
日付

◇ 視察者　九州大学
H29.1.18 三谷教授
(Wed) 佐川准教授

玉井助教

◇ 支社 九州支社　野田企画調査課長
関西支社　和田構造技術課長代理
エンジ九州　板井

H29.1.19
(Thu)

◇ 説明者 新名神大阪西事務所
工務課　川村主任　予定

大阪府高槻市川西町二丁目10番20号

新名神兵庫事務所
陸門工務課長

◇ 宿泊先
兵庫県川西市中央町10-20 新大阪ステーションホテル　アネックス

大阪府大阪市東淀川区東中島1-15-2
TEL:　06-6815-0011 

エンジ九州　本社

⇒

21：30

（先生方は伊都キャンパス戻）

帰着

到着、新幹線 ⇒ 到着

13：20～16：30 17：00～17：20 18：00 21：00

⇒ 工事現場見学 ⇒ 挨拶、概要説明 ⇒

箕面IC～神戸JCT 新名神兵庫事務所 JR新大阪駅　 JR博多駅

9：00 9：40～10：00 10：40～11：30 12：00～13：00

ＪＲ新大阪駅　 新名神大阪西事務所 高槻IC～箕面IC 昼食

集合 ⇒ 挨拶、概要説明 ⇒ 工事現場見学 ⇒ のらや　小野原店

14：20 15：00 18：00 18：10

到着 ⇒

時点

九州大学　新名神視察行程（案）
行　　　　　　　　　　　程 備　　　　　考

⇒ 新幹線 ⇒
出発

到着

エンジ九州　本社 JR博多駅 JR新大阪駅　 ホテル
（先生方は伊都キャンパス発）

H29.1.6



日付

◇ 視察者　九州大学
H29.1.18 三谷教授
(Wed) 佐川准教授

玉井助教

◇ 支社 九州支社　野田企画調査課長
関西支社　和田構造技術課長代理
エンジ九州　板井

H29.1.19
(Thu)

◇ 説明者 新名神大阪西事務所
工務課　川村主任　予定

大阪府高槻市川西町二丁目10番20号

新名神兵庫事務所
陸門工務課長

兵庫県川西市中央町10-20

ヘルメット 長靴 防寒着
①三谷教授 １ 26.5cm L
②佐川准教授 １ 25.5cm L
③野田課長 １ 26.0cm L
④和田代理 １ 27.0cm L
⑤板井 １ 24.0cm L

九州大学　視察行程（案）
行　　　　　　　　　　　程 備　　　　　考

ＪＲ新大阪駅　 新名神大阪西事務所 高槻IC～箕面IC 昼食

集合 挨拶、概要説明 工事現場見学 のらや　小野原店

九州大学　伊都ｷｬﾝﾊﾟｽ

出発

14：00

9：00 9：40～10：00 10：40～11：30 12：00～13：00

JR博多駅

工事現場見学 挨拶、概要説明 到着、新幹線 到着⇒ ⇒ ⇒

箕面IC～神戸JCT 新名神兵庫事務所 JR新大阪駅　

13：20～16：30 17：00～17：20 18：00 21：00

22：00

帰着

九州大学　伊都ｷｬﾝﾊﾟｽ

JR博多駅

到着（各自手配）

18：10

⇒

⇒

時点H29.1.6

⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒

新幹線

15：00

JR新大阪駅　

到着

18：00

ホテル



H28.12.7　作成

日付

◇ 視察者　九州大学

三谷教授

佐川准教授

※高盛土側から楊梅山高架橋工事用道路を抜けて移動 ◇ 支社 九州支社　野田企画調査課長

※支社車合流 090-4515-7483

関西支社　和田構造技術課長代理

090-4583-2343

エンジ九州　板井　さま

１/１９（木）

◇ 説明者 新名神大阪西事務所

工務課　川村主任　予定

090-2806-1780

新名神兵庫事務所

陸門工務課長

080-2411-9289

◇ 配車 支社車

大阪503ほ2407

平田氏　090-5167-5771

新名神大阪西事務所車

大阪503ほ2411

ノア　シルバー

新名神兵庫事務所車

神戸503む1148

ノア　シルバー
※新名神兵庫車離脱 ※先生他離脱 神戸503む6660

ノア　シルバー

ヘルメット 長靴 防寒着

①三谷教授 １ 26.5cm L

②佐川准教授 １ 25.5cm L

③野田課長 １ 26.0cm L

④和田代理 １ 27.0cm L

⑤板井さま １ 24.0cm L

車中のみ説明

14：10～14：30（20分） 14：40～15：00（20分） 15：05～15：25（20分） 15：25～15：40

お立ち台 P６構台

15：45～16：10（25分）

川西IC～宝塚SA

車中のみ説明

13：40～14：10（30）

10分塩川橋

車中のみ説明

A２側 支社へ

宝塚SA 10分 生野大橋 5分 武庫川橋 15分 武庫川橋～道場TN

13：30頃、出入口着

※新名神兵庫と合流

11：10～11：20（10分）

九州大学　三谷教授・佐川准教授　　視察行程（案）
行　　　　　　　　　　　程 備　　　　　考

ＪＲ新大阪駅　 60分 高槻IC 20分 楊梅山高架橋 30分 安威川橋

待合せ　１Ｆレンタカー前 お立ち台 駐車場で説明 お立ち台

9：00　発 10：00～10：10（10分） 10：30～10：40（10分）

新神戸駅

17：00

50分

A１側

5分 有馬川橋

※新名神大阪西合流

30分

のらや　小野原店

11：50～12：30（40分）

昼食 20分 箕面IC

上り線の本線上

12：50～13：05（15分）

25分



待ち合わせ場所

【待ち合わせ場所（出発場所）】

１Ｆ 駅レンタカー前
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