝賀会（17:40～19:40）レインボーホール 

開会挨拶 
 高知県橋梁会 会長 右城 猛

来賓挨拶 
 高知県商工労働部 参事 栗山 典久

高知工科大学 教授 甲斐 芳郎

乾  杯 
 愛媛大学 防災情報研究センター特命教授 矢田部 龍一

アトラクション・山田太鼓  
中締め                   

  高知県橋梁会 副会長 吉田 幸男

40周年記念式典 (１)
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記念講演：藤井教授 特別講演：王教授 司会進行：河野千代氏

来賓祝辞：高野先生 第1部：講演の様子 第2部：記念式典の様子

40周年記念式典 (２)
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第3部：山田太鼓 第3部：祝賀会の様子 料亭濱長で二次会

40周年記念式典 (３)
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• R4(2022)年12月9日 高知会館で開催
• 新型コロナウイルスの影響により規模縮小して開催。

45周年記念研修会

右城会長の開会挨拶 研修会の様子

植田健介講師 春田健作講師 岡林弘憲講師 宮崎惇仁講師 閉会挨拶森下伸裕副会長
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45周年記念撮影

高知会館4階写場にて(撮影 吉岡亮) 2022年12月9日
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45周年記念祝賀会(マスク会食)

祝賀会の様子

横田理事と友田理事 鈴田秘書と明神会員春田講師と右城会長



32載荷試験(40kg ○) オープン参加（第一Ｃ）

会場の様子（R4年度) 生徒のプレゼン（会場とリモート）

載荷試験(40kg ×)

• 平成20年度の第2回より共催し、審査委員長と審査員を務めている
• 令和4年度は第16回をオーテピアで開催（12/3～4、8校、14チーム）

載荷試験（40kg ○，優勝）

高知工業定時制

高校生橋梁模型コンテスト
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高知県けんせつの絵コンテストの審査員を務めている

高知県知事賞（R2年度） 高知市長賞（R2年度）審査の様子（R2年度）

土木学会四国支部より地域貢献賞を受賞(平成23年)

• 毎年研修会を3回、現場見学会、高校生橋梁模型コンテ

スト協賛など、高知地域での土木技術者の社会的評価
を高める活動が高く評価された。

けんせつの絵コンテスト、地域貢献賞
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• 橋梁会の概要、役員、会員、活動予定や活動報告 など

HPアドレス https://www.kyouryoukai.net/

ホームページ


