
  
 

 

 
 
 

平 成 ２７年 １０月 ７日 

道 路 局 

大 臣 官 房 
 

落橋防止装置等の溶接不良について（その３） 

○ 平成２７年９月１１日に記者発表させて頂いたとおり、京都府内の国道２４号勧進
かんじん

橋の落橋防止装置等の溶け込み溶接部において不良が確認されたことを踏ま
え、以下の調査等を実施してきているところです。これらの進捗状況についてお知
らせ致します。 

 
○ なお、落橋防止装置とは、想定を越えるような大きな地震動により、これらの地震

にもある程度耐えるよう設計されている支承などが万一破壊した場合でも、上部
構造が落下するような致命的な状態とならないためにフェールセーフとして設置し
ているものであり、仮に溶接不良となる製品が用いられていた場合でも日常の通
行に支障はありません。 

 

【久富産業（株）が製作した製品に関して】 

国土交通省及び高速道路会社が管理する橋梁 

○ 過去５年間の耐震補強・補修工事の中で久富産業（株）の製品を使用していること

が判明した合計９２橋について、工事受注会社により、溶け込み溶接部の健全性

の検査を行ってまいりました。その結果、７２橋について、勧進橋と同様の不正行

為が行われたものと推察される不良品が発見されました。（別紙１参照） 

不良と判明した部材については、速やかに補修を行うよう、所定の手続きを順次進

めております。 

なお、最初に不良が発見された国道２４号勧進橋については、来年２月までに補修

を完了する予定です。 
 

○ 過去６年以上前の工事での久富産業(株)の製品についても、工事受注会社によ

り、溶け込み溶接部の健全性の検査を一部の橋梁で行ってきたところですが、同

様の不正行為が行われたものと推察される不良品が現時点において２６橋で発見

されました。（別紙２参照） 

このため、今後は、５年以内にかかわらず、久富産業（株）の溶け込み溶接製品全

てについて検査を実施してまいります。 

現在、工事受注会社からの情報を基に、その橋梁の特定作業を進めております

が、１０月２日時点で国土交通省管理１１４橋、高速道路会社管理８橋の合計１２２

橋（速報値）で使用されていることが判明しております。（別紙２参照） 

今後、過去５年間の製品と同様に、検査を進め、不良と判明した部材については速 

やかに補修を行うよう所定の手続きを進めてまいります。 



  
 

 

※本記者発表資料については、国土交通省ホームページ（アドレス:http://www.mlit.go.jp）にも掲載しています。 

地方公共団体等が管理する橋梁等 
 

○ 地方公共団体及びその他関係機関においても、過去５年間の工事で久富産業

（株）の製品が使用されている橋梁の特定作業が進められています。１０月２日時

点において、５６団体の１９９橋において久富産業（株）の製品が使用されているこ

とが判明したとの報告を受けており、今後は順次溶け込み溶接部の健全性の検

査及び不良部材の補修等が行われる予定と聞いております。（別紙３参照） 
 

○ また、６年以上前の製品についても、それが使用されている橋梁の特定に向け、

久富産業（株）及び（株）北陸溶接検査事務所から追加提出のあった過去に携わ

った工事に関する資料を１０月６日に情報提供したところです。 
 
【久富産業（株）以外が製作した製品に関して】 
 
○ 久富産業（株）以外が製作した製品について同様の不良品が無いかを確認するた

め、国土交通省が過去に発注した耐震補強・橋梁補修に関する工事の受注会社

に対し、同社の品質管理体制、溶接部材の品質保証（不適切な行為の有無）等に

ついて、製品の製作会社、検査会社への確認等を含めた自社調査を実施するよう

求めております。 
 

○ 併せて、久富産業（株）以外が製作した製品についても、工事受注会社により、溶

け込み溶接部の健全性の検査を一部の橋梁にて実施しており、１０月２日時点

で、９橋について検査を完了しております。このうち、国道１号久能
く の う

高架橋におい

て不良品が確認され、現在、その発生原因等について、工事受注会社が関係者

へのヒアリング等を進めているところです。（本件に関しては、別途、本日付けで中

部地方整備局より記者発表を行っています。） 
 

○ 以上の取り組みにより、１０月末までを目途に、溶け込み溶接において不適切な

行為により落橋防止装置等を製作している会社の特定を進めてまいります。 
 

【原因究明と再発防止に向けて】 
 

○ 併せて、原因究明及び再発防止策等を検討するため、１０月１３日（火）に有識者

委員会を設置することとしました。有識者委員会の具体的なスケジュール等につ

いては、今後改めて公表させていただく予定です。 

＜問い合わせ先＞ 

【全般】道路局 国道・防災課 道路保全企画室 企画専門官 田中倫英 

代表 03-5253-8111（内線 37813） 直通 03-5253-8494 FAX 03-5253-1620 

【高速道路に関すること】道路局 高速道路課 有料道路調整室 課長補佐 宮西洋幸 

      代表 03-5253-8111（内線 38382） 直通 03-5253-8491 

【その他関係機関に関すること】大臣官房 技術調査課 工事監視官 山下眞治 

      代表 03-5253-8111（内線 22306） 直通 03-5253-8221 



不良品が発見された橋梁（過去５年間の久富産業（株）の溶け込み溶接の製品）

■国（地方整備局）

整備局 事務所 路線名 橋梁名 所在地 工事受注会社名

1 東北 山形河川国道事務所 国道13号 新白水川橋 山形県東根市 升川建設（株）

2 東北 山形河川国道事務所 国道112号 新宝沢橋側道橋 山形県西川町 升川建設（株）

3 東北 山形河川国道事務所 国道112号 新間沢橋側歩道橋 山形県西川町 升川建設（株）

4 東北 山形河川国道事務所 国道113号 玉川橋 山形県小国町 山和建設㈱

5 関東 高崎河川国道事務所 国道17号 第一早川橋 群馬県太田市 田中建設（株）

6 北陸 羽越河川国道事務所 国道7号 朝日橋 新潟県村上市 （株）横井組

7 北陸 新潟国道事務所 国道113号 金丸大橋 新潟県関川村 ショーボンド建設（株）

8 北陸 新潟国道事務所 国道116号 平成大橋 新潟県新潟市 丸運建設（株）

9 北陸 新潟国道事務所 国道116号 千歳大橋 新潟県新潟市 （株）福田組・(株)本間組

10 北陸 長岡国道事務所 国道8号 胞姫橋 新潟県柏崎市 ショーボンド建設（株）

11 北陸 長岡国道事務所 国道8号 米山大橋 新潟県柏崎市 ショーボンド建設（株）

12 北陸 高田河川国道事務所 国道18号 矢代川大橋 新潟県妙高市 （株）野本組

13 北陸 高田河川国道事務所 国道8号 洞川橋 新潟県糸魚川市 田辺建設（株）

14 北陸 高田河川国道事務所 国道8号 鬼道橋 新潟県糸魚川市 田辺建設（株）

15 北陸 高田河川国道事務所 国道8号 関川大橋 新潟県上越市 西田建設（株）

16 北陸 高田河川国道事務所 国道18号 中郷大橋 新潟県上越市 （株）保坂組

17 北陸 高田河川国道事務所 国道8号 保倉川大橋 新潟県上越市 西田建設（株）

18 北陸 高田河川国道事務所 国道8号 風波橋 新潟県糸魚川市 （株）谷村建設

19 北陸 富山河川国道事務所 国道8号 白岩川橋 富山県富山市 竹沢建設㈱

20 北陸 富山河川国道事務所 国道8号 上市川橋 富山県滑川市 東城建設（株）

21 北陸 金沢河川国道事務所 国道8号 三谷大橋 石川県加賀市 石川建設工業（株）

22 北陸 金沢河川国道事務所 国道8号 太田高架橋 石川県津幡町 酒井工業（株）

23 中部 名古屋国道事務所 国道302号 平田高架橋 愛知県名古屋市 水野建設（株）

24 中部 名古屋国道事務所 国道302号 小田井高架橋 愛知県名古屋市 水野建設（株）

25 中部 名古屋国道事務所 国道302号 地蔵川高架橋 愛知県名古屋市 水野建設（株）

26 中部 紀勢国道事務所 国道42号 悪谷橋 三重県紀北町 （株）谷口組

27 中部 紀勢国道事務所 国道42号 長島跨道橋 三重県紀北町 （株）谷口組

別紙１



■国（地方整備局）

整備局 事務所 路線名 橋梁名 所在地 工事受注会社名

28 中部 紀勢国道事務所 国道42号 海山７号溝橋 三重県紀北町 （株）谷口組

29 中部 北勢国道事務所 国道25号 中の川橋 三重県亀山市 吉川建設（株）

30 中部 北勢国道事務所 国道25号 第２加太川橋 三重県亀山市 吉川建設（株）

31 中部 北勢国道事務所 国道25号 服部川大橋 三重県伊賀市 大有建設㈱

32 近畿 滋賀国道事務所 国道1号 瀬田川大橋 滋賀県大津市 五洋建設（株）

33 近畿 滋賀国道事務所 国道8号 馬渡橋 滋賀県長浜市 ショーボンド建設（株）

34 近畿 福知山河川国道事務所 国道9号 大身大橋 京都府福知山市 ショーボンド建設（株）

35 近畿 福知山河川国道事務所 国道27号 黒尾橋 京都府京丹波町 ショーボンド建設（株）

36 近畿 福知山河川国道事務所 国道9号 莵原大橋 京都府福知山市 ショーボンド建設（株）

37 近畿 福知山河川国道事務所 国道9号 福知山大橋 京都府福知山市 ショーボンド建設（株）

38 近畿 福知山河川国道事務所 国道27号 千歳橋 京都府舞鶴市
（株）ｵｶﾓﾄ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮ
ﾝ･ｼｽﾃﾑ

39 近畿 京都国道事務所 国道24号 泉大橋 京都府木津川市 ショーボンド建設（株）

40 近畿 京都国道事務所 国道171号 小畑橋 京都府大山崎町 （株）南山建設

41 近畿 京都国道事務所 国道24号 勧進橋 京都府京都市 ショーボンド建設（株）

42 近畿 京都国道事務所 国道24号 観月橋 京都府京都市 ショーボンド建設（株）

43 近畿 京都国道事務所 国道1号 木津川大橋 京都府久御山町～八幡市 ショーボンド建設（株）

44 近畿 姫路河川国道事務所 国道29号 カラウコ大橋 兵庫県宍粟市 ショーボンド建設（株）

45 近畿 姫路河川国道事務所 国道29号 新三久安大橋 兵庫県宍粟市 ショーボンド建設（株）

46 近畿 姫路河川国道事務所 国道2号 林田川大橋 兵庫県太子町～たつの市 ショーボンド建設（株）

47 近畿 姫路河川国道事務所 国道2号 新中野橋 兵庫県赤穂市 ショーボンド建設（株）

48 近畿 姫路河川国道事務所 国道2号 新橋 兵庫県赤穂市 ショーボンド建設（株）

49 近畿 姫路河川国道事務所 国道29号 大殿橋 兵庫県宍粟市 ファースト建設（株）

50 近畿 姫路河川国道事務所 国道2号 亀山１号高架橋 兵庫県姫路市 ショーボンド建設（株）

51 近畿 姫路河川国道事務所 国道2号 亀山５号高架橋 兵庫県姫路市 ショーボンド建設（株）

52 近畿 兵庫国道事務所 国道175号 新西脇大橋 兵庫県西脇市 ショーボンド建設（株）

53 近畿 兵庫国道事務所 国道43号 武庫川橋 兵庫県尼崎市～西宮市 ショーボンド建設（株）

54 近畿 福井河川国道事務所 国道8号 金山橋 福井県あわら市 （株）冨士土建

55 近畿 福井河川国道事務所 国道8号 笹岡橋 福井県あわら市 （株）冨士土建

56 近畿 福井河川国道事務所 国道8号 鯖江高架橋 福井県鯖江市 （株）冨士土建



不良品が発見された橋梁（過去５年間の久富産業（株）の溶け込み溶接の製品）

■高速道路会社

会社 事務所 路線名 橋梁名 所在地 工事受注会社名

1 東日本 湯沢管理事務所 関越自動車道 万太郎橋 新潟県湯沢町 ショーボンド建設（株）

2 西日本 滋賀高速道路事務所 名神高速道路 野洲川橋 滋賀県野洲市 ショーボンド建設（株）

3 西日本 阪奈高速道路事務所 西名阪自動車道 第５松原橋 大阪府松原市 ショーボンド建設（株）

4 西日本 阪奈高速道路事務所 西名阪自動車道 新石川橋 大阪府羽曳野市 ショーボンド建設（株）

5 西日本 阪奈高速道路事務所 西名阪自動車道 西安堵橋 奈良県安堵町 ショーボンド建設（株）

6 西日本 大阪高速道路事務所 近畿自動車道 松葉高架橋 大阪府守口市 ショーボンド建設（株）

7 西日本 大阪高速道路事務所 近畿自動車道 門真ＩＣランプ橋 大阪府門真市 ショーボンド建設（株）

8 西日本 大阪高速道路事務所 近畿自動車道 門真高架橋 大阪府門真市 ショーボンド建設（株）

9 西日本 大阪高速道路事務所 近畿自動車道 大日高架橋 大阪府守口市 ショーボンド建設（株）

10 西日本 和歌山高速道路事務所 阪和自動車道 有田川橋 和歌山県有田川町 ショーボンド建設（株）

11 西日本 和歌山高速道路事務所 阪和自動車道 田口高架橋 和歌山県有田川町 ショーボンド建設（株）

12 西日本 大阪高速道路事務所 名神高速道路 吹田１号橋 大阪府吹田市 ショーボンド建設（株）

13 阪神高速 大阪管理局 11号池田線 池田中央１橋 大阪府大阪市中央区 ショーボンド建設（株）

14 阪神高速 大阪管理局 11号池田線 池田中央２橋 大阪府大阪市中央区 ショーボンド建設（株）

15 阪神高速 大阪管理局 11号池田線 池田浪速橋 大阪府大阪市浪速区 ショーボンド建設（株）

16 阪神高速 大阪管理局 15号堺線 堺中央橋 大阪府大阪市中央区 ショーボンド建設（株）



久富産業（株）の溶け込み溶接の製品を使用した過去６年以上前の橋梁リスト

■国（地方整備局）

整備局 事務所 路線名 橋梁名 所在地 備考

1 東北 青森河川国道事務所 国道4号 三戸橋 青森県三戸町 不良品発見

2 東北 青森河川国道事務所 国道4号 五戸新橋 青森県五戸町

3 東北 青森河川国道事務所 国道7号 撫牛子高架橋 青森県弘前市

4 東北 青森河川国道事務所 国道7号 撫牛子高架橋側道橋 青森県弘前市

5 東北 岩手河川国道事務所 国道4号 前沢南跨線橋 岩手県奥州市 不良品発見

6 東北 岩手河川国道事務所 国道4号 水沢南跨線橋 岩手県奥州市

7 東北 岩手河川国道事務所 県道298号（旧国道4号） 花巻跨線橋 岩手県花巻市

8 東北 岩手河川国道事務所 国道4号 石鳥谷北跨線橋 岩手県花巻市

9 東北 岩手河川国道事務所 国道4号 葛丸川橋 岩手県花巻市 不良品発見

10 東北 岩手河川国道事務所 国道4号 南大橋 岩手県盛岡市 不良品発見

11 東北 岩手河川国道事務所 国道4号 北大橋 岩手県盛岡市 不良品発見

12 東北 仙台河川国道事務所 県道54号（旧国道4号） 広瀬橋 宮城県仙台市

13 東北 湯沢河川国道事務所 国道13号 玉川橋 秋田県大仙市

14 東北 山形河川国道事務所 国道113号 向大沢橋 山形県小国町

15 東北 山形河川国道事務所 国道13号 大橋 山形県南陽市

16 東北 酒田河川国道事務所 国道112号 田麦川橋 山形県鶴岡市

17 関東 宇都宮国道事務所 国道50号 渡良瀬川大橋 栃木県足利市

18 関東 高崎河川国道事務所 国道18号 ワサビ沢橋 群馬県安中市

19 関東  高崎河川工事事務所 国道17号 倉賀野高架橋 群馬県高崎市

20 関東  高崎河川工事事務所 国道18号 君ケ代高架橋 群馬県高崎市

21 関東 大宮国道事務所 国道4号 草加高架橋 埼玉県草加市

22 関東 相武国道事務所 国道20号 落合橋 東京都八王子市

23 関東 相武国道事務所 国道20号 吉野橋 神奈川県相模原市

24 関東 甲府河川国道事務所 国道52号 船山橋 山梨県韮崎市

25 関東 甲府河川国道事務所 国道52号 小笠原橋 山梨県南アルプス市

26 関東 甲府河川国道事務所 国道52号 坪川橋 山梨県南アルプス市

27 関東 甲府河川国道事務所 国道20号 疾風橋 山梨県笛吹市

28 関東 甲府河川国道事務所 国道20号 塩川大橋 山梨県甲斐市

29 関東 甲府河川国道事務所 国道20号 穴山橋 山梨県韮崎市 不良品発見

30 関東 甲府河川国道事務所 国道52号 坪川大橋 山梨県富士川町

31 関東 長野国道事務所 国道20号 切掛橋 長野県富士見町

32 関東  長野国道事務所 国道18号 鳥居大橋 長野県長野市

33 北陸 新潟国道事務所 国道49号 見返大橋 新潟県阿賀町 不良品発見

34 北陸 新潟国道事務所 国道113号 金丸大橋 新潟県関川村

35 北陸 新潟国道事務所 国道113号 上ノ沢橋 新潟県関川村

36 北陸 新潟国道事務所 国道7号 新井郷川橋 新潟県新潟市 不良品発見

37 北陸 新潟国道事務所 国道7号 新発田川橋 新潟県新潟市 不良品発見

別紙２
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■国（地方整備局）

整備局 事務所 路線名 橋梁名 所在地 備考

H27.10.2時点判明分

38 北陸 新潟国道事務所 国道49号 釣浜橋 新潟県阿賀町

39 北陸 新潟国道事務所 国道49号 岩津橋 新潟県阿賀町

40 北陸 長岡国道事務所 国道17号 小千谷大橋 新潟県小千谷市

41 北陸 長岡国道事務所 国道17号 新佐梨橋 新潟県魚沼市

42 北陸 長岡国道事務所 国道8号 米山大橋 新潟県柏崎市

43 北陸 長岡国道事務所 国道8号 胞姫橋 新潟県柏崎市

44 北陸 高田河川国道事務所 国道8号 直海浜跨線橋 新潟県上越市

45 北陸 羽越河川国道事務所 国道7号 府屋大橋 新潟県村上市

46 北陸 富山河川国道事務所 国道8号 富山跨線橋 富山県富山市

47 北陸 富山河川国道事務所 国道41号 新国境橋 岐阜県飛騨市 不良品発見

48 北陸 富山河川国道事務所 国道41号 新笹津橋 富山県富山市

49 北陸 富山河川国道事務所 国道41号 猪谷橋 富山県富山市

50 北陸 富山河川国道事務所 国道41号 松ヶ谷橋 富山県富山市

51 北陸 富山河川国道事務所 国道8号 鏡宮高架橋 富山県射水市

52 北陸 金沢河川国道事務所 国道8号 犀川橋 石川県金沢市

53 北陸 金沢河川国道事務所 国道8号 中須加跨道橋 石川県金沢市

54 中部 岐阜国道事務所 国道156号　 岩戸高架橋 岐阜県岐阜市

55 中部 静岡国道事務所 国道1号 一本松橋 静岡県富士市

56 中部 静岡国道事務所 国道1号 田子の浦高架橋 静岡県富士市

57 中部 静岡国道事務所 国道1号 田子の浦高架橋ランプ橋 静岡県富士市

58 中部 名古屋国道事務所 国道22号 枇杷島高架橋 愛知県清須市

59 中部 名古屋国道事務所 国道23号 北頭取付高架橋 愛知県名古屋市

60 中部 名古屋国道事務所 国道23号 北頭高架橋 愛知県名古屋市 不良品発見

61 中部 名古屋国道事務所 国道23号 北頭高架橋ランプ橋 愛知県名古屋市

62 中部 名古屋国道事務所 国道23号 竜宮高架橋 愛知県名古屋市 不良品発見

63 中部 名古屋国道事務所 国道23号 竜宮高架橋ランプ橋 愛知県名古屋市

64 中部 名古屋国道事務所 国道23号 竜宮跨道橋 愛知県名古屋市

65 中部 名古屋国道事務所 国道23号 大高跨道橋 愛知県名古屋市 不良品発見

66 中部 名古屋国道事務所 国道23号 名碧跨道橋 愛知県名古屋市

67 中部 名古屋国道事務所 国道23号 共和高架橋 愛知県名古屋市 不良品発見

68 中部 三重河川国道事務所 国道23号 中里高架橋 三重県四日市市

69 中部 北勢国道事務所 国道25号 第4加太川橋 三重県亀山市

70 中部 北勢国道事務所 国道25号 第5加太川橋 三重県亀山市

71 中部 北勢国道事務所 国道25号 第2越川橋 三重県亀山市

72 中部 北勢国道事務所 国道25号 第3越川橋 三重県亀山市

73 中部 北勢国道事務所 国道25号 服部川大橋 三重県伊賀市

74 中部 飯田国道事務所 国道153号 桐ｹ洞橋 長野県阿智村

75 中部 飯田国道事務所 国道153号 第２増の沢橋 長野県阿智村

76 中部 飯田国道事務所 国道153号 奥根木橋 長野県阿智村

77 中部 飯田国道事務所 国道153号 千舞橋 長野県阿智村

78 中部 飯田国道事務所 国道153号 小雪橋 長野県阿智村



■国（地方整備局）

整備局 事務所 路線名 橋梁名 所在地 備考

H27.10.2時点判明分

79 中部 飯田国道事務所 国道153号 八千代橋 長野県阿智村

80 中部 飯田国道事務所 国道153号 岩の沢橋 長野県阿智村

81 中部 飯田国道事務所 国道153号 第一増の沢橋 長野県阿智村

82 中部 飯田国道事務所 国道153号 第2横岳橋 長野県平谷村

83 中部 飯田国道事務所 国道153号 栄太橋 長野県平谷村

84 中部 飯田国道事務所 国道153号 第1横岳橋 長野県平谷村

85 中部 飯田国道事務所 国道19号 二の沢橋 長野県南木曽町

86 中部 飯田国道事務所 国道19号 吾妻橋 長野県南木曽町

87 中部 飯田国道事務所 国道19号 前野橋 岐阜県中津川市

88 中部 飯田国道事務所 国道19号 前野橋側歩道橋 岐阜県中津川市

89 近畿 滋賀国道事務所 国道1号 三雲１号橋 滋賀県湖南市

90 近畿  滋賀国道事務所 国道161号 藤尾高架橋 滋賀県大津市

91 近畿  滋賀国道事務所 国道161号 前川橋 滋賀県高島市

92 近畿 滋賀国道事務所 国道1号 横田橋 滋賀県湖南市 不良品発見

93 近畿 滋賀国道事務所 国道1号 横田橋側道橋 滋賀県湖南市

94 近畿 福知山河川国道事務所 国道27号 一の瀬橋 京都府舞鶴市 不良品発見

95 近畿 福知山河川国道事務所 国道9号 牧川橋 京都府福知山市 不良品発見

96 近畿 京都国道事務所 国道1号 東山高架橋 京都府京都市

97 近畿 京都国道事務所 国道１号 宇治川大橋 京都府京都市

98 近畿 京都国道事務所 国道1号 東一口橋 京都府久御山町

99 近畿 京都国道事務所 国道24号 最上高架橋 京都府京都市

100 近畿 京都国道事務所 国道163号 山田川橋 京都府精華町

101 近畿 大阪国道事務所 国道43号 正蓮寺川橋 大阪府大阪市 不良品発見

102 近畿 大阪国道事務所 国道163号 菫橋 大阪府大阪市

103 近畿 豊岡河川国道事務所 国道9号 鹿田大橋 兵庫県香美町 不良品発見

104 近畿 豊岡河川国道事務所 国道9号 和田山大橋 兵庫県朝来市 不良品発見

105 近畿 姫路河川国道事務所 国道2号 揖保川大橋 兵庫県たつの市 不良品発見

106 近畿 姫路河川国道事務所 国道2号 大門高架橋 兵庫県たつの市 不良品発見

107 近畿 姫路河川国道事務所 国道2号 有年橋 兵庫県赤穂市 不良品発見

108 近畿 姫路河川国道事務所 国道2号 山田高架橋 兵庫県太子町 不良品発見

109 近畿 姫路河川国道事務所 国道2号 山田高架橋ランプ橋 兵庫県太子町 不良品発見

110 近畿 奈良国道事務所 国道24号 飛鳥川橋 奈良県田原本町

111 近畿 和歌山河川国道 国道24号 風市橋 和歌山県紀の川市

112 近畿 和歌山河川国道 国道24号 山田橋 和歌山県橋本市

113 近畿 紀南河川国道事務所 国道42号 南部大橋 和歌山県みなべ町

114 近畿 紀南河川国道事務所 国道42号 荒光高架橋 和歌山県田辺市 不良品発見



久富産業（株）の溶け込み溶接の製品を使用した過去６年以上前の橋梁リスト

■高速道路会社

会社 事務所 路線名 橋梁名 所在地 備考

1 東日本 新潟管理事務所 北陸自動車道 中之口川橋 新潟県燕市

2 中日本 静岡保全・サービスセンター 東名高速道路 中吉田高架橋 静岡県静岡市

3 中日本 富山保全・サービスセンター 北陸自動車道 黒部川橋 富山県黒部市

4 中日本 富山保全・サービスセンター 北陸自動車道 片貝川橋 富山県魚津市

5 中日本 福井保全・サービスセンター 北陸自動車道 竹田川橋 福井県坂井市

6 中日本 金沢保全・サービスセンター 北陸自動車道 大聖寺川橋 石川県加賀市

7 中日本 金沢保全・サービスセンター 北陸自動車道 金沢高架橋 石川県金沢市

8 本四高速 鳴門管理センター 神戸淡路鳴門自動車道 志知高架橋 兵庫県南あわじ市

H27.10.2時点判明分



久富産業（株）の溶け込み溶接の製品を使用した過去５年間の橋梁数

■都道府県

管理者名 該当橋梁数 問合せ先

1 青森県 13

青森県　県土整備部　道路課　橋梁・アセット推進グル－プ
担当者：奥山総括主幹　電話：０１７－７３４－９６５８
青森県　県土整備部　港湾空港課　港湾整備推進グル－プ
担当者：水溜総括主幹　電話：０１７－７３４－９６７７

2 山形県 2
山形県県土整備部道路整備課橋梁・舗装担当
担当者：蘇武
電話：０２３－６３０－２６０６

3 群馬県 9
群馬県県土整備部道路整備課橋梁係
担当者：後藤、磯部
電話：０２７－２２６－３５８５

4 山梨県 34
山梨県　県土整備部　道路管理課　道路施設維持担当
担当者：　課長補佐　長田
電話：０５５－２２３－１６９６（直通）

5 長野県 6

長野県建設部道路管理課維持舗装係
担当者：山崎　　電話：０２６－２３５－７３０２
長野県企業局水道事業課技術管理係
担当者：綱島　　電話：０２６－２３５－７３８１

6 新潟県 5
新潟県　土木部　道路管理課
課長補佐　小山
電話：０２５－２８０－５８４４

7 富山県 9
富山県土木部道路課橋りょう係
担当者：竹島、中瀬
電話：０７６－４４４－３３２１

8 石川県 1
土木部道路整備課
担当者：課長補佐 福村
電話：０７６-２２５-１７２７

9 岐阜県 12
岐阜県県土整備部道路維持課維持管理係
担当者：山田
電話：０５８－２７２－８５３５（内線３７３６）

10 三重県 2
三重県県土整備部道路建設課橋りょう・市町道班
担当者：川上・増田
電話：０５９-２２４-２６７２

11 福井県 13
福井県土木部道路保全課
担当者：課長　鰐渕
電話：０７７６-２０-０４７６

12 滋賀県 3
滋賀県土木交通部道路課道路保全室
担当者：　主査　神田
電話：０７７－５２８－４１３４

13 京都府 4
京都府　建設交通部　道路建設課　(道路･橋梁担当)
担当者：副課長　小松
電話：０７５-４１４-５２５２

14 大阪府 1
大阪府道路公社保全管理部道路保全課
担当者：主査  水野
電話：０６－６９４１－２５１１

別紙３
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■都道府県

管理者名 該当橋梁数 問合せ先

H27.10.2時点判明分

15 兵庫県 6
兵庫県県土整備部土木局道路保全課保全班
担当者：班長 大原
電話：０７８－３６２－３５２３

16 奈良県 3

奈良県県土マネジメント部道路管理課保全整備係
担当者：主任技師　大光　電話：０７４２－２７－７５０２
奈良県道路公社第二阪奈有料道路管理事務所施設マネジメント係
担当者：係長　近藤　　電話：０７４３－７６－０７３１

17 和歌山県 5

和歌山県県土整備部
道路保全課予防保全班
担当者：班長　笹山、主査　吉村
電話：０７３－４４１－３１１０



久富産業（株）の溶け込み溶接の製品を使用した過去５年間の橋梁数

■市町村

管理者名 該当橋梁数 問合せ先

1 青森県八戸市 2
八戸市　建設部　道路維持課　維持第１グル－プ
担当者：田邊
電話：０１７８－４３－９４１０

2 青森県田舎館村 1
田舎館村　建設課　建設第１係
担当者：古川
電話：０１７２－５８－２１１１

3  群馬県安中市 5
安中市建設部土木課工務係
担当者：松橋
電話：０２７－３８２－１１１１

4  神奈川県大和市 2
大和市都市施設部土木管理課
担当者：村瀬（課長）、横溝（維持補修担当係長）
電話：０４６－２６０－５４１２

5  山梨県北杜市 1
北杜市役所　建設部　道路河川課
担当者：　斉藤
電話０５５１－４２－１３６３（直通）

6  山梨県身延町 1
身延町　建設課　公共土木担当
担当者：　水上
電話：０５５６－４２－４８０８

7  長野県松本市 1
松本市建設部建設課道路担当
担当者：岩田・山田
電話：０２６３－３４－３２４２

8  長野県飯田市 2
飯田市建設部土木課河川係
担当者：三浦
電話：０２６５－２２－４５１１　内線２７２５

9  長野県南箕輪村 1
南箕輪村役場建設水道課建設管理係
担当者：有賀
電話：０２６５－７２－２１０４

10  長野県塩尻市 1
塩尻市建設事業部建設課維持係
担当者：武井
電話：０２６３－５２－０２８０　内線１２５６

11 新潟県新潟市 3
新潟市土木部土木総務課
担当者：中野
電話：０２５－２２６－３０２１

12 新潟県魚沼市 1
魚沼市土木課建設室維持監理班
担当者：佐藤
電話：０２５－７９９－４６０１

13 新潟県柏崎市 1
柏崎市都市整備部維持管理課橋梁維持係
担当者：外山
電話：０２５７－２１－２２８３

14 新潟県妙高市 1

妙高市建設課建設係
担当者：丸山
電話：０２５５－７４－００２３（直通）
　　　　０２５５－７２－５１１１（代表）

H27.10.2時点判明分



■市町村

管理者名 該当橋梁数 問合せ先

H27.10.2時点判明分

15  富山県射水市 4
射水市都市整備部道路・河川管理課
道路維持係　担当者：橋本、藤井
電話：０７６６－５２－７３９４

16 石川県能登町 1
能登町建設課
担当者：課長 田代
電話：０７６８-７６-８３０４

17 石川県津幡町 1
津幡町産業建設部都市建設課
担当者：課長 岩本
電話：０７６-２８８-６７０３

18 石川県白山市 1
白山市建設部土木課
担当者：課長 松田
電話：０７６-２７４-９５５６

19 岐阜県岐阜市 2
岐阜市基盤整備部道路建設課橋梁係
担当者：野々山
電話：０５８－２６５－４１４１（内線２５７２）

20 岐阜県各務原市 2
各務原市都市建設部道路課
担当者：遠藤・澤田
電話：０５８－３８３－１６１４

21 岐阜県山県市 1
山県市役所　建設課
担当者：棚橋・河原
電話：０５８１－２２－６８３２

22 岐阜県大垣市 1
大垣市建設部道路課保全グループ
担当者：広瀬
電話：０５８４-８１-４１１１（内線６２５）

23 岐阜県揖斐川町 4
揖斐川町産業建設部建設課土木建設係
担当者：竹中
電話：０５８５－２２－２１１１

24 岐阜県坂祝町 1
坂祝町役場産業建設課
担当者：大野
電話：０５７４－２６－７１１１（内線252）

25 岐阜県高山市 1
高山市基盤整備部建設課建設グループ
担当者：宇津宮
電話：０５７７－３５－３１４７

26 愛知県名古屋市 1

名古屋市緑政土木局
道路建設部道路建設課橋梁保全係
担当者：平野
電話：０５２－９７２－２８６９

27 福井県福井市 1
福井市建設部道路課
担当者：主任　中村
電話：０７７６-２０-５５６０

28 滋賀県草津市 1
建設部道路課道路維持グループ
担当者：主査　金谷
電話：０７７-５６１-２３８８

29 滋賀県湖南市 1
湖南市建設経済部土木建設課
道路・河川担当　担当者：主幹　垣山
電話：０７４８－７１－２３３８

30 京都府京都市 7
京都市建設局土木管理部橋りょう健全推進課
担当者：課長　榮
電話：０７５－２２２－３５６１



■市町村

管理者名 該当橋梁数 問合せ先

H27.10.2時点判明分

31 大阪府堺市 5
堺市建設局道路部道路整備課
担当者：係長　松本
電話：０７２-２２８-７０９５

32 大阪府茨木市 1
茨木市建設部道路交通課
担当者：工務係長　平里
電話：０７２-６２２-８１２１

33 兵庫県神戸市 1
神戸市建設局道路部工務課工務第２係
担当者：係長　前田
電話：０７８－３２２－５３９０

34 兵庫県姫路市 3
姫路市建設局道路部北部建設事務所
担当者：係長　小林
電話：０７９－３３６－４４０８

35 兵庫県西宮市 2
西宮市土木局道路公園部道路補修課
担当者：係長　堀川
電話：０７９８－３５－３６３０

36 和歌山県印南町 1
印南町建設課
担当者：主幹　松本
電話：０７３８－４２－１７３４



久富産業（株）の溶け込み溶接の製品を使用した過去５年間の橋梁数

■その他機関

管理者名 該当橋梁数 問合せ先

1 西日本旅客鉄道（株） 2
西日本旅客鉄道株式会社　広報部
担当者：嶋崎
電話：０６－６３７５－８８８９

2 （独）水資源機構 2
独立行政法人水資源機構　ダム事業部ダム管理課
担当者：山本、島本
電話：０４８－６００－６５００

3 日本中央競馬会 1
日本中央競馬会　報道室
電話：０３－３５９１－５２５１

H27.10.2時点判明分


