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特定道守（トンネル分野）コースのトンネルの
プロジェクト演習の点検状況（長崎県長崎市）

　長崎大学インフラ長寿命化センターでは、長崎県、長崎県建設技術研究
センターなどと連携して道守養成ユニットを設置し、地域のニーズを踏ま
えた産官学の連携でこのシステムを自立運営できるレベルに成熟させてき
ました。開始時はボランティアの活動が主でしたが、2012年の笹子トンネ
ル天井板の崩落事故の後に先見性があった道守養成講座に即戦力となる技
術者養成のニーズが高まりました（本号Ｐ18〜20「長崎における道守制度
を活用した道路の維持管理」より）。� （写真提供：長崎大学）
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１．はじめに
福知山市は京都府の北西部に位置し、京阪神か

ら70㎞前後の距離にあり、昭和12年に京都府で
２番目の市として誕生しました。市内を１級河川
の由良川が流れ、国道９号等の国道や舞鶴若狭自
動車道、JR山陰本線・福知山線および京都丹後
鉄道などが通る北近畿の交通の結節点となってお
り、交通の要衝として発展してきました。また、
国内有数の内陸工業団地「長田野工業団地」等を
有する産業拠点となっています。

都市基盤整備としては、昭和29年から土地区
画整理事業に着手し、その後、街路事業なども行っ
て街づくりを進めてきました。近年では福知山駅
付近連続立体交差事業と合わせた駅南・駅周辺土
地区画整理事業などの完成により、駅周辺の南北
市街地が一体化し、北近畿の玄関口として魅力あ
る市街地が形成され、現在、市域面積552.54㎢、
人口約７万８千人の都市として発展しております。

２．水害との闘い
本市は城下町として栄えてきましたが、現在、

NHKで放映されている大河ドラマ「麒麟がくる」
の主人公、明智光秀が安土桃山時代に福知山城を
築城し、城下町の整備を行いました。市内を流れ
る由良川により、常に水害に見舞われていた城下
を守るために堤を築き、治水対策を行ったとされ、

そのなごりは現在、「明智藪」と呼ばれております。
まちづくりの礎を作った光秀は、福知山市では善
政を行った良君として慕われ、市内の御霊神社に
神として祀られています。

福知山市は、その光秀の時代から数多くの洪水
被害を受け、その時々で対策がとられてきました
が、近年は国土交通省のご尽力により、由良川本
川における築堤等の整備が進み、由良川外水によ
る被害は大幅に軽減されてきました。

３．由良川流域における総合的な治水対策
このような中、平成26年８月に市街地を中心

に集中的な降雨があり、福知山観測所において観
測以来最大の２日間で335㎜の降雨を記録しまし
た。この「平成26年８月豪雨」は、整備されてい
た排水ポンプ等の施設能力を大きく上回るもので
あり、床上浸水2,029戸、床下浸水2,471戸の被
害が発生しました。この大規模な内水被害の対策
を早急に実施していくために、平成26年８月29日
に「由良川流域（福知山市域）における総合的な
治水対策協議会」を立ち上げ対策をまとめました。

この対策は、国、京都府、福知山市の３者で役
割分担を行い、連携しながら取り組んでいくもの
で、平成27年度から概ね５か年で「平成26年８
月豪雨と同程度の降雨が発生した場合での床上浸
水の概ね解消を目指す」というものです。

計画としては、総合治水対策に取り組む流域に

明智光秀が築いた福知山を未来につなぐ
〜治水対策を活かしたまちづくり〜

写真−１　福知山駅北広場

写真−２　由良川と明智藪



3月刊建設20−02

おいて福知山市が河川上流部に21万㎥の調整池
等の整備、市街地では地下貯留施設の１万㎥の新
設、ポンプ施設の１㎥/sの増強、国が排水ポンプ
施設27㎥/sの増強、京都府が、弘法川、法川の
改修及び効果量20万㎥の調節池及び排水機場 
11㎥/sの新設を行うもので、現在、令和２年の出
水期に事業効果が発現できるよう進めております。

４．内水対策のモデル事業
そのような取り組みを進める中、平成30年７

月豪雨によって大きな被害が発生しました。この
豪雨では、由良川の下流部にある本市の大江町に
おいても、輪中堤工事中の平成25年、26年と、
堤防完成後の平成29年、30年と大規模な床上浸
水等の被害が発生したことから、地域住民の落胆
も大きなものでした。

このような状況を受け、「由良川減災対策協議
会」の中に平成30年９月に「由良川大規模内水
対策部会」が設置され、その中で流域全体での内
水対策の取り組みについて議論していきました。

本市は当該地域の中で、とりわけ内水被害の大
きかった大江町河守・公庄地区を内水対策のモデ
ル地区と位置づけ、早期効果発現を最優先に取り
組むこととし、京都府管理２河川、福知山市管理
３河川があることから、国・府・市の３者で役割
分担を行う内容で計画をとりまとめました。

特に排水施設は早期効果発現を目指すために本
市が事業主体となって施設整備を行うこととし、
本市は①支川の準用河川公手川改修・護岸嵩上げ
止水対策（陸閘等）②排水ポンプ施設約３㎥/s 
③調節池約5,000㎥を、また、国土交通省におい
ては、財政的支援や由良川本川の河道掘削、樹木
伐採を、京都府は支川の１級河川蓼原川護岸嵩上
げと、市が整備する排水ポンプ施設の財政支援を
行うこととし、その整備に取り組んでおります。

被災後１年足らずで事業に着手できたのも、総
合治水対策の経験及び国、京都府との強力な連携
体制によるものであり、国土交通省、京都府をは
じめとする関係者の方々に厚くお礼申し上げます。

今後は、少しでも早い事業効果の発現を目指し
て全力で取り組んでいきたいと考えています。

５．おわりに
本市は、北近畿地域における運輸・通信・産業

経済の拠点都市として発展してきました。
このような中、大きな災害を受けて治水対策に

取り組んできておりますが、これらが完成するこ
とで治水安全度が高まり、安全・安心な地域づく
り、まちづくりが進むものと期待しているところ
です。ただ、一方でハード整備だけでは限界があ
ることから、ソフト対策である情報発信や避難対
策などを組み合わせて取り組んでいきたいと考え、
本年度から改めて避難所の課題も含め、避難のあ
り方について検討会を設置し、検討を進めるとと
もに防災教育についての取り組みも行っていると
ころです。

今後は、これらの治水施設も活かし、親水面も
取り入れたまちづくりができればと考えており、
ふるさと福知山を未来へつなげるよう、英知を集
結して取り組んでいきたいと考えております。

本市の治水対策の先人である明智光秀が築いた
城下町、福知山市に是非、お越しください。

大
おお

 橋
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かず

 夫
お

福知山市長

写真−３　平成26年８月豪雨浸水状況写真
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高度成長期に整備されたインフラ。建設後50
年を経過し、次第に更新時期が近づいてきている。
しばしば、老朽化自体が問題視されるが、一度

整備されたインフラは年を経るにつれて劣化し、
いずれは更新する必要が生じることは当然のこと
である。十分に維持管理し、定期的に修繕し、時
期が来たら更新するというサイクルが確立してい
れば、老朽化は恐れる必要がない。
このことは民間企業のことを考えれば想像でき

るであろう。ある日突然すべての機械設備が耐用
年数を迎えて使えなくなるような企業はない。景
気にかかわらず一定の投資水準を維持し、一斉に
老朽化しないようにしているからである。
インフラ投資も同じである。都市を「100年の

計」で徐々に形成していれば老朽化は問題になら
ない。毎年一定の予算が確保されているので、老
朽化したインフラを更新できるからである。
だが、日本には当てはまらない。高度成長期の

10数年間という短期間に集中投資して、その後
急激に整備量が減少している。今後一斉に老朽化
して更新時期を迎えるが、財源は減少したままだ。
「増加する更新投資需要を、減少した公共投資予
算で賄わざるをえない」という矛盾に自らを追い
込んでいるのである。
さて、どのように対処するべきか。筆者はイン

フラを、①上下水道・エネルギー・交通等の受益
者負担型インフラ、②学校・公営住宅・庁舎等の
公共施設（建築物）、③道路・橋りょう等の土木イン
フラの３分類で考えている。

第１の受益者負担型インフラはその名の通り、
受益者負担で更新するべきである。民間企業が所
有しているエネルギー・交通等はもちろん、公営
企業会計を導入している上下水道でも維持管理費
や減価償却費は費用に算入しているが、十分料金
を徴収できるどうかは別だ。財源が足りないなら
ば、利用料引き上げは当然であろう。
第２の公共施設は統廃合が必要だ。サービスは

公共的でも公共施設である必要はない。たとえば、
生涯学習は重要な公共サービスだが、生涯学習
センターや公民館でなければならない理由はない。
学校の空き教室でも民間の社会教育施設でもファ
ミレスでも生涯学習はできる。施設は統廃合して
も機能を維持することは可能なのだ。
一方、第３の土木インフラは削減が困難だ。公

共施設とは逆に、土木インフラを利用して行われ
る活動には公共性は求められない。バス、タクシー
や救急車両しか通行できない道路は存在しない。
仮に犯罪者が逃亡のために土木インフラを利用し
てもそれ自体は犯罪ではない。つまり、どのよう
な人がどのような目的で利用しても構わない。こ
のように誰でも使えるという点にこそ土木インフ
ラの特徴がある。つまり、土木インフラは量を削
減すると直ちに公共性に影響するのである。
上記を総合して筆者が考える理想のインフラ老

朽化対策は次の通りである。
①受益者負担型インフラは料金の適正化
②�公共施設は拠点となる施設（通常は学校）以外
の施設を廃止し機能を拠点に集約する

インフラ老朽化と省インフラへの期待
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③�土木インフラはできるだけ量を減らさずにライ
フサイクルコスト（LCC）を削減する
幸いにして、土木インフラの世界ではLCC削減

の方向で技術開発や新たなサービスが進んでいる。
加速度センサーを用いた道路の路面性状点検、

橋りょう等のドローンによる点検、マイクロ波照
射による路面下の空洞検査など、従来の方法より
も格段に費用対効果の高い技術が実用化されてき
た。また、新サービスとしては包括委託が進んで
いる。道路、橋りょう、道路付帯物などを包括し
て民間企業が保全することにより、無駄な費用を
削減するとともに、日常点検の実施による予防保
全が可能になっている（東京都府中市など）。公
共施設でも同様に包括委託が進んできている（千
葉県我孫子市など）
以上の通り、現在のところ、成果は点検・診断

の領域に集中しているが、今後は土木インフラの
リスクベースマネジメント（RBM）や総量縮減
も進むだろう。
RBMは対象インフラの重要度や被害想定の深

刻度等に応じて維持管理レベルを変えるものであ
る。たとえば、道路の舗装打ち替え間隔に差をつ
ける。主要幹線道路は15〜20年に１回、生活道
路や中山間地域の道路は30〜50年に１回とする
方法である。この発想を公共施設等総合管理計画
に織り込んでいる自治体もある。仮に今後舗装を
しないと決断すれば打ち替え費はゼロになる。
RBMは道路だけでなく、橋りょう、上下水道や
公共施設にも適用可能である（例：富山市の橋梁

トリアージ）。
ネットワークインフラの総量削減は難しいが、

人が住んでいるところを結ぶのではなく、人が集
住している場所にインフラを重点整備する方法に
変えれば削減できる。コンパクトシティや集団移
転が該当する。ネットワークインフラは固定費な
ので、人口が減少するにつれて一人当たりの負担
は増えるが、集住すれば人がいない場所のインフ
ラを省くことができる。インフラの利用者にとっ
ての利便性は下がることなくむしろ向上している。
人の住まい方、暮らし方を抜本的に変える必要が
あるが、効果は絶大だ。
筆者は、本稿で取り上げたすべての対策を総称

して「省インフラ」と表現している。その名の通
り、「省エネルギー」のインフラ版だ。日本は石
油危機で高騰した原油を買うために頑張ったので
はない。高い原油を買わずに済まそうと頑張った。
その努力は「省エネルギー」として結実し、日本
経済を支える大きな柱となった。これからは「省
インフラ」の時代だ。今まで通りのインフラを目
指すのではなく、今までよりも格段に少ない量で
国土や地域を支える。そのために知恵を総動員する。
「省インフラ」は海外でも貢献できる。20世紀
に高度成長したのは日本だけではない。日本の後、
アジア、アフリカ、南米、東欧など世界各地でイン
フラ老朽化問題が本格化する。その時に「省イン
フラ」が活躍することを心から期待したい。

根
ね

 本
もと

  祐
ゆう

 二
じ

東洋大学 経済学部 総合政策学科 教授
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平成24年12月、中央自動車道笹子トンネル天井板落下事
故が発生した。

このような事故を二度と起こさないよう、国土交通省では、
平成25年を「社会資本メンテナンス元年」と位置付け、取
組みを進めてきました。

一方、政府全体の取組みとして、平成25年10月に「イン
フラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議」が設置
され、同年11月には、国民生活やあらゆる社会経済活動を
支える各種施設をインフラとして幅広く対象とし、戦略的
な維持管理・更新等の方向性を示す基本的な計画として、「イ
ンフラ長寿命化基本計画（以下「基本計画」という。）」が
とりまとめられました。

この基本計画に基づき、国土交通省が管理・所管するあ
らゆるインフラの維持管理・更新等を着実に推進するため
の中長期的な取組みの方向性を明らかにする計画として「国
土交通省インフラ長寿命化計画」が策定され、各分野にお
けるアセットマネジメントの取組みが進められているとこ
ろです。しかしながら、地方公共団体においては、小規模
な市町村を中心にインフラの維持管理に関する人員、技術、
予算が不足しており、これらの課題に対し、国からの技術
的支援の充実等により、社会生活における安全・安心を確
保する必要があります。

今号の特集では「インフラ老朽化対策の取組」について
概説するとともに、地方整備局・地方公共団体等における
アセットマネジメントなど将来にわたって必要なインフラ
の機能を発揮し続けるための取組み事例、地方公共団体に
対して支援を行った事例等について紹介します。

特集担当：関　信郎 　　　　　　　　　　　
（国土交通省 道路局 国道・技術課 企画専門官）

特集

社会資本の
戦略的維持管理
〜維持管理のアセットマネジメント〜

受講者と対面で行う出前講座（構造物の損傷状況を説明中）
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社会資本の
戦略的維持管理
〜維持管理のアセットマネジメント〜
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施策を取りまとめた「インフラ長寿命化計画（行動
計画）」を策定して、この行動計画に基づき、イン
フラの老朽化対策に係る取組を推進している。また、
2017年12月から、社会資本整備審議会・交通政策
審議会技術分科会技術部会社会資本メンテナンス戦
略小委員会（第３期）において、議論を行っている
（表−１）。
本稿では、国土交通省におけるインフラの老朽化

対策に係る取組状況について紹介する。

1．はじめに
我が国では、高度経済成長期以降に整備した社会

資本の老朽化が進んでおり、例えば、道路橋は、
15年後には建設後50年以上経過するものが６割を
超えることになる。
国土交通省では、2012年12月に発生した中央自

動車道笹子トンネルの天井板落下事故を契機に、
2013年を「社会資本メンテナンス元年」として位
置付け、2014年５月に戦略的な維持管理・更新に
関する基本的な考え方や国土交通省が取り組むべき

＊国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課 企画係長　　　　　03-5253-8111（代）

インフラの老朽化対策の取組について

吉
よし

 武
たけ

  竜
りょう

 馬
ま

＊

国土交通省では、2013年を「社会資本メンテナンス元年」と位置付け、2014年５月に戦略的な維持管理・
更新に関する基本的な考え方や国土交通省が取り組むべき施策を取りまとめた「インフラ長寿命化計画（行
動計画）」を策定して、この行動計画に基づき、インフラの老朽化対策に係る取組を推進している。本稿
では、国土交通省におけるインフラの老朽化対策に係る取組状況について紹介する。

特集　社会資本の戦略的維持管理〜維持管理のアセットマネジメント〜

平成２４年 ７月２５日 社会資本整備審議会・交通政策審議会に対し、国土交通大臣が「今後の維持管理・更新のあり方に
ついて」を諮問

７月３１日 上記を受け、技術部会の下に「社会資本メンテナンス戦略小委員会」を設置し、技術的な検討に着手

中央自動車道笹子トンネル天井板落下事故１２月 ２日

社会資本の老朽化対策会議 設置

社会資本の老朽化対策会議
○「社会資本の維持管理・更新について当面講ずべき措置」（工程表）決定

インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議
○「インフラ長寿命化基本計画」決定

社会資本の老朽化対策会議
○「国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）」決定

「今後の社会資本の維持管理・更新のあり方について」 答申

「社会資本メンテナンス戦略小委員会（第２期）」において答申の施策の具体化に向けた検討に着手

平成２５年 １月２１日

３月２１日

１１月２９日

１２月２５日

平成２６年 ４月１６日

５月２１日

「社会資本メンテナンスの確立に向けた緊急提言：民間資格の登録制度の創設について」の公表８月２２日

主要な検討４テーマ
・点検・診断に関する資格制度の確立
・維持管理を円滑に行うための体制、地方公共団体等の支援方策
・維持管理・更新に係る情報の共有化、見える化
・メンテナンス技術の国際化

１０月４日 インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議 設置

「社会資本メンテナンス情報に関わる３つのミッションとその推進方法」の公表平成２７年 ２月２７日

「市町村における持続的な社会資本メンテナンス体制の確立を目指して」の公表

社会資本整備審議会・交通政策審議会技術部会平成２９年１２月２２日

「社会資本メンテナンス戦略小委員会（第３期）」における検討に着手

平成３０年１１月３０日 「国土交通省所管分野における社会資本の将来の維持管理・更新費の推計」の公表

表−１　社会資本の老朽化対策に関するこれまでの経緯
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2．インフラの老朽化対策に係る取組状況
１）予防保全への転換

2018年11月、国土交通省は、経済財政諮問会議
のワーキングにおいて、所管する分野のインフラの
今後30年後までの維持管理・更新費の推計の結果
を示した。インフラに不具合が生じてから対策を行
う事後保全型の維持管理・更新から、不具合が生じ
る前に対策を行う予防保全型の維持管理・更新に移
行することにより、30年間の維持管理・更新費の
合計費用が約３割縮減される結果となった。
この結果からも明らかな通り、今後、事後保全か

ら予防保全へ転換させることにより費用の縮減・平
準化を図ることで、持続的・効率的なインフラメンテ
ナンスを推進することが必要である（図−１、表−２）。
２）自治体への支援に関する取組

インフラのメンテナンスにおいて、特に困難な状
況に直面しているのは、市町村である。道路・下水
道・住宅・公園などの非常に多くの施設を管理する
必要があるにもかかわらず、維持管理に関わる土木
部門の職員は減少しており、点検・補修を行う予算
も十分ではない。
このため、市町村への支援を様々な角度から行う

ことが重要である。具体的には、新技術やデータ活

用の推進等の市町村の実行力を高める取組、「道路
メンテナンス技術集団」による直轄診断等の市町村
に対する直接的支援、関係機関の連携拡大による支
援が重要であり、これらの取組を推進していく。
このうち、関係機関の連携では、道路・港湾・空

港・河川の各分野で、国・地方公共団体等の施設管
理者が一堂に会するメンテナンス会議を通じて技術
的支援、情報共有を継続していくことや、PFIや包
括的民間委託による民間活力の活用の推進を行って
いく（図−２、３、４）。

供用期間

管理水準

トータルコスト

事後保全 予防保全

図−１　事後保全と予防保全のサイクル（イメージ）

表−２　「予防保全」の推計と「事後保全」の試算との比較（長寿命化等による効率化の効果）

2018年度

〔1.2〕 〔1.2〕 〔1.3〕 〔1.3〕

5.2 5.5 ～ 6.0 5.8 ～ 6.4 6.0 ～ 6.6 5.9 ～ 6.5 176.5 ～ 194.6

〔1.6〕 〔1.6〕 〔1.9〕 〔2.4〕

5.2 7.6 ～ 8.5 7.7 ～ 8.4 8.6 ～ 9.8 10.9 ～ 12.3 254.4 ～ 284.6

- 29% 25% 32% 47% 32%

30年間　合計
（2019～2048年度)

長寿命化等による
効率化の効果
（（①-②/②））

①平成30年度推計
（予防保全を基本）

②平成30年度試算
（事後保全を基本）

5年後
（2023年度）

10年後
（2028年度）

20年後
（2038年度）

30年後
（2048年度）

凡例：〔 〕の値は2018年度に対する倍率

単位：兆円

▲ ▲ ▲ ▲ ▲
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

市町村における職員数の推移（市町村全体、土木部門）

市町村における土木部門の職員数（左軸） 市町村全体の職員数（右軸）

(人) (人)

※１：地方公共団体定員管理調査結果より国土交通省作成。

なお、一般行政部門の職員を集計の対象としている。また市町村としているが、特別区を含む。

※２：技術系職員は土木技師、建築技師として定義。H30年度の割合。

市町村全体では約１０%減少750,329人

105,187人

うち土木部門は
約１４％減少

90,788人

673,841人

※1

図−２　市町村における職員数の推移

（地方財政統計年報より国土交通省作成）
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14,000,000
市町村における土木費の推移(百万円） 11兆4973億円

6兆6338億円
（H5年度比 約58%）

6兆465億円
（H5年度比約53%）

図−３　市町村の土木費の推移
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３）新技術・データ活用に関する取組

維持管理・更新費の増大や担い手不足が懸念され
ているなかで、新技術の現場への導入による作業の
省人化・効率化を図る必要がある。
そのための取組の一つとして、インフラメンテ

ナンス国民会議（2020年１月時点：会員数1,914者）
を通じ、施設管理者のニーズと民間企業のシーズの

れぞれに保有している維持管理情報をデータベース
化していくことが必要である。そこで、国土交通省
や地方自治体が保有する維持管理に関するデータ
ベースの整備・連携方法について検討しており、モ
デル地方自治体で試行を行っているところである
（図−５、６、７、写真−１）。

自治体の課題を共有し
解決策を検討する
グループ討議

課題解決に向けた
ピッチイベントや
セミナー

自治体のニーズと
シーズ技術の

マッチングによる現場実証

インフラメンテナンス国民会議の目的

①革新的技術の発掘と社会実装
②企業等の連携促進
③地方自治体への支援
④インフラメンテナンスの理念の普及
⑤インフラメンテナンスの市民参画の推進

革新的技術

自治体支援

技術者育成

市民参画

海外市場展開

北海道

東北

関東

北陸

中部

近畿

中国

四国

九州

沖縄

公認フォーラム

連携の拡大による支援
市町村に対する直接的支援

市町村の実行力を高める取組

①新技術、データ活用の推進
・維持管理に活用できる新技術の紹介、マニュアル
の作成
・所管施設の管理に必要な情報の電子データ化、
データベース化

②契約方法の拡大
・地方公共団体の負担軽減のための業務委託、アウト
ソーシングのさらなる活用について
（包括委託、共同処理、共同発注）

・「道路メンテナンス技術集団」による直轄診断
・技術者派遣制度

・メンテナンス会議の実施
・インフラメンテナンス国民会議
・日常点検など市民参加型の施設点検の拡大
・民間活力の活用の推進（ＰＦＩ等）

③人材育成の推進
・技術マニュアル、講習会等の充実
・研修・実地講習の実施及び市町村職員の参加拡大
・維持管理に豊富な知見を有する経験者の活用促進

図−５　インフラメンテナンス国民会議の概要

図−４　地方公共団体の支援に重要な３つの観点

図−６　国土交通省所管分野に係る技術研究開発

マッチングによる新技術導入の支援等を
進めている。国民会議を通じて紹介され
た技術の社会実装数は着実に増加してい
る（2019年３月時点：６技術、71件）。
また、新技術の活用に向けて、小規模

自治体等が単独で技術導入を検討するの
は困難であるため、自治体横断的な新技
術の普及・展開を図る必要がある。そこ
で、自治体のインフラメンテナンスにお
ける新技術の普及・展開を推進するため、
2018年度から「官民研究投資拡大プロ
グラム（PRISM）」を活用し、モデルケー
スの実施を通じて、新技術導入に資する
手引きを作成することとしている。
インフラメンテナンスサイクルにおけ

る新技術の活用により、計測・点検・補
修等の膨大なデータが得られるようにな
る。これらの情報を利活用することは重
要であり、そのためには、各管理者がそ
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4．おわりに
本稿では、国土交通省におけるインフラの老朽化

対策に係る取組状況について紹介した。
本稿で紹介した取組以外に、今後、インフラメン

テナンスに対する理解や社会全体で取り組む機運を
高め、国民一人一人がインフラメンテナンスを身近
なもの、自らのものとして、認識する社会の実現を
目指したいと考えている。

3．社会資本メンテナンス戦略小委員会
社会資本メンテナンス戦略小委員会では、2013

年を「社会資本メンテナンス元年」と位置付け第１
期、第２期を通じて、様々な取組を進めてきたとこ
ろであり、第３期では引き続き、施策の進捗状況や
市町村の動向等を把握して、これまでの取組のレ
ビューを行うとともに今後の取組の方向性について
検討を行っている。
小委員会は６回開催されており（2020年１月現

在）、今後、以下の３つの課題について、既存の枠
組みの活用やWGを設置等して検討を行うことと
なっている。
１）自治体支援への新技術導入支援
２）民間活力活用、包括民間委託
３）外部人材による支援

＜参考文献＞
　社会資本メンテナンス戦略小委員会HP
　http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s201_
menntenannsu01.html

実施事項インフラメンテナンス新技術・体制等導入推進委員会

既存の枠組
を活用

インフラメンテナンス国民会議

ニーズの強い課題を中心
に先端的な技術を募集

インフラメンテナンス国民会議における既存の取組（自
然発生的なマッチング）に対して、ニーズ・シーズのマッチ
ングのコーディネート、現場試行、自治体内部の合意形成
支援などを加えることで、自治体の新技術導入を加速化

PRISM実施期間の５か年（H30～H34）でモデルケースによる検討を
３サイクル実施予定。

共通の課題
（テーマ）

自治体Ａ

自治体Ｂ

自治体Ｃ

・

・

・

モデル自治体

課題に対応
したシーズを
有する企業

企業Ａ

企業Ｂ

企業Ｃ

・

・

・

民間企業

コーディ ネータ

インフラメンテナンス
国民会議

ニーズとシーズのマッチングをコーディネート
新技術とのマッチング・自治体内部説明策の検討など、新技術導入を支援

インフラメンテナンス新技術・体制等導入推進委員会

• モデルケースにおけるニーズとシーズのマッチングに向けた
コーディネート等における助言等

• 地方自治体における新技術の導入を推進する仕組み等の
検討に当たっての助言等

《委員》 ◎：委員長
◎ 岩波 光保 東京工業大学 環境社会理工学院 教授

植野 芳彦 富山市 建設技術統括監
木村 嘉富 国土技術政策総合研究所 道路構造物研究部 部長
吉田 典明 インフラメンテナンス国民会議 実行委員 企画部会幹事

写真−１　現場ニーズと技術のマッチング等による革新的技術の社会実装の事例

図−７　官民研究投資拡大プログラム (PRISM)

（東京都品川区）

・道路の凹凸情報の解析技術
→自動車にスマートフォンを搭載し、走行して収集した
加速度情報から解析。

（福島県郡山市）

・道路のひび割れ情報の解析技術
→自動車に市販ビデオカメラを搭載し、走行して収集した映像

から解析。

スマートフォン搭載
のイメージ

ひび割れの自動検出のイメージ
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住民をはじめ、訪問する観光客が安全・安心に道
路を利用できるように、法定点検が義務化された
2014年以降、道路構造物について近接目視により定
期点検を行ってきた。2018年度で１巡目点検が完了
したが、管内の国・県・３市１村では3,238橋もの道
路橋を管理しており、積雪により冬季の点検ができ
ない中、“ひと”による近接目視のために多大な労力
を必要とした。また、点検時の通行規制は、渋滞や
事故発生のリスクが高まるなど社会的影響も大きい。
国土交通省では“ロボット”を活用した効率的な点

検を促進するため、2019年２月に「新技術利用の
ガイドライン（案）」と「点検支援技術性能カタロ
グ（案）」を通知している。しかし、実際にロボッ
ト技術を活用した点検事例は少なく、社会実装が
進んでいない現状がある。
当事務所は、２巡目の定期点検に突入した今年度

より、橋梁点検にロボット技術を導入している。本
稿では、ロボット技術を活用した点検事例と、その
技術を周知するための取り組み事例を紹介する。

2．ロボット技術の活用事例と効果について
国の機関である当事務所がロボット技術を積極的

に活用することで、地方公共団体での活用もけん引
できればと考え、中央コンサルタンツ株式会社が受
注した「平成31年度高山国道管内橋梁点検設計業
務」において、以下の３技術を採用し活用した。

1．はじめに
当事務所が管轄する岐阜県北部の飛騨地方は、豪

雪地帯・特別豪雪地帯を多く抱え、中部地方でも有
数の多雪地域である。また、世界遺産である白川郷
や飛騨の小京都と呼ばれる高山市の古い町並み、映
画『君の名は。』の舞台となった飛騨古川などの観
光地があり、国内外から多くの観光客が訪れる。

＊国土交通省 中部地方整備局 高山国道事務所 管理第二課 専門官　　　　　0577-36-3824

ロボット技術を取り入れた
新しいメンテナンスに向けた取り組み
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定期点検要領の改訂により、新技術を活用した橋梁点検が可能となった。従来“ひと”が行っていた点
検作業を“ロボット”が支援することで、技術者不足の解消、安全性の向上などメンテナンスの合理化が
期待できる。一方、ロボット技術の高度化が進んでいるものの社会実装が進んでいない現状がある。本稿
では、ロボット技術の橋梁点検への導入事例とその技術を広く知ってもらうための取り組みを紹介する。

特集　社会資本の戦略的維持管理〜維持管理のアセットマネジメント〜

冬季の積雪状況 観光地の渋滞状況

特別豪雪地帯

豪雪地帯

管内全域が「積雪寒冷特別地域」

岐阜県

-飛騨地方-

・高山市

・飛騨市
・下呂市

・白川村

飛騨古川

白川郷

高山市

図－１　高山国道事務所管内状況図

写真－１　飛騨地域の道路状況
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１）可変ピッチ機構付ドローン

耐風性が高い可変ピッチ機構を備えたドローンを
用いて点検を行い、撮影画像から損傷を検出した。
飛行航路をプログラム登録し自動飛行させることで、
橋梁下部工に発生している0.1㎜のひび割れを検出
できるほど、安定した写真撮影が可能であった。
対象橋梁は橋脚高が30m程度と高く、従来は橋

面上からの橋梁点検車による点検が必要であったが、
自動車専用道路のため通行規制や点検時期・時間に
制約を受けていた。ドローンの採用で路下からの点
検が可能となり、これらの制約も受けず、また高所
での点検作業の省力化や安全性の向上に繋がった。

２）橋梁点検支援ロボット

橋面上に設置したマシーンより桁下にアームを挿
入し、遠隔操作により撮影された４K画像を通して
点検を行った。画像撮影の他、機器を併用すること
で、ひび割れ幅の計測や打音検査による浮きの検出
など、定量的に損傷を把握することが可能であった。
従来は車道の通行規制を行った上で、費用が高い

大型の橋梁点検車により点検する必要があったが、
歩道上で点検作業が可能となり、社会的影響の軽減
および安全性の向上、コスト縮減に繋がった。

３）赤外線トータルサポートシステム

コンクリート構造物の剥離や浮きを、赤外線法に
より遠望非接触にて検出した。
対象橋梁は桁下に交差点があり、従来の高所作業

車による打音検査では、大規模な通行規制を伴う事
象が多かった。本技術は歩道上からの作業が可能で
あり、通行規制に伴う社会的影響の軽減に繋がった。

3．普及・広報活動について
１）地方公共団体職員を対象とした現場講習会

当事務所では、飛騨地域の地方公共団体職員の
メンテナンス技術力向上を目的とした講習会を、法
定点検が義務化された2014年以降、毎年開催して
いる。過去の講習会でアンケート調査を行った結果、
管理施設の多さ、人材不足を維持管理上の課題とし
て捉える声が多く挙がっていた。
これらの課題を解決する一助として、本年度の講

習会ではロボット技術を導入した点検を実演するこ
ととした。定期点検業務の中での「新技術利用のガ
イドライン（案）」に基づく技術活用のプロセスや、
有効活用できる場面、活用時の留意事項などについ
て周知し、地方公共団体職員のロボット技術に対す
る理解や活用を促すきっかけになったと考える。

各翼独立制御技術により
安定したフライトが可能

操縦状況

(現場講習会時)

コンクリート表面の温度差を

自動解析し、損傷を検出

写真－２　可変ピッチ機構付ドローンによる点検状況

写真－４　赤外線トータルサポートシステムによる点検状況

写真－３　橋梁点検支援ロボットによる点検状況 写真－５　飛騨地域の地方公共団体職員を対象とした講習会

座学の様子
（グループ形式で意見交換）

現場講習会
（ロボット技術の実演）ひび割れ幅計測状況

高精細なライブ映像にて

損傷状況を確認



14 月刊建設20−02

4．今後の課題
本年度活用した技術は、どれも通行規制が必要な

く社会的影響を軽減する効果があった。しかし、撮
影写真等の膨大なデータ処理や解析に労力を費やし、
省力化の面では課題が残ると考える。現在、ICT導
入に伴うインフラメンテナンス技術の進歩は目覚ま
しいため、例えば人工知能（AI）による損傷解析
の自動化など、今の技術の課題を繰り返し改善し、
活用の場が増えることを期待したい。
現場講習会時の地方公共団体職員へのアンケート

結果（図－２）では、作業の効率化・省力化への期
待からロボット技術を活用したいとの好意的な意見
が多く挙がったが、現時点では活用できる範囲が不
明瞭で活用を躊躇している実情もある。今後は事例
を増やし、効果的に活用できる場面の具体化や、積
算基準を定めるなどしてロボット技術活用の敷居を
低くし、普及〜コスト縮減のサイクルを築き上げて
いくことが重要であると考える。

5．おわりに
ロボットによる点検支援技術の進歩は目覚ましく、

撮影した画像の鮮明さや、0.1㎜のひび割れを検出
する精度の高さに将来性を感じている。しかし、“ロ
ボット”を扱うのは“ひと”であり、技術を活かすこ
とができるかも“ひと”次第である。
ロボット技術の向上のみならず、それらを社会実

装させていくための体制作りに、これからも力を入
れていきたいと考えている。

２）将来の技術者の育成

飛騨地域では2014年より地元の飛騨高山高校と
ME※が連携し、メンテナンスに関する課題研究（学
校周辺の橋梁点検など）に取り組んでおり、当事務
所においても2018年度より協働参加している。
取り組みの一環として橋梁点検の実務体験などを

実施しているが、とくにロボット技術を活用した点
検事例の紹介に興味を持つ学生が多い。また、同校
のオープンキャンパスにも参画し、ドローンの飛行
体験などを行っている。これらの活動を通じ、ロボッ
ト技術に興味・関心を持ってもらい、飛騨地域の将
来を担う技術者になってもらえればと考えている。

３）地域住民への周知

ロボット技術による点検事例や講習会の他、日々
の点検の様子などについて、メディア（テレビ・新
聞）やSNS（Twitter）を通じて情報発信している。
地域住民のインフラメンテナンスへの関わりを深め、
ロボット技術への興味や理解度の向上、イメージ
アップに繋がる事を期待している。

【用語解説】
※ME……�既存のインフラ施設に対して適切な診断と処置を行うことができる「社会基盤メンテナンスエキスパート

（MaintenanceExpert：ME）」。岐阜県では、岐阜大学や建設業関連団体と連携し、道路等の点検や補修などのメン
テナンスに関する高度な技術を有する人材を育成する目的で、平成20年度からＭＥの養成を進めている。

ドローン

写真－６　オープンキャンパス（ドローン飛行体験）

図－２　飛騨地域の地方公共団体職員へのアンケート結果

写真－７　広報事例（新聞・SNS）
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ける実績を踏まえて、今後の展開に資するいくつか
の取組みを紹介する。

2．直営点検の実績と今後
１）長崎県三者合同点検

長崎県は約2,100橋を管理し、そのうち約1,600
橋の通常点検を直営とし、県技術職員、同OB及び
認定者からなる「三者合同点検」を2012年度から
実施している。点検内容は毎年300〜400の道路橋
点検と道路防災（道路斜面）・トンネル点検で、さ
らに2014年度から県重点維持管理橋梁（30橋、特
殊橋梁等）点検に特定道守以上が参加している（写
真−２）。点検に先立って毎年、事前点検研修会を
２日間開催している。
県は三者合同点検を技術伝承による技術力の向上、

人材不足の解消、コスト縮減に大いに貢献している
と評価している。ボランティアとして参加している
認定者も三者合同点検への参加を有意義と評価して
いる。その主な理由は研修会への参加で最新の点検

1．はじめに
長崎県では全国に先駆けて維持管理に関する社会

人の専門人材を養成する「道守養成講座」を2008
年度に開始した（写真−１）。（公財）長崎大学イン
フラ長寿命化センターが長崎県、長崎県建設技術研
究センター、県内の建設業・建設コンサルタント業
の協会と連携して道守養成ユニットを設置し、地域
のニーズを踏まえた産官学の連携でこのシステムを
自立運営できるレベルに成熟させてきた。開始時は
インフラ構造物の維持管理の人材ニーズが少ない状
況で「道守認定者」（以下、認定者という。道守補、
特定道守、道守の資格保有者）の活動はボランティ
アの活動が主であったが、2012年の笹子トンネル
天井板の崩落事故の後に先見性があった道守養成講
座に即戦力となる技術者養成のニーズが高まった。
2014年度に国土交通省の民間資格に登録され、道
守活用の検討が開始されるとともに、認定者の会「道
守養成ユニットの会」が2017年度に結成された。
ここでは、これまでの道守制度に関する長崎にお

＊　長崎大学大学院 工学研究科 インフラ長寿命化センター 特任研究員　　　　　095-819-2880
＊＊長崎大学大学院 工学研究科 インフラ長寿命化センター 教授、＊＊＊長崎県 土木部 道路維持課 課長、＊＊＊＊道守養成ユニットの会 会長

長崎県における道守制度を活用した道路の維持管理
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長崎県では道路インフラの維持管理に関する社会人の専門人材である道守認定者が産官学の各機関に一
定数在籍するようになり、ボランティアや専門技術者として組織的な活動ができる体制を整えつつある。
本稿では、自治体における道守の活用の実績とこれからの活用の検討及び認定者会「道守養成ユニットの
会」の組織としての活動を紹介する。

特集　社会資本の戦略的維持管理〜維持管理のアセットマネジメント〜

トンネルの点検
写真−１　トンネル診断のプロジェクト演習

診断のワークショップ 西海橋アーチ基部の点検
写真−２　長崎県三者合同点検

平戸大橋主塔の点検
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技術の情報取得による点検の質の向上、橋梁・トン
ネル・道路斜面の点検フィールドの活用による実務
経験の蓄積、産官の技術交流、技術の継承とモチベー
ションの向上等である。この取組みのノウハウは今
後の市町の直営点検、補修・補強対策に活用される
ことが期待される。
２）長崎市の２巡目の橋梁点検

長崎市は１巡目の橋梁点検については初期状態を
把握するためにコンサルタントに発注したが、２巡
目については職員の技術力が不足している中で効率
的な点検方法を模索している。市は小規模橋梁の点
検・補修の効率化及び対策の迅速化を図るために、
長崎大学との共同研究により認定者との連携による
点検を行うことで、市職員のスキルアップと対策の
迅速化に向けた取組みを2019年度に試行した（写
真−３）。初年度は認定者との共同点検を12月３日、
４日の両日に実施し、共同点検により職員の意識が
高まるとともに、この業務の重要性を改めて認識した。
市は道路の維持管理を行う現場職員を配置してお

り、その職員の点検・診断レベルアップを図り、簡
易な修繕については、現場職員が対応できないかの
検討を行う予定でいる。九州では玉名市が先進的な
直営補修をしており、長崎地区では認定者の技術力
とネットワークが役立つことが期待される。

3．道路異常通報システムの活用
１）道路異常通報システムの構築

長崎大学は県内の全道路管理者と「道路異常通報
システム」を構築し、認定者による道路異常通報を
2010年度より実施している。この通報システムは
専門的な知識をもった県内各地に居住する認定者が、
散歩、通勤中等に異常（ポットホール、ガードレー
ルの破損、照明柱の腐食、側溝の蓋の破損等）を発
見した場合に発生位置、内容等を道守シートに記載

してセンターに通報すると、センターから連絡を受
けた道路管理者が、対応した内容を記載した対応
シートをセンターに送付し、これを通報者に転送する
システムである（図−１）。道路管理者は大学との
協働による認定者からの質が高い通報が道路の安
全・安心と予防保全に役立っていると評価している。

２）長崎市の活用

長崎市は認定者の通報実績を踏まえて2017年度
に「道路異常個所通報システム」を構築し、様々な
場所で業務を行っている職員が危険個所を発見次第
スマホで通報し、道路等の維持管理を担当する現場
事務所職員がその通報内容をタブレットで確認し、
緊急度を判断したうえで、必要であれば現場から危
険個所にかけつけ対応する体制を整備した。このシ
ステムの利用で職員が現場に向かう時間が短くなり、
かつ現場事務所に戻る手間がなくなり事務の効率化
を図れるとともに、対応後の状況を全ての職員がパ
ソコンやスマホ上で確認できるメリットがある。

4．長崎県建設技術研究センターにおける認
定者の活用
県内市町の橋梁点検の委託を受けている（公財）

長崎県建設技術研究センターは点検を受託したコン
サルタントが道路橋定期点検要領に基づいて診断し
た判定区分の適正化と統一化を図ることを目的とし
て、センター内に「橋梁定期点検結果健全度評価委
員会」を設置している。委員会では提出された損傷
写真や所見を確認し、点検要領や構成員の知見に基
づき判定区分を証査している。同委員会の構成員は
建設技術課長、橋梁定期点検業務の管理技術者及び

写真−３　長崎市の小規模橋梁の道守と市職員の共同点検

図−１　道路異常通報システムの概要

道守シートとは？

→道路構造物の異常を発見した際に記載するシート

国、県、市、町の道路管理者

道守認定者

長崎大学大学院工学研究科
インフラ長寿命化センター

道守シート

道守シート 対応シート

対応シート

早期発見・対応による
維持管理費用の縮減
安全・安心の向上

通報事例

対応事例
（補修完了）

道守異常通報システムの説明
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守活用検討部会」を設置した（図−２）。目的は産
官学が連携して公共インフラ維持管理人材の育成・
資格の活用及び新技術導入・普及を検討することで
ある。国土交通省の民間資格に準じた県内での技術
者としての活用が議論され、県及び市町の橋梁点検
業務の制限付き一般競争入札の参加条件や県独自の
取組みとして県総合評価（工事）に関する配置予定
技術者の能力の評価に道守資格が導入された。実積
によればコンサルタント業は道守資格で橋梁・トン
ネルの点検業務を受注している。建設業（施工業）
では維持管理を考慮した工事の技術提案はできてい
るが、施工の資格でないため受注に結び付いていな
い。施工について認定者の活用をどのようにするか
が課題となっており、地域限定のオプションによる
活用等が議論されている。

7．おわりに
「道守養成ユニットの会」の結成により、関連機
関と認定者の連携による各種の維持管理の取組みが
開始され、戦略的な維持管理に向けて具体的な議論
ができる体制が整った。長崎県の道守制度を地域に
とって不可欠な存在として定着させる段階となった。
県の方向性を定める「長崎県総合計画チャレンジ

2020」及び「長崎県国土強靭化地域計画」にイン
フラの老朽化対策や長寿命化対策は重点事項として
位置付けられ、道守制度の活用が明記されている。
次期の県総合計画にもインフラの戦略的な維持管理
を推進する上で道守制度の活用を掲げ、点検だけで
なく、診断、補修工法の選定等の認定者の更なる活
用を検討している。

技術士もしくは国土交通省の民間資格の診断業務に
登録されている資格を有する職員としている。この
委員会にセンターに所属する認定者11人が参画し
ている。自治体所属の認定者が活躍できる分野とし
て期待される。

5．道守養成ユニットの会の活動
認定者数は2019年４月で379人に達している。

現場見学会、技術講習会、特別講演会の開催等によ
る認定者のスキルアップ、ネットワーク形成と活用
等の組織的な活動のために、認定者の会「道守養成
ユニットの会」が2017年度に結成された。県には
島嶼部が多く、長崎市での活動に参加しにくいこと
から、県内を８地域に分けて地域部会の設置によっ
て地域ごとに認定者が集まり、最寄りの自治体等と
連携して、道路異常点検と道路清掃からなる道路見
守り活動、自主点検実習（写真−４）、研修会等が
実施されている。産官の異業種の認定者が会に所属
しているため、点検・設計を担当するコンサルタン
ト業認定者と補修工事を行う施工業認定者との連携、
点検や補修に関する管理者との連携が可能になった。
組織的体制が整ったことにより、岐阜大学、愛媛大
学、山口大学ME等との連携、大学との共同研究、
新技術の社会実装、広報活動、成果報告会に取り組ん
でいる。会の自立運営のための収入を伴う活動や道
守養成講座の継続のための支援活動も視野に入れて
おり、その一環として認定者が養成講座の演習、実
習、講義を担当し、次の世代の道守を養成している。

6．認定者の技術者としての活用の検討
国土交通省が2014年度に認定者を民間資格に登

録したことを受け、長崎県建設産業団体連合会が設
置した産官学連携建設業人材確保育成協議会（2015
年１月開催）に、認定者の活用を検討するWG「道

佐世保市による橋梁説明
写真−４　佐世保市の協力を得た自主橋梁点検実習

高所作業車を利用した点検

長崎県産学官連携建設業人材確保育成協議会において、

「道守活用検討部会」を設けて、活用を検討中(2015年度～)

項 目 インフラ長寿命化センター 公共機関 建設業

アウトプット 公共サービス（安全、快適、負担の低減）の向上

方向性

インフラ長寿命化への貢献 公共インフラの適正な維持管理
システムの構築

地域建設業の仕事の量質の確保

道守活用の確立
道守制度システムの向上
SIPインフラ等新技術の研究・地域
実装支援

維持管理体制の充実
維持管理システムの向上

地域建設業への複数年一括発注
県内建設業が施工可能な工法の
導入と普及

検討事項

道守民間資格の活用方法の確立（入札契約制度等）
道守認定制度のバージョンアップと費用負担
SIPインフラ等新技術の地域実装
県内建設業が施工可能な維持管理修繕工法の導入・普及
情報共有システムの一元化

道守制度の普及
（コンソーシアム）

多様な体制と連携（NPOほか） 地域ごとの維持管理体制の構築

検討部会委員：長崎県、国土交通省、長崎市、長崎県建設技術研究センター(NERC)、長崎県建設業協会、

長崎県測量設計コンサルタンツ協会、道守養成ユニットの会、長崎大学等

道守活用検討部会のアウトプットの方向性

図−２　道守活用検討部会の検討項目
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ムが有する機能への障害や、堆砂に起因する浸水な
ど貯水池上流への影響も懸念される。そして、現時
点ではダム管理上支障が無くとも、堆砂が計画を上
回る速度で進行しているダムでは早期に対策を講じ
なければ、今後、適切な貯水池運用に支障をきたす
可能性もあり、ダムを長期にわたり有効に利活用し
ていくためには適切に維持管理を行う必要がある。

2．ダム貯水池堆砂対策
ダムは大規模な河川横断工作物であり、ダムに土

砂が堆積することは避けられないことから、堆砂容
量として、原則、100年間で堆積すると見込まれる
容量を確保している。また土砂が洪水調節容量の部
分にも堆積することがあることも考慮して、洪水調
節容量には、一般的に、２割程度の余裕を見込んで
いる。そのため貯水池内に堆積又は流入する土砂に
ついては、ダムの有する洪水調節機能に支障が生じ
ないように、土砂の排除等を行うこととしている。

貯水池の維持管理対策は、堆砂の進行に対する貯
水池容量や取水・放流機能の保持、富栄養化・濁水
長期化等の軽減、洪水時に流入する流木・塵芥等の
流下の防止、貯水池の適正な利用、貯水池及びその
周辺の良好な環境の保全等を目的として行うもので
あるが、特に堆砂対策は、貯水容量や取水・放流機
能の保持等を目的として行う。

1．はじめに
ダムは、治水・利水などの機能を有する重要な社

会資本であり、ダムの安全性及び機能を長期にわた
り保持することが求められる。

戦後から高度経済成長期を経て現在まで数多くの
ダムが建設され、国土交通省が所管する河川管理施
設のダムは、建設後、既に50年以上を経過したダ
ムが約２割あり、20年後には、50年経過するダム
が約５割に増加する。そのため、設備の維持・修繕
等の適切な維持管理に努めていく必要がある。

ダムの堤体や機械・電気設備については、日常管
理における巡視・点検を行うとともに、点検結果等
を踏まえ、ダム施設の効率的な維持・修繕等を図る
など、ダムの効果的・効率的な維持管理に努めてき
たところであるが、ダムは高い安全性が要求される
とともに、全面的な改修が困難な施設であることか
ら、ダムの維持管理をより効果的・効率的に行い、
長寿命化を図りつつ、ダムの安全性及び機能を長期
にわたり保持することが重要である。

一方で、ダムの堆砂容量は有限であり、堆砂容量
を超えて堆砂が進行することによる洪水調節や利水
補給といったダムが有する機能への支障が懸念され
ている。

堆砂量が堆砂容量以下であっても、貯水池内の堆
砂の縦断・平面形状においては、ダムごとに局所的
に堆砂する場所が異なり、堆砂の場所によってはダ

＊国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 流水管理室 係長　　　　　03-5253-8449

ダム貯水池土砂管理について

鶴
つる

 岡
おか

  寛
ひろ
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＊

平成30年７月豪雨、令和元年台風第19号では、甚大かつ長時間にわたる豪雨により、洪水調節容量を使
い切る見込みとなり、複数のダムで流入量と同程度の放流量とする異常洪水時防災操作に移行した。今後、
気候変動の影響等による異常豪雨の頻発化が懸念される中、洪水調節機能を確実に発揮させるため、管理
開始当初から土砂対策を推進する必要がある。本稿では、土砂管理の手引き（案）や事例等を紹介する。

特集　社会資本の戦略的維持管理〜維持管理のアセットマネジメント〜
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堆砂対策は貯水池流入土砂の軽減対策、貯水池流
入土砂の通過対策及び貯水池堆砂の排除対策に大別
されるが、必要に応じて、下流河川への土砂還元に
努めることも重要である。

3．ダム貯水池土砂管理の手引き（案）
今後の貯水池の土砂管理をより効果的・効率的に

推進する観点から、貯水池の土砂管理のための調査
や堆砂対策の実施判断等についてとりまとめられた
「ダム貯水池土砂管理の手引き（案）」（以下「手引
き（案）」という。）を平成30年に作成した。

本手引き（案）は、将来にわたり貯水池の機能が
確実に発揮できるよう、ダム管理者自らが堆砂状況
を踏まえて適切な貯水池土砂管理を実現することを
目的としており、「貯水池土砂管理のための調査・
観測」、「堆砂対策の実施判断」、「記録の整理・蓄積」
について、基本的な考え方を示すとともに、堆砂対
策については、より早期に対策を検討・実施するこ

とが望ましいため、アセットマネジメントの適用に
ついても、手引き（案）に記載している（図−２）。

4．アセットマネジメントの適用
堆砂対策により排除すべき土砂量は、時間経過に

伴い増大するおそれがあり、これらを限られた期間
で処理しようとすると、技術的難度、コスト、堆砂
排除に伴う運用停止期間及び大量の土砂の排出・輸
送・処分するための環境負荷が増大することが想定
される。

そのため、一度に排除する土砂量をある程度に抑
えて堆砂対策の実現性を維持し、適切な土砂管理を
行うために、早期の堆砂対策着手が望ましい。

今後、更なる長期にわたるダム機能の効果的・効
率的な活用のため、アセットメネジメントを採用し
ていく必要があると考える（図−３）。

図−１　主な堆砂対策

図−２　ダム貯水池土砂管理の手引き（案）の構成 図−３　アセットマネジメントの概念図

写真−１　天竜川水系美和ダム 土砂バイパストンネル
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6．おわりに
ダム堤体は、半永久的に健全性が期待できる一方

で、堆砂容量は有限であり、既設ダムを半永久的に
活用することができる方策の検討が重要である。

そこで、国土交通省では、既存ダムを有効に活用
するダム再生の取組みを一層推進するための方策と
して、「ダム再生ビジョン」を平成29年６月に策定
した。ダム再生ビジョンの方策の一つに「ダムの長
寿命化」があり、既設ダムの機能を長期的に有効活
用していくためには、効果的・効率的な堆砂対策を
推進することが重要とされている（図−４）。

国土交通省が所管するダムについて、堆砂容量は
原則100年間で堆積すると見込まれている堆砂量か
ら定めているものの、記録的な豪雨等により大量の
土砂が流入し堆砂量が増えるなど、計画堆砂量を超
過するダムも存在する。

堆砂対策の実施に際して、調査、シミュレーション、
試験施工や関係者調整等により長時間を要すること
を考慮するとともに、アセットマネジメントの適用
も踏まえ、より効果的・効率的に対策を講じること
が重要である。

5．布目ダムにおける堆砂対策事例
布目ダムは、淀川水系布目川に位置し、洪水調節、

流水の正常な機能の維持、水道用水を目的とする多
目的ダムとして、平成４年から管理移行されたダム
である。

布目ダムでは、貯水池への流入土砂を抑制すると
ともに堆砂除去を適宜行うことにより貯水池の容量
保全を図ることを目的の一つとして、副ダムが設置
されている。この副ダム上流において、クラムシェ
ルとバックホウを併用した堆砂除去や、ポンプ船に
よる堆砂除去を実施するなど（写真−２）、管理開
始当初から堆砂対策を実施してきた。

また、近年では、新技術を活用した取組みとして、
水陸両用のバックホウ及びクローラダンプ（写真−
３）を使用した浚渫を実施し、陸上からでは掘削で
きない箇所についても対策を行っている。

平成30年度時点では、堆砂対策を行わなかった
場合に比べ、約15万㎥ほど累計堆砂量を削減して
いる。

写真−２　 クラムシェル・バックホウ（上側）
　　　　　ポンプ船（下側）による堆砂除去

図−４　ダム再生ビジョンの概要

写真−３　水陸両用のバックホウ及びクローラダンプ

（４）高機能化のための施設改良

（３）施設能力の最大発揮のための柔軟で信
頼性のある運用

（２）維持管理における効率化・高度化

（７）河川環境の保全と再生

（５）気候変動への適応（１）ダムの長寿命化

（８）ダムを活用した地域振興

（９）ダム再生技術の海外展開

（１０）ダム再生を推進するための技術の
開発・導入

（６）水力発電の積極的導入

ダム再生の発展・加速に向けた方策
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2．富士市における下水道インフラの予防保
全型維持管理移行への背景
富士市下水道事業は、平成30年度末において、

累積管路延長約891㎞、処理場２箇所（処理能力
55,800㎥/日、50,750㎥/日）、下水道処理人口普
及率は76.6%と整備を進めてきている。一方、下水
道施設の老朽化について、布設後30年を経過して
いる管路施設は、平成30年度末で約210㎞（約
24%）、10年後には約528㎞（約59%）と著しく増
加することが見込まれている。これは、高度経済成
長以後、急激に管路の面的整備を進めてきたためで
ある。今後は、老朽化施設の増加による機能停止や
突発的な事故の増加、これらに伴う補修費の増大に
より、下水道財政を逼迫させる大きな原因となるこ
とが想定される。また、近年の人口減少、節水型機
器の普及による使用料収入の減少により、下水道財
政はより厳しい時代に移行することが予想される。

このような状況のなか、持続的な下水道経営を実
施していくために、管路施設におけるストックマネ
ジメントを構築することにより、これまでの事後保
全型維持管理から予防保全型維持管理への移行を目
指している。

3．下水道維持管理における『官民連携の活用』
と『管路施設の選択と集中』
富士市では、平成16年度より処理場運転管理に

1．はじめに
富士市は、静岡県の東部、富士山の南麓に位置し、

東名および新東名高速道路、東海道新幹線が通る東
西の交通の要衝として、また、富士山の豊かな湧水
を使った製紙業を中心に、化学製品、自動車関係等々、
様々な産業の町として発展してきた（面積：約245
㎢　人口：約25万人）（写真−１）。

下水道事業は、昭和33年に管渠の認可を得て事
業着手し、昭和39年には処理場を供用開始した。
平成27年８月から５年の委託期間で、「富士市終末
処理場管理運転等業務委託（包括的民間委託）」を
実施している。この委託では、従前の処理場の維持
管理に加え、管路施設を新たな対象施設として追加
し、下水道施設全体の維持管理の効率化を目指して
いる。

＊富士市 上下水道部 下水道施設維持課 統括主幹　　　　　0545-51-0123（代）

官民連携による下水道ストックマネジメント
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今後、急激に下水道施設の老朽化が進む中、下水道管理者である自治体は、限られた予算及び職員で、
維持管理を計画的に行い、施設の保全及び機能の確保、事故等の防止を目的とした予防保全型維持管理へ
の移行が求められている。本稿では、官民連携を活用した管路施設における予防保全型維持管理移行への
取組みについて紹介する。

特集　社会資本の戦略的維持管理〜維持管理のアセットマネジメント〜

写真−１　富士市全景
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官民連携である包括的民間委託を導入している。こ
れは市側の組織体制の補完による市職員の業務量の
減量化・効率化を推進するもので、民間事業者の創
意工夫による業務の高度化も併せて期待し導入して
いる。現在の第４期からは、これまでの処理場運転
管理に加え、予防保全型維持管理への移行準備にも
民間のノウハウを活用した。具体的には、富士市は
管路施設の巡視点検を新たに委託業務として追加し、
受託者である民間事業者は管口カメラ、タブレット
などのICTツールの活用を提案して、早期の管路施
設維持管理データベースの構築を行った。また、こ
のデータベースによる管路施設の維持管理情報をも
とに、PDCAサイクルによるストックマネジメン
トのレベルアップを踏まえた、維持管理業務の全体
最適化に向けた取組みを民間事業者と共同で行って
いる。

なお、上記の巡視点検の委託業務仕様では、全管
路施設を被害規模と発生確率からのリスク評価をす
ることによって４段階に施設優先度を分類した。各
施設優先度の巡視基準は、「Ⅰ」が３年に１回、「Ⅱ」
が５年に１回、「Ⅲ」が10年に１回、「Ⅳ」が20年
に１回とリスク評価が高い施設ほど短く設定してお
り、委託期間中の対象管路延長を約520㎞に絞り込
む選択と集中を取り入れた（図−１）。また、各年
度の点検箇所については、民間事業者の提案で布設
年代やエリアを満遍なく抽出している。これにより、
富士市における管路施設における全体的特性を早期
に把握することができた。

4．ストックマネジメント構築に向けたハザー
ドマップの活用
平成30度末までの約４年間で、人孔数12,749箇

所、路線延長408㎞の巡視点検を実施している。そ
の結果、多くのマンホールにおいて管路施設に腐食、
目地ずれ、浸入水、油分固結等の異常を確認した。
これら各データを管路施工年度と評価割合（５段階
評価：評価Aが最も悪い）の関係により経年劣化と
の相関を分析した結果、施工年度が古くなるに従い
異常評価が多くなる経年劣化点検項目（マンホール
内腐食※１等）（図−２）と、そうならない突発的損
傷点検項目（管路内目地ずれ※２等）（図−３）が存
在することが分かってきた。経年的に劣化が進行す
る区域を『経年劣化区域』、そうでない区域を『一
般管理区域』と定義し、500m×500mのメッシュ
範囲に分割して点検項目別にハザードマップ（点検
異常割合５段階評価）を作成した（図−４）。
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図−１　リスク評価
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図−２　管路施工年度と評価割合（マンホール内 腐食）

図−３　管路施工年度と評価割合（管路内 目地ずれ）
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5．おわりに〜市職員の生産性向上と更なる
運営効率化を目指して〜
巡視点検実施量の増加に伴い、管路の詰まり、マン

ホール蓋のガタツキなどの苦情件数も包括的民間委
託実施（平成27年８月）前と比較し、約３割減少
している。これは異常箇所への迅速な対応によるも
のと考えている。苦情件数の削減は市民サービスの
向上のほか市職員の基幹業務への傾注が可能になり、
生産性の向上に繋がっている。

また、令和２年度からの次期委託に向けて、業務
の拡大化を検討している。具体的にはストックマネ
ジメント計画に基づく管路改築事業の一部の組込み
である。これにより点検調査、計画見直し、改築と
いった一連のプロセスを官民連携にて実施すること
で、より実効性が高まり更なる事業運営が効率化で
きると考えている。

さらには、処理場においても電気・計装設備の適
切な状態把握ができず長寿命化によるコスト縮減が
できないことに課題を抱えていた。このため、電力
会社の設備維持管理技術を活用し課題解決のための
糸口を探ることを目的に平成29年７月から共同検
討を始めている。この取組みにより、管路施設に加
え処理場の設備機器についても、点検項目や頻度の
適正化を図り、保守点検（維持管理）の効率化・合
理化を目指している（図−５）。

【脚注】
※１： 下水中に含まれる硫酸塩に起因し発生する硫化水素

によるコンクリート腐食
※２：下水道管路の継手箇所のずれ

富士市ではこの包括的民間委託で作成したハザー
ドマップをストックマネジメントの構築に活用し、
長期改築シナリオを設定している。包括的民間委託
とストックマネジメントの連携である。シナリオ設
定時に重要なパラメータである管路期待寿命につい
ては、従前のカメラ調査結果を基に推計分析（マル
コフ劣化ハザードモデル）を実施し、ヒューム管
（コンクリート管）は75年と設定した。シナリオ
の設定では、時間計画保全による全施設を対象にし
た従前の改築計画に対し、①『経年劣化区域』は改
築対象、②『一般管理区域』は引き続きの巡視点検
による劣化動向の把握、③突発的な不具合が発生し
た場合については修繕で対応するといった３段階の
アクションプランを設定した。これにより、市全域に
おけるヒューム管を標準耐用年数（50
年）で改築する従前の時間計画保全と比
較し、改築事業費を大幅に縮減できるこ
とが判明した。その結果、今後の維持管
理の目標設定において、富士市として実
行可能な事業（経営的にも持続可能）と
して運用可能となる一定の方向性を得る
とともに、そのための日常点検データ構
築の必要性を明確に示すことができた。

少 多
異常割合

図−４　ハザードマップ（経年劣化区域）

図−５　検討スケジュール
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そのため、予算などの制約から十分な点検診断が
実施できない管理者もいる。１つ１つの施設につい
て点検診断が十分になされないと、初期の変状を見
逃し、それらが見つけられないうちに進行し施設の
性能の大きな低下につながってしまう。場合によっ
ては、人などを巻き込む陥没（写真−１）などの重
大事故に繋がることもある。特に係留施設の場合は、
陥没などの重大事故が発生すると、荷役を行う事業
者、フェリーやクルーズ船を利用する一般利用者な
どの人を巻き込んでしまう可能性がある。そのため、
係留施設をはじめとした港湾の施設を適切に維持管
理することは、港湾における労働者や一般利用者の
安全を確保する意味でも重要なことである。

1．はじめに
港湾分野では、法令により技術基準対象施設は５

年以内ごと（損壊により、人命、財産、経済活動な
どに重大な影響を及ぼすものについては３年以内ご
と）に定期的な点検診断を行うこととされている。

その一方で、多くの施設に対する点検診断の実施
は、施設の管理者にとって大きな負担となっている。
そのため点検診断の効率化が維持管理の現場から強
く求められている。現在、港湾分野では点検診断の
効率化のための様々な技術開発が進んでおり、ここ
では港湾分野の最先端の点検技術についていくつか
紹介する。

2．港湾における維持管理の重要性とその課題
現在、日本の港湾には船舶を着岸させる施設であ

る「係留施設」だけでも、約13,500（国及び港湾
管理者が所有する施設のみの数であり、民間等が所
有する施設は除く）もの施設が存在している。港湾
管理者は、主にその港湾が立地する都道府県や市町
村といった地方公共団体であり、１つの港湾に対し
て１者である。そのため、膨大な数の施設を維持管
理しなければならない管理者も少なくない。中でも
多い場合では、係留施設だけでも200以上の施設を
維持管理しなければならない管理者もおり、それら
の施設に対する定期的な点検診断の実施は負担と
なっている。

港湾の施設の状態を効率的に把握する
最新の点検技術

多くの施設に対する定期的な点検診断の実施は施設の管理者にとって負担となっている。港湾分野では、
より効率的で安全に実施できる点検方法が現場から強く求められている。そのような社会的ニーズを受け
て、点検診断のための様々な技術開発が行われており、ここでは港湾分野の最先端の点検技術をいくつか
紹介する。

特集　社会資本の戦略的維持管理〜維持管理のアセットマネジメント〜
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＊　国土交通省 国土技術政策総合研究所 港湾研究部　　　　　 港湾施設研究室 研究官　　　　　046-844-5029
＊＊国土交通省 国土技術政策総合研究所 沿岸海洋・防災研究部 沿岸防災研究室 研究員　　　　　046-844-5024

写真−１　係留施設における陥没の事例
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3．維持管理を考える上での港湾の施設の特徴
陸上の施設と比較した際の港湾の施設の特徴とし

て、施設の一部が海中に存在している施設が多いと
いう点があげられる。そのため、陸上の施設に比べ
劣化・損傷の状態を点検により把握することが難し
い。また、海での点検作業は、作業員にとって危険
が伴うこととなる。例えば、施設の海中部（杭、矢
板、ケーソンなど）の点検や海上からの確認が必要
となる桟橋上部工の下面側の梁や床板などの点検は、
手間がかかる上に危険が伴う作業である。

4．港湾分野における最新の点検技術
港湾分野では、より効率的で安全に実施できる点

検方法が現場から強く求められている。そのような
社会的ニーズを受けて、広範囲を短期間で点検でき
る技術や海中などの点検しづらい場所を安全で効率
的に点検できる技術の開発が、 “国立研究開発法人 
海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所”
や“国土技術政策総合研究所”などにより、進められ
ている。ここでは、港湾分野の最先端の点検技術に
ついていくつか紹介する。
１）UAV（ドローン）・AIを活用した点検診断

　（広範囲を効率的に点検できる技術）

港湾の施設には、海域に存在する施設の点検が容
易でないことや、施設の延長が長いため管理者の負
担が大きいといった課題がある。これらの課題に対
して、カメラを搭載したUAV（以下「ドローン」と
いう。）で構造物を撮影し、撮影した画像を用いて点
検する技術が注目されている。この方法により、離
れた場所からでも効率的に施設の変状（段差、ずれ、
ひび割れなど）を把握することが期待されている。

ただし、延長の長い施設では撮影画像の枚数も膨
大となるため、管理者への負担が大きくなる。そこ
で最新の技術として、撮影した画像データに対して、
AIを用いて施設変状を抽出する技術の開発がされ
ている。AIによる変状（ひび割れ）抽出の例につ
いて図−１に示す。このようにAIによる処理を行
うことで、効率的かつ高精度に変状を把握すること
が可能となり、管理者の負担が低減される。また、
港湾でドローンを運用する場合、船舶、海面等の影

響による電波の遮蔽や減衰が問題となる場合がある
ため、中継用のドローン等を使用したマルチホップ
画像伝送技術などの開発も進められている。港湾に
おけるマルチホップ画像伝送のイメージを図−２に
示す。

このように、施設点検の効率化に対してドローン・
AIによる点検診断は有効であると考えられる。

また、UAV（ドローン）を用いて撮影した画像
から、測量を行う技術も開発されている（図−３）。

２）水中３Dスキャナ

　（点検しづらい水中部を効率的に点検できる技術）

海底の洗掘、堆積、水中部の施設側面の点検は、
潜水士が目視で行っていた。そのため、数百mに及
ぶ施設を何施設も点検することは負担であった。そ
こで利用されているのが、水中３Dスキャナである。
水中の機器から対象物に音響ビームを照射して３次
元座標データを取得することにより、海中の構造物

高所中継固定局
あるいは中継UAV

中継UAV
金属構造物の
散乱による干渉

海上伝搬による減衰

操縦者・
映像モニタ

港湾内構造物等による電波遮蔽岸壁 防波堤
撮影対象

撮影UAV

障害物による電波の遮蔽や減衰等がなく、
対象物に接近した位置から 5～ 6 ㎞の距離を
隔てて円滑な画像伝送とUAVの制御が可能

元画像 ひび割れ抽出結果
図−１　AI によるひび割れの抽出結果

図−２　マルチホップ画像伝送イメージ

図−３　 UAV を用いて撮影した画像から作成した測量を行
うための立体画像
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ていた。しかし、このような作業は時間がかかる上
に作業者に危険が伴う。そこで開発されているのが、
遠隔操作型のROV（無人探査装置）である。地上
からの遠隔操作でROVを桟橋の下に潜り込ませ、
施設の下面を撮影した画像から点検診断をすること
ができる。これにより、点検作業の効率化が図られ
るとともに、狭い空間での危険な作業を回避するこ
とができるようになった。なお、撮影した画像をつ
なぎ合わせて立体画像を作成することもできる（図
−６）。

5．おわりに
ここまで紹介してきたように、港湾分野では点検

診断の現場ニーズを受けて様々な技術が日夜開発さ
れている。このような有意義な技術開発や開発され
た技術の積極的な現場利用を進めていくことは、現
場における点検診断のより効率的な実施や点検作業
の安全性の向上につながると考える。

（一部写真・データの提供：国立研究開発法人 海上・
港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所）

の形状や位置を広範囲にわたって簡単に把握できる。
海の濁りの影響を受けないことも水中３Dスキャナ
の利点である。また、地震などの災害後に施設が健
全かどうかを迅速に判断する際のツールとしても期
待されている。

３）遠隔操作型のROV（無人探査装置）

　�（点検しづらい箇所を安全で効率的に点検できる

技術）

桟橋において荷重を支える鉄筋コンクリート製の
梁や床版などの状態を確認するには、施設の下面の
ひび割れなどを水面側から点検する必要がある。こ
れまでは、小型ボートで水面と施設の間に入って確
認したり、極端に狭い場合は潜水士が入って点検し

直杭式横桟橋の構造

1

排水設備

車止め

係船柱
防舷材

岸壁法線
エプロン

上部工

鋼管杭

被覆防食

電気防食

渡 版

上部工
（下面）

土留部

斜面部

図−４　水中３D スキャナを使用した点検診断

写真−２　 ROV を使用した使用した桟橋の点検診断の様子

図−５　水中３D スキャナで作成した桟橋の画像

図−６　 ROV を使用して撮影した画像から作成した桟橋上
部工下面の立体図
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方式の排水処理施設である。当初、計画処理対象人
員は600人であったが平成18年度に更新工事を実
施したときに280人に変更された。同様に、計画処
理対象人口に対する計画日平均汚水量もあわせて
170㎥/日から93㎥/日に変更された。汚泥処理は
重力濃縮後に脱水して脱水ケーキを場外搬出処分し
ていたが、現在は重力濃縮汚泥を貯留し、定期的に
場外搬出処分を行っている。

3．機能保全計画策定
１）機能診断調査

大島地区漁業集落排水施設は、今後、新築、改築、
改修、補修、補強、維持管理等を合理的、効率的に
行い、排水施設のストックマネジメントを適切に実
施していくことを目的として、水産庁による「漁業
集落排水施設におけるストックマネジメントの手引
き（案）」（以下、手引きという。）を参考に、平成

1．はじめに
佐伯市は大分県南東端に位置し、九州山地の祖母

傾国定公園の東に広がる山間部、一級河川番匠川の
下流に広がる平野部、日豊海岸国定公園に代表され
るリアス式海岸の続く海岸部からなる。この中で大
島は鶴見半島から元ノ間海峡を隔てて約600m、豊
後水道に浮かぶ離島であり、地区内から排出される
生活雑排水は漁業集落排水施設により処理されてい
る。平成26年に水産庁により策定されたインフラ
長寿命化計画では、様々なインフラの管理者が一丸
となって戦略的な維持管理・更新等に取り組むこと
により、中長期的な維持管理・更新等に係るライフ
サイクルコストの縮減や予算の平準化を実現する必
要があるとされている。大島地区漁業集落排水施設
は昭和62年度に供用開始され、多くの機器類が更
新時期を迎えていることから、このインフラ長寿命
化計画の趣旨に沿って、平成29年度に処理施設の
機能保全計画を策定し、施設規模の見直しを始めと
したライフサイクルコストの縮減に向けた取組みを
展開している。

2．大島地区漁業集落排水施設の概要
大島地区漁業集落排水施設は前述のように昭和

62年度に供用開始された。平成18年度に経年劣化
に伴う更新工事が実施され、現在に至る。表−１に
大島地区の施設概要を示す。大島地区は接触ばっ気

＊佐伯市 上下水道部 下水道課 副主幹　　　　　0972-22-3120

離島における集落排水施設のダウンサイジング構想

染
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 ＊

佐伯市は、その地理的条件から、山間部や海岸部に合計24施設もの集落排水施設を抱えている。近年、
これらの施設は老朽化に伴って維持管理費が増大しており、一方で人口減少により処理容量には余裕が生
じ始めている。本稿では、これら集落排水施設のダウンサイジング等、処理施設の適正規模への見直しに
関する取組みについて紹介する。

特集　社会資本の戦略的維持管理〜維持管理のアセットマネジメント〜

表−１　大島地区漁業集落排水施設の概要
区分 諸元 計画内容

管路施設

管路延長 3,960ｍ

中継ポンプ施設数 マンホールポンプ 3箇所

マンホール数 295 箇所

処理施設

施設名 大島地区漁業集落排水施設

対象汚水 生活系排水（し尿及び生活雑排水）

計画処理対象人員 600 人（平成 18年度更新工事後 280 人）

計画日平均汚水量 170m3/日（平成 18年度更新工事後 93m3/日）

処理水質 ＢＯＤ20mg/L ＳＳ50mg/L

処理方式 接触ばっ気方式

汚泥処理 重力濃縮後、遠心脱水（計画）

重力濃縮、貯留後、バキューム搬出（現在）

供用年数 昭和 62年度供用

平成 18年度更新工事実施



31月刊建設20−02

29年度に機能保全計画を策定した。計画策定にあ
たっては、既存施設の機能診断調査と機能診断評価
を行い、機能保全コスト算定の基礎とした。機能診
断調査では、排水処理フローに沿って、水槽の寸法、
容量、設置方式、施工年度、劣化環境分類、機器の
型式や仕様、運転方法、保全方式等の項目を調査し
た。調査結果として、主な劣化要因は経年劣化によ
るものと考えられたが、特に沿岸部に設置された排
水処理施設は塩害等における地理的条件に起因する
劣化要因が非常に高いと考えられた。現地調査は、
事前調査結果から抽出した調査対象施設について調
査を行った。調査の結果、建築施設の一部の建具の
損傷が確認された。土木施設においては、前処理室
のコンクリート表面部や機器類の劣化が顕著であっ
た。管路施設については、塩害により人孔蓋の損傷
が見受けられた。写真−１は施設の劣化状況を示す。

次に、流入汚水量の実態を把握するために、処理
月報データから、年度別による各月の汚水量実績を
調査した。過去４年間の日平均汚水量は、47.7〜
63.6㎥/日であり、処理規模93㎥/日に対して流入
率は51.3〜68.4％であった。H27〜28年の９月は
台風の影響による不明水の流入があった。
２）機能診断評価

手引きには、構造物ごとに健全度の評価項目が示
されており、例えば、機械設備は「動作の状況」、「塗
装の状況」、「グリスの状況」、「発錆・腐食」、「磨耗」、
「異音・振動」、「発熱」、「目詰まり・閉塞」、「変形・
損傷」を評価する。そして、これら評価項目に対し、
健全度ランクが最も高いＳ-5から最も低いＳ-1ま
で、評価基準に沿って変状の状態・程度から評価し
た。この評価結果をもとに、構造物ごとに今後の劣

化進行の予測を行い、機能保全コスト算定の基礎と
した。

4．処理施設の規模適正化に向けた検討
昨今の漁業集落の人口減少に伴い、施設の機能保

全計画策定に合わせて施設規模の適正化に向けた検
討が必要となっている。大島地区漁業集落排水施設
は、汚水流入量調査の結果、人口減少によって、処
理容量に余裕が生じていることが判明した。この調
査結果をもとに、施設規模の縮小等、適正化に向け
た検討が必要か否かを判断した。ダウンサイジング
手法については水産庁による「漁業集落排水施設の
規模適正化に向けた検討の手引き（案）」を参考と
した。図−１に施設の適正化手法の検討を含む機能
保全計画策定フローを示す。大島地区では流入汚水
量が計画汚水量の50%程度であることから、この
フローに沿って施設の適正化手法の検討を行うこと
とした。

適正化手法に関しては、①下水道等への接続、②
漁業集落排水施設間の統合、③ダウンサイジングが
示されている。①については、大島地区は離島であ
り公共下水道等の施設はないため、公共下水道への
接続はない。②の漁業集落排水施設間の統合は２地

写真−１　施設の劣化状況

図−１　施設の適正化手法の検討を含む機能保全計画策定フロー（水産庁）

　①下水道等への接続

　②漁業集落排水施設間の統合

　①一部系列の休止

　②水槽の縮小

　③浄化槽へ切り替え

　④現状維持

機能保全事業の実施 機能保全事業の実施

機能保全対策工法の検討 機能保全対策工法の検討

機能保全コストの算定比較 機能保全コストの算定比較

機能保全計画策定 機能保全計画策定

　③ダウンサイジング

機能診断調査　＋ 現況調査

機能診断評価 機能診断評価
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施設の適正化手法の検討

ダウンサイジング手法の検討

施設の適正化検討

（要否検討）

要否
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３）ライフサイクルコストの検討

従来の機能保全計画と、ダウンサイジング手法を
取り入れた機能保全計画について、対象期間を50
年として、ライフサイクルコスト（以下、LCCと
いう。）の比較を行った。結果を図−４に示す。従
来の機能保全計画によるLCCに対し、水槽縮小案
では50%程度、浄化槽への切り替え案では70%程
度縮減できる結果となった。

6．おわりに〜今後の課題〜
大島地区漁業集落排水施設の規模適正化を図るた

めの手法として水槽を縮小した場合と浄化槽に切り
替えた場合のLCCを検討した結果、上述のように、
浄化槽に切り替えた場合、従来の機能保全計画に比
し70%程度縮減できる結果となった。一方、流入
汚水量調査の結果、管路施設において不明水の流入
が認められ、雨天時には計画流量を超える流入があ
り、活性汚泥などの流出等が懸念されるため、処理
施設の規模縮小や浄化槽への切り替えを行うには、
その対策を適切に施さなければならいことが明らか
となっている。今後は、不明水の流入原因の特定と、
管路保全工事を進捗させ、不明水の流入対策を講じ
る必要がある。その効果を踏まえ将来的に流入汚水
量の推移を把握して、改めて規模の検討を行うこと
で、より効果的にLCCの縮減や予算の平準化が実
現できるであろう。

区以上の漁業集落排水処理区を接続する手法である
が、大島地区には他の漁業集落排水施設はないため、
統合の可能性もない。③のダウンサイジング手法は、
流入汚水量が大きく減少した処理施設において、複
数ある処理系列の一部を休止したり、反応タンク等
の水槽容量を縮小したり、施設そのものを浄化槽へ
切り替えるなどする手法である。大島地区の処理方
式は、接触ばっ気方式の１系列で構成されているた
め、一部系列の休止は採用できないが、水槽の縮小
や浄化槽への切り替えが適用できると判断された。

5．ダウンサイジング手法の検討
本施設では、適正化判断結果を基に、計画処理対

象人口を123人、計画日平均汚水量を33.2㎥/日と
して、導入可能と判断された水槽の縮小案及び浄化
槽へ切り替え案の２方式について検討した。
１）水槽の縮小案

水槽の縮小案では、図−２に示すとおり、接触ばっ
気槽第１室を休止し、接触ばっ気槽第２室に仕切り
壁を設けて２室構造とする。浄化槽の構造基準によ
り接触ばっ気方式の接触ばっ気槽は２室構造にしな
ければならない。休止する第１室は隣接する水槽と
の構造バランス（水圧等）を考慮し水張りをしてお
く必要がある。突発的な異常流入については、既設
流量調整槽にて流量調整が可能である。

２）浄化槽への切り替え案

浄化槽への切り替えについては、本施設東側の漁
港用地を利用することを想定して検討を行った。浄
化槽の流入管底高が地盤面から−1.6m程度である
ため、新たにマンホールポンプ場を設け、汚水を浄
化槽へ圧送する方式とした。人槽算定は計画汚水量
から170人槽とした。雨水による不明水の流入が多
いため既設の流量調整槽を残しておいたほうがよい
などの課題がある。図−３に浄化槽の設置例を示す。

既存の
接触ばっ気槽第2室

V=56.3m3
仕切り壁

使用しない

第1室
V=15.2m3

第2室
V=9.4m3

仕
切
り
壁

図−２　接触ばっ気第２室の仕切り壁の設置方法

図−３　浄化槽の設置例
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図−４　機能保全コストの比較



36 月刊建設20−02

上徳不徳

今回は、話題をガラッと変えて、日本歴史
学の大問題を紹介したい。これも国土とわれ
われの暮らしとの関わりを説くという国土学
の一ジャンルだからである。
米の移動が極めて制限的であった江戸時代

以前の社会では、飢饉が頻繁に起こっていた。
今日では、例えば1993年の米の大不作の年
には東南アジア諸国から緊急に米を輸入した
りして米不足に伴う混乱を防ぐことができて
いる。
しかし、昔は輸入など考えられないし、米

の不作の時ほど領主は米の流出を制限したか
ら、飢饉が生じた地方では飢えによる悲惨な
状況が出現することとなったのである。その
様子は方丈記に具体的に記録されている。
鴨長明が経験した飢饉は、今日では「養和

（1181年）の飢饉」として記録されている
もので、京の町に死臭が漂っていたことや、
鴨川には人が通行できないくらいに死んだ人
間や動物が積み上がっている様子を見聞した
人だけが書ける精度で記録している。
あるお坊さんが、人の額に阿弥陀仏の「阿」

という字を書いて、仏縁を結ばせようとした
ところ、京の都の限定された区域と期間でも
42,300人を超える死人に出会ったと記して
いる。このような悲惨な経験をしなくていい
時代を心から喜びたい。慶応２年（1866）
の飢饉を最後に、ありがたいことに日本から
飢饉はなくなったが、記録されている飢饉は
歴史全体を通じて22回にもなる。

産経新聞出版社から出版した「国土が日本
人の謎を解く」の中でも紹介したのだが、歴
史学が説明できていないことの一つに、「御
成敗式目制定の謎」がある。歴史の解説書は、
制定の時期の背景について、まったく理解で
きてないという問題である。
この式目制定の背景として大飢饉があった

ことに歴史書が触れていないことでも明らか
なように、日本の歴史学は、所詮、文献学で
あり政治闘争史でしかないことがわかるのだ。
山川出版社の「詳説日本史」には、式目制

定について概略次のように記している。
「当時道理（武士たちが育んできた慣習や
道徳）と呼ばれたものは、種々の事情に基づ
いて長い年月を経て定着したものだったから、
地域によって異なったり、整合性のないもの
であったりした。
そのため武士の土地支配が進展して所領問

題が全国各地で頻発するようになると、幕府
は明確な判断の基準を定める必要に迫られ
た。」
そこで、北条泰時は、貞永元年（1232）

に御成敗式目を定めたというシナリオを提示
しているのだが、本当にそうなのか。なぜ、
1232年貞永元

4

年なのか。
ところで鎌倉幕府の成立については、最近、

いろいろな説が唱えられている。
1180年　頼朝が鎌倉に居を構えたとき
1183年　�頼朝の東国支配が朝廷から事実

上の承認を受けたとき

一般社団法人 全日本建設技術協会 会長　大
おお

 石
いし

　久
ひさ

 和
かず

日本歴史の大欠陥 
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1185年　�幕府が守護・地頭の任命権を獲
得したとき

1192年　�頼朝が征夷大将軍に任じられた
とき

どの時期をとっても、御成敗式目の制定時
期は幕府の土地支配が浸透し始めてからずい
ぶん時間が経っている。武家の支配開始に
よって所領問題が頻発するのなら、もっと早
い時期に始まっているはずではないのかと
「詳説日本史」の説明に疑問があるのだ。
「詳説」は全く触れていないが、実はこの
時代は大飢饉が相次いだ時代だったのだ。貞
永の前の年号は「寛喜」であるが、これはそ
の前の「安貞時代」の飢饉を忌み嫌って
1229年に寛喜と改元したものだった。
ところが、改元したにもかかわらず寛喜の

時代は、安貞時代を上回る大飢饉時代となっ
たのである。この1230年から翌年に及んだ
飢饉は、今日「寛喜の飢饉」と呼ばれ、歴史
上最大規模の飢饉だった。現在の岐阜県大垣
市や埼玉県入間市などでは、今日の暦の７月
に雪が降るなど、大変な異常気象だったのだ。
餓死者の多さは「天下の人種三分の一失す」

と語られたほどであった。日本中に屍臭が
漂ったと言っても過言ではない状況が生まれ
たのである。せっかく寛喜としたのにこの有
様だから、またまた改元することとして
1232年には「貞永」としたのだった。
この飢饉による社会混乱と米の争奪をめぐ

る紛争多発が、御成敗式目の制定を必然とし
たのだ。この史上最大規模の飢饉に触れよう
ともしない歴史書は何のために書かれたのだ
ろう。このようなことで人々は歴史書から何
か学ぶことができるのだろうか。
現在のわれわれ日本人の気分は、東日本大

震災やその前の阪神淡路大震災に大きく左右
されている。無常観のようなものが、今の日
本に大きく流れている。貧困化が進むこの国
で、多くの人が現状の生活に満足と答えてい
るのも、あり得もしない財政破綻論とともに

災害多発が「何をしても詮ないこと」といっ
た気分を蔓延させているからではないか。
江戸末期の安政時代もすさまじいほどの大

災害頻発期だった。大災害が頻発した安政の
時代に、人々が動揺しなかったわけがない。
この時代の人々の動揺エネルギーが時代の歯
車を動かしたのだ。にもかかわらず、大河ド
ラマは江戸大地震には少し触れていたが、安
政期の東海地震や南海地震など他の災害には
何の関心も払っていない。
気象や自然の大きな揺らぎが歴史を変えて

いくのである。このような厳しい災害や疫病
の被災や被害の経験が、長く続いてきた武家
時代の終わりを人々に予感させたのだ。
さらに、明治維新へと続く幕末の騒動の中

で、歴史学が説明できていないことがある。
それは、なぜ西南諸藩が倒幕へと動き、東北
諸藩が佐幕側に立ったのかということである。
何か必然があったに違いないのだが、それ

は何なのか。このことに説明仮説の提出がで
きているのは、筆者の知る限り歴史学者でも
ない東京大学大学院物理学課程を修了した板
倉聖宣氏（『日本史再発見』・・理系の視点か
ら」朝日選書・1993年）が唯一である。
彼は徳川吉宗の1721年の世界初となる全

国人口調査から、幕末にかけての人口増減の
地域的偏りを調べたのだ。総人口はほぼ
3,000万人で変わらなかったものの、まるめ
た言い方だが、西南諸藩ではかなりの人口増
加があり、北関東から東北諸藩では人口減少
に苦しんでいたことがわかったのである。
幕藩体制が窮屈に感じられるようになった

西南地方と、幕藩体制にしがみつくしかない
東北地方との戦いが戊辰戦争だったのである。
板倉氏の著作から長い年月が経つが、歴史学
は歴史が専門ではない人の説を無視したまま
となっている。
（本稿は、筆者が「表現者クライテリオン」
に最近執筆したものをベースとしている）
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わが国の公共工事の発注にあたっては、1990年

代初めまでは、個々の発注毎に入札参加者を選定し

て入札を行う指名競争が主に用いられていました。

また、法令上極めて例外扱いとされている随意契約

もある程度弾力的に用いていました。指名競争や随

意契約は、信頼できる企業に発注して技術力を結集

し品質確保を容易にする優れた方式です。しかし、

不透明で不正が起きやすいという問題から、現在で

は、明治以来の会計法や地方自治法の原則通りに一

般競争入札が主に用いられるようになりました。こ

のため、品質や効率性の面でさまざまな問題が生じ

ることになりました。不正が生じないよう透明性を

確保しつつ効率性や品質を確保するには、近年、英

国等ヨーロッパで適用が拡大しているフレームワー

ク合意方式（Framework Agreement：以下FAと

いう）の導入が有効と思われます。

欧米では、かつて長年にわたって一般競争が主に

用いられましたが、疎漏工事、工期遅れ、受発注者

間の紛争多発、最終的な価格の上昇といった弊害が

あり、戦後、品質重視のさまざまな入札契約方式が

用いられるようになりました。しかし、一件ごとに

行う入札契約手続は、時間と手間がかかり、発注者・

受注者双方にとって大きな負担でした。特にヨー

ロッパにおいて、1993年のEU発足による単一市場

化や1994年のWTO政府調達協定の発効以降、入

札手続きの長期化が深刻な問題となりました。この

ため、英国をはじめとするヨーロッパにおいて

1990年代から、入札手続きに要する時間と手間を

大幅に節減し得るFAが公共事業に適用されるよう

になりました。

この方式は、複数の仕事を包括的に複数年にわ

たって外注するために、公開して受注希望者を招請

し、総合的な評価による競争を経て企業群（１社で

もよいが複数社であることが多い）を選定してFA

を締結するものです。そうすれば、個々の仕事が発

生する度に指名競争や随意契約などで発注すること

ができます。実際に工事等が必要となった際に、要

件を満たす企業が複数存在する場合に指名競争入札

を行うことができますし、予め企業を順位付けして

おいてその順に従って個々の契約を行うという方法

もあります。FA締結時に、発注予定案件について

契約相手、契約額等の決定方法などを包括的に決め

ておくのです。この方式は、受発注者間の長期の良

好な関係を維持することができ、受注側企業にとっ

ても複数年にわたる受注計画をたてやすく経営上好

ましいものです。期間は、EU公共調達指令では原

諸外国のインフラ情報

フレームワーク合意方式を考える
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則４年までとされています。この合意には契約行為

の拘束力をもたせないのが一般的ですが、契約行為

の拘束力をもたせる場合にはフレームワーク契約

（Framework Contract：以下FCという）と呼ん

でいます。

FAは、ヨーロッパでは英国のほかフランスや北

欧などで用いられています。公共調達にFAが適用

されている実態を踏まえて2004年EU公共調達指令

（2004/18/EC）にFAが規定され、2014年改正で

も引き継がれています。公益事業については1993

年（93/38/EEC）から規定されています。EU指令

に従ってFAを締結すれば、その後に行う個々の契

約では改めて公告等の手続きをする必要はありま

せん。

英国のFAについては、British Airports Authority

（BAA：英国空港公社）の取組みが有名です。

BAAは、1990年代半ばから５年間のFAを各空港

事業に適用し始め、2002年には、総額43億ポンド

（約6500億円）のヒースロー空港第５ターミナル

建設のため５ヶ年のFAを締結しました。

また、英国のHighways Agency（HA：道路庁）

は、1990年代後半から一定の仕事量が継続的に存

在するような場合にFAを導入したほか、2002年に

は道路整備に４年間3.5億ポンド（約530億円）の

FAを導入しました。HAが政府出資の株式会社

Highways England（HE）に移行してからも、積

極的にFAが用いられ、今では物品調達、調査・設計、

技術支援業務、コンサルタント業務、道路整備工事、

維持管理等さまざまな分野に導入されています。

HEでは、EU指令による年数の上限４年は短すぎる

との議論があります。また、FA締結後改めて二次

的な競争入札を実施する等の手間が生じるので、そ

れを不要とするようFCを適宜用いるなど、より効

率的な発注を行う工夫を重ねています。

わが国では、前述したように一般競争入札を用い

るのが基本となっており、一件ごとの発注に多大な

時間と手間を要しています。特に、わが国特有の予

定価格による上限拘束により、入札者が現れない不

調や、すべての入札価格が予定価格を上回る不落が

起きると、入札契約手続に多大なロスが生じます。

2014年に公共工事品質確保法が改正された際に

は、地域社会資本の維持管理に資する方式として、

複数の工事を複数年にわたって複数社に一括発注す

る方式が規定されました。2019年の改正では、適

用範囲がコンサルタント業務等にも拡大されました。

FA、FCをうまく導入・拡大する環境が整ってきま

した。入札契約手続の透明性を確保しながら、複数

年にわたる包括的な発注方式を導入してその上で従

来型の指名競争や随意契約などを活用することがで

きれば、公共工事の品質確保と生産性向上に繋がる

と期待されます。

日本大学 危機管理学部 教授

木
きの
下
した
　誠
せい
也
や
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整備局と災害協定を締結しており、更に都道府県と

は防疫協定を締結している協会も多くあり、自然災

害だけでなく鳥インフルエンザ・豚コレラ等の家畜

伝染病発生時の対応においても地域建設業の役割は

大きな比重を占めることとなっている。

3．地域建設業の現状

建設業をとりまく状況は、平成初期のバブル崩壊

以降長年にわたる建設投資の減少に伴う受注競争の

激化により、建設業許可業者数、建設業就業者数は

減り続け、それぞれピーク時の22％減、27％減で

あるのに対して、建設投資は一時より持ち直したと

はいえ、ピーク時の33％減と建設投資の減少が上

1．はじめに

全国建設業協会（以下「全建」）は、地域の土木・

建築工事を営む建設元請企業（約１万９千社）が会

員となっている47都道府県の建設業協会により構

成する全国組織である。大手から中小まで各層の企

業を傘下に置くが、そのほとんど（97％）を資本

金１億円未満の中小規模の「地域建設企業」が占め

ている。大手建設企業の多くも全建の会員となって

いるが、本稿では地域建設業を取り巻く現状と課題

について、中小建設企業の視点で説明する。

2．地域建設業の役割

地域建設業の役割としては、国民生活と経済活動

の基盤であるそれぞれの地域の社会資本整備、維持

管理を担うインフラの担い手の役割はもとより、地

域の雇用確保を通して地域経済を支える役割や災害

時の緊急活動、冬季の除雪作業による交通の確保な

ど地域の安全・安心を守る役割も担っている。

特に、最近の気候変動も踏まえ自然災害が毎年の

ように激甚化して発生する状況は、パトロールや初

期の緊急対応、道路啓開など地域に精通した建設企

業の活動は必要不可欠となっており、その災害対応

力を地域建設業がどのように維持していくかは非常

に重要な課題となっている。全国47都道府県の建

設業協会は、すべて各都道府県及び国土交通省地方

＊一般社団法人 全国建設業協会 技術顧問　　　　　03-3551-9396（代）

地域建設業の現状と課題

＊牧
まき

 ⻆
すみ

　　修
おさむ

ひ　ろ　ば

出典：国土交通省「建設総合統計」

工事費
（億円）

地方/東京
工事費
（億円）

地方/東京
工事費
（億円）

地方/東京

東京都 61,083 1 59,280 1 79,862 1

秋田県 8,264 1/7 4,167 1/14 4,840 1/17

山梨県 5,950 1/10 4,579 1/13 4,615 1/17

富山県 7,903 1/8 5,379 1/11 4,532 1/18

岐阜県 12,459 1/5 7,985 1/7 8,532 1/9

奈良県 6,202 1/10 3,719 1/16 3,379 1/24

鳥取県 3,855 1/16 2,532 1/23 2,609 1/31

徳島県 5,718 1/11 2,245 1/26 3,283 1/24

佐賀県 5,668 1/11 3,922 1/15 3,714 1/22

平成10年度 平成20年度 平成30年度

表−１　東京都と地方との事業量の格差
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回り、依然として厳しい状況となっている。また大

都市部と地方部との事業量の地域間格差は、顕在化・

拡大化しており（表−１）、事業量や利益率の企業

間格差についても依然差が大きく（図−１）、地域

建設業が将来に向けた経営戦略を立案する上では、

依然先行きが不透明な状況が続いている。さらに企

業数だけでなく各企業の人員・保有機材も減少して

いる現状は、地域防災力低下にも直結するため、地

域建設業がその役割を果たしていくためには経営の

安定化が重要であり、そのためには安定的・持続的

な事業量確保と投資額も含む中長期的な見通しの公

表が必要と考えている。平成30年度の第２次補正

予算から３カ年約７兆円の「防災・減災、国土強靭

化に関する臨時特別の予算」が決定し、安定的・継

続的事業量の確保という地域建設業の大きな要望の

一つが一歩前進したが、中長期的な見通しが不透明

という点では不安材料が多いことも確かである。

前述の建設需要の縮小に加え、一部発注者には「安

ければ安いほどいい」との意識もいまだ残っており、

競争入札である公共工事では価格競争が激化し、建

設産業の疲弊と現場担い手の処遇悪化を招いてきた

ことも事実である。平成26年の品確法改正により公

共発注者の適正利潤確保に関する取組みが進められ

たこともあり、近年の建設企業の経営状況は、営業

利益率に改善傾向が見られるものの、他産業に比較

するとまだ賃金格差が残っている実態がある（図−２）。

4．片務性解消への課題

一部地方自治体の発注者については、適正な予定

価格の設定や設計変更が依然として不十分なことな

ど片務性に関する問題の解消には至っていない状況

である。

建設工事は請負契約であり受・発注者は契約上も

対等な立場と理解しているが、受注者が片務的と考

える事象は現在でも数多くある。全建と国土交通省

による昨年の意見交換や全建が昨年・一昨年に会員

企業に行ったアンケートでは、発注段階で隣接現場

や地元の調整が終わっていないことや設計精度が悪

いことにより現場着手が遅れたが、工期を変更して

もらえなかった事例や、必要な設計変更に応じても

3.4%

5.1%

6.7%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

小規模企業

（資本金1億円未満）

中規模企業

（資本金1億円以上10億円未満）

大規模企業

（資本金10億円以上）

出典：財務省「法人企業統計」
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建設業生産労働者 製造業生産労働者 全産業労働者

（千円）

出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
注1）推定年収額＝毎月決まって支給する給与×12+年間賞与その他特別給与額

注2）生産労働者＝主として物の生産が行われている現場等（建設現場等）における作業に従事する労働者

図−１　建設企業の資本金別・年度別営業利益率 図−２　生産労働者等の年収額の推移
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表−２  全国建設業協会会員企業の意見（抜粋）

（発注段階）
・諸条件、諸問題などがある場合は、入札の段階において全て明らかにすべき。
・ 事前調整ができていないために直ぐに工事着手できず工期が延長になることがある。事前調整後の発注及び工期延長した場

合に経費をしっかりみてほしい。
・適正な利潤のためにも設計精度の向上をお願いしたい。適正な工期設定にもつながる。
・ 現場をよく見て適正な積算をお願いしたい。一部では見積活用方式を採用して予定価格を見直しているが、実勢価格に近づ

くよう運用を拡大すべき。
・ ４～６月の季節がいい時期に工事ができるよう発注時期の平準化に努めてもらいたい。公共工事では繰越し工事を標準とす

べきではないか。
（施工段階）
・ワンデーレスポンスは、形式だけその日のうちに回答を返すだけの対応も散見される。
・ 協議未了や支障物による着工の遅れや変更協議に伴う対応のワンデーレスポンを徹底してほしい。抜本的な対応が決まらな

ければ時間がかかることは変わらない
・未だに変更（特に増額）について不可解な部分が多く、増額変更しないという空気がある。
・ 適正な内容変更の金額を「年度予算が無い」等の理由で計上してもらえないことがある。増額変更のはずが、契約済みの工

種の数量調整をしている。
・ 書類は減っているというが、当初設計の不備でも設計変更資料は受注者が作成。住民説明やマスコミ対応資料などの作成は

技術者に負担。
（発注者の対応全般）
・ 適正工期、変更契約、見積の活用などは、工種、担当者、時期等に左右されており、いつ誰が担当しても変わらない運用を

お願いしたい。
・発注者の育成が必要である。改正品確法の趣旨が担当職員に十分徹底されていない。
（担い手確保）
・ 担い手確保のためには、週休２日・適正工期は必要不可欠。市町村を含む自治体への浸透が必要だが、民間発注者へも浸透

するよう望む。
・ 平常時において地域企業が安定して運営できる事業量が確保されていないと、人材を呼び込むことはできない。非常時にお

ける人材や機材の提供は困難になる。また企業として売上と利益を計上し続けることが技術力を保つことに繋がる。
・ 除雪は雪が降らなければ赤字。儲けたいと思っていないが適正に見てもらいたい。小雪時にも補償される基本補償制度があっ

てもよいのでは。
・ 除雪機械の維持費用も十分ではない。機材の維持修繕費への助成制度の拡充や高齢化によるオペレータ等の減少に歯止めを

かけるため担い手の確保への対策を充実してほしい。

注） 本表は、令和元年度の国交省と全建との意見交換会及び平成30年・令和元年に全建会員企業に実施したアンケートの「意見・要望」を
抜粋したものである。

らえない事例、本来発注者が作るべき会議資料や地

元対応資料を膨大に作らされる事例など多くの片務

性の現状に関する意見が出されている（表−２）。

その対策として、国では三者会議、ワンデーレス

ポンス、設計変更審査会などの実施や設計変更や工

事の一時中止に関するガイドラインの制定、工期の

設定に関する各種取組みなどを以前から進めており、

関東地方整備局には直轄工事に片務的な対応がない

か発注者側でチェックする現場巡回会議といった仕

組みもある。しかしながら、昨年・一昨年のアン

ケートでも前述のような意見が多く出ている現状が

あり、自治体も含めた公共工事発注者への施策・制

度の展開が必要と思う。

設計変更についても現場では変更の必要性を認め
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Q． 貴社の建設現場における基本的な休日取得の現状についてお聞かせください。

5 12 8 52 15 8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

【休日取得の実態】

完全土日休み ４週８休 ４週７休 ４週６休 ４週５休 ４週４休以下

Q． 建設現場における望ましい休日のあり方についてお聞かせください。

31 36 2 26 2 2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

【望ましい休日のあり方】

完全土日休み ４週８休 ４週７休 ４週６休 ４週５休 ４週４休以下

図−３　働き方改革、生産性向上について（働き方改革）

ていても、発注者側の予算の都合で変更してもらえ

ないケースも多くあると聞いている。自治体の予算

は議会承認が必要なことや首長の意向があり、４月

から３月までが日本の会計年度といった制度上の制

約もあるが、フレックス工期や予算の繰越し制度な

ど各種の工夫や新たな制度導入の余地はまだ多くあ

ると思っている。

現場の最前線にいる発注者側の代表（監督職員等）

には、現地をよく確認し受注者と対等な立場でこれ

らの制度を駆使して対応をお願いするとともに、そ

のようなスキルを持った監督者を現場の最前線に配

置してもらいたいと考える。

昨年６月に品確法が再度改正され、これまでより

踏み込んだ運用指針が策定されるものと期待してい

るが、地域建設企業の経営を安定化させるためには、

より実効性のある運用を自治体に求めることと、民

間工事の発注者も含め広く理解を得るための取組み

を進めることが重要と考えている。

5．担い手の確保

生産年齢人口減少、就業者の高齢化は日本全体の

大きな課題であるが、若い担い手の不足がより進行

している建設産業は特に喫緊の対応が必要と認識し

ている。平成26年の品確法改正では担い手確保対

策が盛り込まれ、最近の国土交通省の施策も建設産

業の担い手対策としての「生産性向上」と「働き方

改革」が大きなウェイトを占め、関係する各種施策

が打ち出され、発注者の意識も大きく変わってきた

が、この５年間で建設産業の若い担い手が増加した

と聞くことはなかったと思う。

教育現場における土木工学科、建築学科等の建設

系専門学科の減少や、採用後においても、休日の少

なさ等処遇に対する不満から離職する者の割合は多

く、経営者からは新規入職者には残業・休日には十

分気を配っているが、早い段階で離職してしまう若

者は依然多く、人材確保にはいまだ多くの困難が

伴っている状況と聞いている。

働き方改革の視点で見ると、現在「週休２日への

取組み」を中心に休日を増やす取組みが行われてい

るが、全建アンケートでは休日取得はほとんどが４

週６休以下にとどまる（図−３）。背景には、民間

発注者の強い要請、工期末が近い、供用予定がある、
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災害復旧・除雪・維持管理など休日も稼働が必要な

工事等が存在していること、同一企業内で発注者や

工事種別が異なることで社員の休暇待遇に差をつけ

ることは難しいなど様々な理由を聞くが、アンケー

トでは約７割が４週８休以上を望んでいることもわ

かる。全建においても就業者の実質休暇を月当たり

１日増加させる「休日月１＋（ツキイチプラス）」

運動を昨年から継続して実施しているが、官民一体

となった各種取組みを足掛かりに、工夫を凝らしな

がら着実に働き方改革を進めていくことが必要と考

えている。

生産性向上については、全建アンケートによれば、

今後のICT活用工事への参加について「積極的に参

加する」との回答が58％あったが、「参加可能な発

注がない」と「様子を見る」を合わせ約40％あり（図

−４）、地方自治体も含め対象工事の拡大がまだま

だ必要と考える。地域建設企業もICT導入に何らか

の形で関与し、技術者の育成等を通じて必要なノウ

ハウを企業内に蓄積する仕組みを構築していくこと

が必要である。また、中小の建設企業の声としては

割高なICT建機導入のための資金、扱う技術者の不

足などを指摘する声も多くある。ICT導入に向けた

各種支援制度と合わせて、コストの安いICT機械の

開発も必要ではないかと思う。

ひ　ろ　ば

6．おわりに

建設産業は自分が作ったものが後世に残るやりが

いのある仕事であると思うが、その魅力を伝える

PRも不足していたと思う。基本的に野外作業のた

め夏は暑く冬は寒い、雨・雪が降れば施工できない

工種がある一方、災害復旧・除雪・維持管理など土

曜・日曜も稼働が必要な現場も存在する。さらに重

層下請構造が基本であり、日給制の作業員が労働力

の多くを占める特殊な業態であることなど、このよ

うな特殊性を考慮した施策を考え、実施することが

重要と思う。

昨年は、建設関係の新たな施策・制度（建設キャ

リアアップシステム、特定技能外国人の受入れ）が

始まり、更に担い手３法の改正や働き方改革関連法

の順次施行など、建設業界にとっては新たな変革が

始まった年ではなかったかと思う。設計労務単価は

７年連続で引き上げられたが、技能者だけでなく技

術者も含めた処遇改善、入職促進・育成・定着のた

めの事業、建設業の魅力発信など、地域建設企業が

安定的な経営を確保し、次世代に経営を引き継いで

いける環境整備に、発注者を含めた関係各機関が一

体となってご協力いただければ幸いである。

Q． 今後のICT活用工事に対する貴社の取組み姿勢についてお聞かせください。

58 20 19 3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

【ＩＣＴ活用工事への取組姿勢】

積極的に参加する 様子を見る 参加可能な発注がない その他

図−４　ICT 活用工事への取組み姿勢
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図－１　位置図

当県道に大規模な道路陥没が発生し通行止めになる
とともに、隣接する国道477号でも法面崩壊が発生
した影響で湯の山地区からの交通が遮断されたこと
により、この地区が陸の孤島と化し、数日間孤立状
態に陥ることになった（写真－２、３）。これらの
ことから、緊急時においても地区住民や観光客及び
物資の移動ルートを確保するために、代替道路の必
要性が高まったものである（図－１）。

1．はじめに
三重県は海と山に囲まれ、自然に恵まれた地域で

あり、紅葉狩りが楽しめる鈴鹿山脈や、風光明媚な
リアス式海岸、日本の渚百選に選ばれた七里御浜海
岸など各地域に様々な美しさがある。また、時代と
ともに刻まれてきた歴史や、長年地域に息づく文化
が各所に色濃く残り、伊勢神宮や世界遺産・熊野古
道などの歴史・文化施設も点在している。
「湯の山かもしか大橋」は、魅力あふれる三重県

の北部、菰野町湯の山地区に位置し、近隣には開湯
1300年の温泉地「湯の山温泉」や、湯の山温泉街
と標高1212mの御在所岳を結ぶ「御在所ロープウエ
イ」があり、観光客で賑わう地域である（写真－１）。

2．事業の目的
湯の山かもしか大橋は湯の山温泉街と国道477号

を連絡する橋梁であり、事業の目的は以下の２点で
ある。
１）緊急時の代替道路機能を確保

当橋梁のある一般県道湯の山温泉線は、菰野町中
心地域と湯の山地区を結ぶ路線である。この地区で
はこれまで何度も豪雨災害に見舞われてきたが、中
でも平成20年９月に発生した豪雨災害においては、

＊三重県 県土整備部 道路建設課 技師　　　　　059-224-2630

命の架け橋「湯の山かもしか大橋」の軌跡　　

＊　稲
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ば

　昇
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ご

ひ　ろ　ば

写真－１　御在所岳の風景

写真－２　県道湯の山温泉線で発生した道路陥没

写真－３　国道 477 号で発生した法面崩落
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２）円滑な交通確保

当県道は湯の山地区にとって主要な生活道路であ
るとともに、湯の山温泉街への観光道路でもある。
特に紅葉時期などには観光客の集中により大渋滞が
発生しており、円滑な交通確保の必要性が高まった
ものである。

3．事業概要
湯の山かもしか大橋は、平成21年度から25年度

までに測量・設計及び用地買収を完了し、同26年
度から30年度にかけて橋梁下部工、同上部工、取
付道路工を実施した。当橋梁の構造は３径間連続
PCラーメン箱桁橋であり、地面からの高さが最大
60m以上と、非常に高い位置への架橋となった。
事業概要及び橋梁諸元は以下のとおりである。
１）事業概要

事 業 箇 所：三重県三重郡菰野町
全 体 延 長：269m
計 画 幅 員：5.5（9.0）m
道 路 規 格：３種４級　２車線
事 業 期 間：平成21年度〜平成30年度
全体事業費 ：約39億円
２）橋梁諸元

構 造 形 式：３径間連続PCラーメン箱桁橋
橋　　　長：269.0m（桁長268.0m）
支　間　長：86.0m＋116.0m＋67.0m
荷　　　重：Ｂ活荷重

4．主な対策事項
１）関係機関との調整

当橋梁は鈴鹿国定公園特別地域内に位置すること
から自然公園法に関する協議が必要となり、ルート
選定時において、自然改変を最小限にすることが重
要な要件であった。そこで、図－３のようなフォト
モンタージュを作成し、完成イメージを分かりやす
くするよう工夫した。また、橋梁本体や高欄等の色
彩、法面緑化方法等についての事前協議にもイメー
ジ図を活用し、分かりやすい表現に努めた。

２）橋梁下部工の施工

施工箇所周辺には旅館、ホテル等の観光施設が多
数立地していることから、基礎工施工時の岩掘削に
おいて、当初は振動・騒音の大きな火薬発破での掘
削を避け、大型ブレーカ破砕を検討した。しかし、
掘削深さが約15mもあり施工に大きな遅れが生じ
ることから、最終的に火薬発破を採用することとし
た。このため、本発破に先立ち、まずは周囲への振
動・騒音の影響を事前把握するため、試験発破を実
施した。試験発破では本施工にて使用する火薬量の
半分程度を用い、発破に伴う振動や騒音を計測し、
その計測結果を基に、本施工時の振動・騒音値を予
測し、それぞれが法令基準値を超過しないことを確
認した。さらに本発破の際は、事前に発破計画を地
元に周知するとともに周辺の安全確保のため、半径
50m以内を立ち入り禁止とし、交通整理員を配置
した。その結果、苦情もなく施工することができた。

図－３　完成イメージ

図－２　橋梁一般図
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３）橋梁上部工の施工

本橋梁では片持ち張出し架設工法を採用したが、
この工法ではバランスの良い支間割の設定が重要と
なる。しかし、河川条件によりＰ１橋脚を理想的な
位置からずれて設置することになり、やむを得ず中
央径間に対し側径間の長い、バランスの悪い支間割
となった。そのため、桁断面が最も小さい中央閉合
部において、張出し架設に伴うケーブル定着部のウ
エブ設置位置と本体構造の鉄筋配置が干渉し、コン
クリート充填不足の懸念があった。このことから施
工時には、コンクリート骨材の通過幅を確保するた
めにウエブの構造を変更し、さらに通常よりも小さ
い径のバイブレーターを使用するなど、コンクリー
ト充填方法を工夫した（写真－４）。設計段階では
どうしても経済性の観点が優先され、本施工時に無
理のある構造となりがちである。しかし、本橋のよ
うに特別な条件を要する場合には、現地での施工方
法も考慮しながら設計を行うことが大切だと感じた。

４）現場施工のアピール

本事業は観光地の中で行われており、現場施工に
ついて、地元の理解を深めてもらうため、何度も現
場見学会を実施した。また、供用開始時には、車両
通行前に橋の上を歩行者天国として開放し、地元住
民や観光客に新しい橋の感触を大いに楽しんでも
らった（写真－５）。

ひ　ろ　ば

5．おわりに
湯の山かもしか大橋は、平成30年８月24日に供

用を開始した。供用後は各地から湯の山温泉街への
主要なアクセスルートとなっている。供用後、これ
までに災害等による県道の通行止めは発生していな
いが、従来の県道に加えて本橋梁があることで、地
区住民や観光客に大きな安心感を与えている。

また、湯の山温泉街までのアクセスが２ルートに
増えたことで交通が分散され渋滞が発生しにくく
なっており、本橋梁開通に合わせてリニューアルし
た御在所ロープウエイとの相乗効果で、観光客数増
加にも寄与している（前年度比４％増）。

今後も湯の山かもしか大橋が地域の安全・安心及
び地域の活性化を担う橋として利用され続けるため、
適切な維持管理に取り組んでいきたい。

φ40マルチ
バイブレータ φ40マルチ

バイブレータ

φ50フレキ
バイブレータ

コンクリートの流れ

突起上部からバイブレータ挿入
下床版下面まで締固め

打設スピード調整
打設杏里社（職員）が判断し
ポンプオペレータへ圧送指示を行う

写真－４　打設状況

写真－５　橋からの眺望を楽しみながら歩く人々

写真－ 6　湯の山かもしか大橋（開通後）
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のために行う「庄内川地区泊地整備事業」の一環で
ある。本工事においては、船舶の航行に影響が無い
よう、庄内川からの堆積土砂を浚渫する目的で、流
下土砂を上流部（図−１上流部）で一時的に貯留す
るポケット浚渫と、金城ふ頭岸壁前面部（図−１岸
壁前面部）の泊地維持浚渫を行う工事である。
【工事概要】
　浚 渫 面 積：約52,700㎡
　グラブ浚渫工：約92,000㎥
　揚土土捨工：約92,000㎥
　マルチビームを用いた深浅測量（３次元測量）

3．ICT浚渫工事のプロセス
１）本工事におけるプロセス

ICT活用工事（浚渫工）においては、調査・測量か
ら設計、施工、検査、維持管理・更新までの建設生
産プロセスにおいてマルチビームで取得した３次元
データを活用するが、今回のICT浚渫工事の試行に

1．はじめに
今回、『平成30年度i-Construction大賞（優秀賞）』

という光栄な賞を弊社が頂けたのは、発注者である
国土交通省の担当職員と、当現場に携わった作業員
の方々のご理解ご協力の結果であり感謝申し上げる
次第である。
現在、国土交通省では労働者減少を上回る生産性

の向上を目指して生産性革命プロジェクトが推進さ
れている。建設現場の生産性向上による魅力ある建
設現場づくりの取組のひとつに「i-Construction」
があり、港湾工事においても生産性向上を図るため
ICT活用への取組が実施されている。本工事は、名
古屋港内の浚渫工事でICTを活用して効果等を把握
するための初の試行（浚渫）工事である。

2．工事概要
本工事は、庄内川からの年間約30万㎥におよぶ

流下土砂による泊地の埋没から名古屋港の機能維持

＊株式会社 おかむら 土木部長　　　　　052-351-4500

新技術レポート

i−Construction 大賞受賞事例紹介
〜ベストプラクティスの水平展開を目指して〜

浚渫工事におけるICT活用への取組

加
か

 藤
とう

  　積
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凡例
浚渫区域

図−１　作業位置図 写真−１　グラブ浚渫船による浚渫状況
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２）データの作成

記録したデータは、ノイズ処理や取得点密度評価・
測深精度評価を行うとともに、鯨瞰図の作成を行う。
３）施工計画

起工測量の結果から浚渫土量の数量計算を自動算
出し設計数量の照査を行う。また、作成された鯨瞰
図（図−３）を用いることで効率的に浚渫するため
の手順等の検討を的確に行う事ができ施工計画を立
案する事が出来た。

４）施　工

本工事におけるグラブ浚渫船の施工については、
既往の浚渫施工管理システム（写真−３）を用いて
作業を行った。

５）検　査

これまでの検査は、印字された紙により確認を
行っていたが、出来形測量（マルチビーム測深）か
ら得られた鯨瞰図等の情報をモニターで映し出す事
ができる為、任意の箇所を表示させ出来形を確認す
る等検査の効率化を図る事ができた（図−４）。

おいては、施工前と施工後の段階においてマルチ
ビームで取得した３次元データの活用を行った。
【施工プロセス】４つの段階
①３次元起工測量（マルチビーム測深）
②３次元数量計算
③３次元出来形測量（マルチビーム測深）
④３次元データの納品
２）マルチビーム測量について

マルチビーム水深測量は、図−２のように、航行
と直角方向に扇状にビーム（超音波）を発射するこ
とで短時間に広範囲の測量をすることが出来る。マ
ルチビームによる測量時の測深位置や船位は測量船
に設置したGNSS（全世界的衛星測位システム）に
よりリアルタイムで測定するとともに、動揺セン
サーで船の揺れ補正を行い精度を高めている。取得
した海底面の３次元データに設計図書の浚渫区域を
設定することにより数量計算まで自動処理されるた
め、人工の削減といったメリットがある。

4．ICT浚渫工事の内容
１）マルチビームによる起工測量

測量船内では、リアルタイムで更新される測量船
の位置と水深データ（深度を色分け）のモニター画
面（写真−２）に基づき船長が操船を行う。

図−２　マルチビームによる水深測量

図−３　起工測量　鯨瞰図

写真−３　浚渫施工管理システム

写真−２　位置及び水深モニター画面
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６）結果考察

今回、既存の施工管理システムにICTを活用し水
中部を可視化したデータを利用することで、特に薄
層（土厚0.7m以下）区域の作業効率が向上し、浚
渫期間を約３割短縮するなど現場の生産性向上が実
現出来た。

5．ICT施工の取組拡大に向けた課題
１）マルチビーム測量のメリット

①�マルチビーム測深で得られた３次元データによ
り、詳細な海底地形が把握できる。

②�取得点密度が高いため、浚渫区域において浚渫
区域が点在している薄層浚渫では、工程短縮等
の効率化が図れる。

③精度の高い浚渫土量の算出ができる。
④�専用ソフトにより、数量計算等のデータ解析が
容易にできる。

⑤�水路測量を兼ねた出来形測量を実施することに
より、測量回数が低減できる。

２）マルチビーム測量のデメリット

①�マルチビーム測深に必要な機材が多いため、艤
装に時間がかかる。

②�マルチビームソナー及び周辺機器、データ解析
のための専用ソフト等を整備する費用が高価な
ため、外注に頼らざるを得ない。

6．おわりに
水深図の作成や土量計算等従来１日を要する作業

が２〜３時間で行える効果がある反面、ノイズ処理
等に３日間要するなどデータ数が膨大であることに
起因する課題が明らかになった。このような課題に
対応するために、マルチビームで得られたデータの
ノイズ処理は自動化し、使い易くしていく必要があ
ると考える。また、施工において活用していくため
にも演算処理速度を高めるなどして測量作業中にリ
アルタイムで３次元化した海底面を確認できる仕組
みを実現する必要がある。
これが実現されれば、浚渫船のオペレーターは可

視化された海底面を見ながら掘ることが可能となり、
現在の施工のあり方に変革が起こるかもしれない。
そのためにも現場のニーズをしっかりと捉え、全面
的なICT活用工事の実現に向けた取組を今後も行っ
ていく必要があると考える。

＜引用文献＞
　「名古屋港の浚渫工事における ICT活用の取組につ
いて」（中部地方整備局管内技術研究発表会）

図−４　従来測深とマルチビーム測深の対比

③�出来形測量において、出来形の良否判定
に時間がかかる。

３）ICT工事に対する取組

名古屋港初のICT浚渫工を施工した企業と
して、本工事を通じて得られた知見や課題に
ついて社内教育の充実（写真−４）を行うと
ともに、地元企業等に向けた情報発信も積極
的に行い、名古屋港におけるICT浚渫工の
トップランナーとしてICTの普及に取り組ん
で行きたい。

写真−４　社内教育
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と道路盛土の土留め擁壁（以下「翼壁」という。）
とが一体化した構造物を築造する函渠工等を施工す
るなどしたものです。そして、開発建設部は、施工
箇所の基礎地盤が泥炭等の軟弱地盤であることから、
函渠の基礎を杭基礎にすることとして、基礎杭（外
径300㎜、杭長30mのPHC杭４本）を施工してい
ました。
開発建設部は、本件工事の設計を「土地改良事業

計画設計基準　設計「水路工」」（農林水産省農村振
興局監修）、「杭基礎設計便覧（平成18年度改訂版）」
（社団法人日本道路協会編。以下、これらを合わせ
て「基準」という。）等に基づいて行っています。
基準等によれば、函渠の設計に当たっては、自重、

活荷重、積雪荷重等の函渠に作用する荷重を適正に
組み合わせて構造計算等を行うこととされています。
また、杭基礎については、杭には上部構造等から各々
の杭頭部に伝達される鉛直荷重等が作用し、これら
の外力に対して所要の安全性が確保できるように設
計する必要があることとされており、杭基礎の設計
においては、杭１本当たりの杭頭部に作用する鉛直
荷重が杭１本当たりの許容鉛直支持力以下であるこ
とを確認すること（以下「許容鉛直支持力の照査」
という。）とされています。
開発建設部は、本件工事の設計に当たり、許容鉛

直支持力との照査を行い、杭１本当たりの鉛直荷重
を347.0kNと算定し、これが杭１本当たりの許容
鉛直支持力384.3kNを下回ることから設計計算上
安全であるとして、これにより施工していました
（図−１）。
これについて検査したところ、次のとおり適切と

は認められない事態が見受けられました。
開発建設部は、杭基礎に作用する荷重の算定に当

1．はじめに
今月からは、令和元年11月８日に公表されまし

た平成30年度検査報告からの事例紹介となります。
平成30年度検査報告の公共工事全般の指摘の傾向
をみると、不当事項、処置済、処置要求といった全
体件数については、平成28年度から減少傾向だっ
たところ、平成30年度は過去10年間のうち３番目
（１番は平成25年度）の件数にまでV字回復してし
まいました。このうち、手直し工事や国費の返還な
どを伴う不当事項は、全体の傾向と同様に過去10
年のうち３番目の件数となり、その事態別の内訳で
は、設計、積算、施工のいずれの事項も過去10年
間で最多の件数となりました。そして、分野別では、
価格や積算に関する分野、港湾工事、東北の復興関
連の分野と、引き続き安心・安全からの観点による
近年の自然災害等に関連した分野に対する指摘が目
立ちます。公共工事に携わる読者の皆様におかれま
しては、紹介事例と同様の指摘を受けることのない
ように参考にして頂ければ幸いです。
今回は、農林水産省関係の事業で函渠の杭の設計

不適切とため池廃止工事の計画不適切の２事例を紹
介します。

2．基礎杭が分担する重量は均等ではない
開発建設部は、平成27、28両年度に、北海道Ｓ

郡Ｓ地区において実施する国営総合農地防災事業と
して、「Ｓ地区排水路上流工区工事」に係る請負契
約を一般競争契約により、株式会社Ｋ建設との間で
契約額169,992,000円で締結しています。
本件工事は、地区内の排水路の整備を行うととも

に、農業用車両が排水路を横断できるようにするた
め、函渠（内空断面の幅2.6ｍ、高さ2.0ｍ、延長5.7m）

＊元会計検査院 農林水産検査第４課長　　　　　

＊芳
は

 賀
が

  昭
あき

 彦
ひこ

会計検査の指摘事例とその解説（85）

会計検査情報
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たり、積雪（積雪深1.6m）による積雪荷重が作用
する場合に最大の鉛直荷重が生ずると想定していま
した。そして、杭基礎の設計に当たり、函渠、翼壁
等の自重による荷重等に積雪荷重を組み合わせた総
荷重を、函渠の左岸側と右岸側に２本ずつ対称に配
置した計４本の基礎杭に均等に分担させることとし
ていました。
しかし、翼壁の構造は左岸側と右岸側で異なって

おり、その重量は左岸側（199.5kN）が右岸側
（131.6kN）と比べて著しく大きいため、基礎杭
に作用する荷重は左岸側が右岸側より大きいものと
なっていました。また、開発建設部は積雪荷重以外
の農業用車両等の通行による活荷重等の考慮すべき
荷重の組合せについて許容鉛直支持力との照査を行
うべきであったのに、これを行っていませんでした。
そこで、翼壁の左右の重量差を考慮した上で、改

めて考慮すべき荷重の組合せについて許容鉛直支持
力との照査を行ったところ、活荷重が作用した場合
の左岸側の基礎杭１本当たりに作用する鉛直荷重は
505.1kNとなり、許容鉛直支持力384.3kNを大幅

に上回っていて、設計計算上安全とされる範囲に収
まっていませんでした（図−２）。
したがって、本件函渠は、杭基礎の設計が適切で

なかったため、所要の安全度が確保されていない状
態になっていて、工事の目的を達しておらず、これ
に係る工事費相当額11,022,308円が不当と指摘さ
れました。
このような事態が生じていたのは、開発建設部に

おいて、委託した設計業務の成果品に誤りがあった
のに、これに対する検査が十分でなかったことによ
るものとされています。
取材を行ったところ、設計コンサルタントは、積

雪荷重を載荷させた場合が最大鉛直荷重を生じさせ
るものと思い込んでいたようで、調査官が函渠の構
造計算及び杭基礎の安定計算を確認したところ、函
渠の底版に作用する杭反力の数値と杭頭部に作用す
る鉛直荷重が整合していないことを確認したことが
本件の発端となったとのことです。手直し工事は、
函渠の左岸側と右岸側にそれぞれ張り出しを設けて、
左岸側は３本、右岸側は２本の杭の増し打ちを行う
とのことです。

3．池底の位置を確認せずに排水路の高さを
決定
この補助事業（農村地域防災減災）は、O県が、

平成29年度に、Ｋ市第１地区において、農地の遊
休化により水需要がなくなるとともに老朽化が進む
など管理が困難となっていて、決壊した場合に下流
の家屋等へ被害が生ずるおそれのあるため池４か所
について、Ｋ市からの要望に基づき、堤体が決壊し
た場合の浸水被害を防止することを目的として、た
め池としての機能を廃止する工事（以下「廃止工事」
という。）を事業費23,801千円（国庫補助金23,800
千円）で実施したものです。
そして、上記４か所のため池のうちＳ池（貯水量

29,600㎥）の廃止工事は、ため池に水が貯留しな
いように、堤体の一部を開削するなどして、そこに
Ｕ型水路（内空断面の幅0.45m、高さ0.45m）と張
コンクリート等から成る排水路（延長33.5m）を設
置するものです（図−３）。

図−１　当局の設計計算による函渠工の概念図

図−２　適切な設計計算による函渠工の概念図
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このような事態が生じていたのは、同県において、
本件工事の計画に当たり、排水路の設置高さを適切
に決定するための検討が十分でなかったことなどに
よるとされています。
本件については、池の状況を熟知している管理者

に池底近くまで水位を下げるよう指示していたので、
貯水位以下の状況まで確認する必要はないと考え、
水面から露出している範囲しか測量しなかったよう
で、担当調査官は、現地確認の重要性を力説してい
ました。発端としては、工事図面を確認したところ、
図面どおりに施工した場合、完成後においても相当
量の水が貯留される設計となっていたことから、各
方面の検査確認が進められたようで、手直し工事は、
埋土して池底の高さを上げるとともに、堤体を更に
深く開削した上で水路を再設置するなどの工事を行
うようです。

4．おわりに
令和２年次の検査は、昨年の11月頃から始まっ

ています。この２月を過ぎると今年の狙いなどが定
まってきますので、この間の受検の際に誤解や説明
不足などがある場合は、年度末までに積極的な対応
をしておくべきです。

同県は、Ｓ池の廃止工事の実施に当たり、
農村地域防災減災事業実施要領（平成25年
24農振第2118号）等に基づき事業計画を策
定しています。そして、同県は、事業計画の
策定に当たり、Ｋ市から、Ｓ池には、堤頂か
ら4.25m下方の水位（以下「現況水位」とい
う。）まで水が残留しているが、取水孔（注１）
を開けて可能な限り水位を下げているとの報
告を受けたことから、実際の池底の位置を確
認しないまま、現況水位において残留してい
る水量は下流に被害を与えるほど多いもので
はないと想定して、U型水路の天端が現況水
位に一致するように排水路の設置高さを決定
していました。
しかし、ため池の管理台帳によると、Ｓ池

の堤高は10.5mとされており、池底の位置に
よっては、池底から現況水位までには相当程度の水
量が残留していることも考えられることから、上記
のＫ市からの報告のみにより残留している水量を想
定したのは適切でなく、実際の池底の位置を確認し
て、排水路の設置高さを決定すべきでした。
そこで、実際の池底の位置を深浅測量（注２）に

より確認したところ、泥状の堆積土を考慮しても、
池底（最深部）は現況水位より4.88m低い位置となっ
ていました。そして、流量計算及び氾濫解析により、
堤体が決壊した場合の下流の家屋等への影響を検討
したところ、豪雨時において、ため池には17,200㎥
の水量が貯留され、堤体の決壊により下流域に浸水
被害が生ずるおそれがある状況となっていました。
したがって、本件工事のうちＳ池の廃止工事（工

事費相当額3,978,725円）は計画が適切でなかった
ため、堤体の決壊による浸水被害の発生を防止でき
ない状況となっていて、補助の目的を達しておらず、
これに係る国庫補助金相当額3,978,551円が不当と
指摘されました。
（注１）�取水孔　ため池に貯留されている水を取水するため

の施設の一部であり、水位に応じて取水が行えるよ
うに、堤体の法面に沿って埋設されている斜樋に、
複数の孔と開閉栓を上下方向に設置したもの

（注２）�深浅測量　測量器具等を使用して、池底、河床等の
深さを求める測量

図−３　ため池廃止工事の概念図
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FRP製浄化槽が設置中に浮上した

事例の概要

FRP製浄化槽の設置工事で、山留に鋼矢板

を採用しました。浄化槽の据付が完了し山砂

と発生土で埋め戻した後、バイブロハンマで

鋼矢板の引抜きを行ったところ、浮上防止バン

ドが破断して浄化槽が浮上してしまいました。

原因

鋼矢板は水密性が高く、雨水が山留内部に

かなり浸透した状態で鋼矢板の引抜きを行っ

たため、ハンマの振動により液状化現象が起

きたことによるものです。

対応策と教訓

①浄化槽を掘り返し、損傷がないことを確認

のうえ再設置を行いました。山留内部には、

雨水が入らないよう養生し、鋼矢板を抜き

始める時は埋め戻し部の状況を確認しなが

ら数回に分けて引き抜くなど、液状化をさ

せないための工夫が必要です。

②浄化槽本体にかなりの浮力が働くので、鋼

矢板の引抜き時には浄化槽内部を満水状態

にしておくことも重要です。

※�浄化槽の設置工事は、「浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令」に定める
基準に従って都道府県知事の登録を受けた工事業者が行い、浄化槽設備士が実地に監督するか、又は自
らが工事を行わなければなりません。

解説図
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国土強靭化

我が国は、国全体として最悪の事態に事前
に備えることにより、従来の防災の範囲にと
どまらず、国土政策・産業政策も含めた総合
的な対策である「国土強靭化」の取組みを進
めている。

これまで数多くの災害による甚大な被災の
都度、長期間をかけて復旧・復興を図るとい
う事後対策を繰り返してきた。こうした中、
東日本大震災の想像を超えた悲惨な事態を目
の当たりにし、平成25年12月に国土強靭化
基本法を制定し、同法に基づき「国土強靭化
基本計画」を閣議決定した。さらに毎年度の
国土強靭化アクションプランを策定して政府
一丸となった取組みを推進するとともに、都
道府県・市町村による国土強靭化地域計画の
円滑な策定に向けた指針として国土強靭化地
域計画ガイドラインの作成を進めてきた。

平成30年７月豪雨、平成30年台風21号を
はじめとする近年の自然災害の教訓を踏まえ、
平成30年12月に基本計画を見直すとともに、

「重要インフラの緊急点検の結果及び対応方
策」、特に緊急に実施すべきハード・ソフト
対策については「防災・減災、国土強靱化の
ための３か年緊急対策」を取りまとめた。

この３か年緊急対策で取り組む対策は、防
災のための重要インフラ等の機能維持と国民
経済・生活を支える重要インフラ等の機能維
持とに大別される。前者としては、⑴大規模
な浸水、土砂災害、地震・津波等による被害
の防止・最小化⑵救助・救急、医療活動など
の災害対応力の確保⑶避難行動に必要な情報
等の確保といった対策がある。後者としては
⑴電力等エネルギー供給の確保⑵食料供給、
ライフライン、サプライチェーン等の確保 
⑶陸海空の交通ネットワークの確保⑷生活に
必要な情報通信機能・情報サービスの確保と
いった対策がある。この３か年緊急対策は事業
規模としておおむね７兆円程度を目途に、令
和２年度までの３か年で集中的に実施している。

黒　先

玉
香

金
歩 歩竜

出題　土井　誠　八段

〔ヒント〕
急所が２か所目につきま
すが、さてどっち？

〔あなたの棋力は？〕
５分………………初段
（解答は63頁）

後
手
　
持
駒
　
な
し

出題　石田　和雄　九段

〔ヒント〕
３三の金を入手しての
詰め上り。

〔あなたの棋力は？〕
５分……………二段
10分……………初段
（解答は63頁）

先
手
　
持
駒
　
飛
金
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東　京地区連の頁

1．はじめに
埼玉県秩父市にある浦山ダムと滝沢ダムを管理す

る荒川ダム総合管理所においては、令和元年９月
12日に国土交通省関東地方整備局二瀬ダム管理所
とともに、ちちぶエフエム株式会社（以下「ちちぶ
FM」という）と「災害情報の放送に関する協定」
を締結した。この協定では、ダムからの放流を行お
うとする場合などの防災情報をちちぶFMに提供し
て放送を要請し、通常の番組に優先して災害情報を
無償で放送すること。また、災害時の対応に備える
ため、平時より相互に協力し防災知識の普及促進活
動にも協力することとなっている。本稿では、協定
締結に至った経緯と台風第19号での対応について
紹介する。

2．協定締結の背景
ちちぶFMは、コミュニティFMとして地域密着

はもとより防災・災害放送では地域と緊密な連携を
保つことを目指して設立されたものである。ちちぶ
FMの放送は、ラジオ以外で秩父市が主として高齢
者世帯に無料で貸与している防災無線の受信機でも
聴くことができ、雨戸を閉め切った室内で放送を視
聴できるという点において、情報伝播に確実性があ
ると言える。このため、平成30年12月に国土交通
省でとりまとめられた「異常豪雨の頻発化に備えた
ダムの洪水調節機能に関する検討会」の提言で述べ
られている住民等の主体的な避難の促進のためにも、
FMを利用したダム放流に関する防災情報等の周知
に非常に役立つものと考えたものである。

3．台風19号とエフエム放送
令和元年10月に日本に上陸した台風第19号では、

浦山ダム及び滝沢ダムにおいて既往最大の流入量と
なり防災操作を行った。この時、放流通知のFAX
はちちぶFMにも送付しており、通知が届く度に直
ちに放送されることで注意が促された。なお、台風
が上陸する前には職員がちちぶFMを訪問し、キャ
スターに対しダムからの放流方法と放流通知の見方
について説明を行うとともに、職員が生放送に出演
してダムからの放流の際の注意事項の説明を行った。

4．より正確で伝わりやすい情報提供のために
台風第19号の対応を踏まえ、「災害時におけるダ

ムとコミュニティFM放送局の役割」と題した座談
会を12月５日に行い、当時の緊迫した状況を放送
局と共有したほか、異常洪水時防災操作（いわゆる
「緊急放流」）におけるダムからの放流について説
明した。さらに、将来の大規模災害の発生に備え、
ちちぶFMなどを通じた積極的な情報の収集により
命を守る行動をとってほしいことを伝えた。なお、
座談会の様子はラジオ放送されるとともに、ちちぶ
FMが発行する雑誌にも掲載された。

最後に、荒川ダム総合管理所においては、引き続
き「正しく・理解しやすく・判断しやすい」情報伝
達を行うための検討を行っていくとともに、「逃げ
遅れゼロ」とするために、ちちぶFMなど関係機関
との連携を強化してまいりたい。

（独立行政法人 水資源機構 荒川ダム総合管理所
　川﨑 忠成）

─水資源機構─

コミュニティエフエムを活用した防災情報の提供について
浦山ダム・滝沢ダム

協定書締結式

座談会の様子
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東　京地区連の頁

1．はじめに
学部時代、横浜で建築・都市デザインを専攻して

いた私が卒業する月、東日本大震災が発生した。本
格的な設計活動を開始する野望を抱いて大学院へ入
学する直前の出来事で、逡巡の末、大学院では、仙
台の大学と地元行政機関との連携による漁村のマス
タープランづくりや復興交付金を活用した復興ビ
ジョン策定、まちづくり支援などに携わった。

建築における与条件は、敷地や立地、近隣との関
係、法規などの規制やコスト、技術的条件である。
いかに規制を潜り抜け、条件を使いこなして設計す
るかに情熱を燃やす設計者もいるが、復興計画にお
いては、規制の有無が意味をなさず、新たな規制が
作られるなど、拠り所となる与条件が次々に変化し
ていくような現場であったと思う。

このような状況下、計画プロセスは、まず条件を
整理することから開始しなければならなかった。だ
が、一瞬にして生活の拠点を奪われた住民の皆様の
前に立てば、目前の生計、最終的な生活の形を求め
られた。かつての漁村の歴史を踏まえた望ましいビ
ジョンの構築、制度やその他の条件整理、復興の最
終形の設計（＝デザイン）を同時に求められる過程
においては、模型が非常に有効なツールであったし、
これを得意とする建築家の職能を肌で感じた。

この過程における重大な発見は、条件ばかりを意
識して最終形を考案しても、魅力は生まれないこと、
むしろ、望ましい最終形に向けて条件を作り変える
思考が何よりも重要だ、ということである。これは、

制度を司る水産庁職員と現場で出会ったことによる
発見であり、私が国の仕事を志した何よりの理由だ。

2．現在の業務
入省６年目だが、建築・土木の専門分野よりも、

ISO9001やISO14001などに代表される民間規格・
認証、国際標準関係の業務を５年連続で担当している。

現在の企画課では、水産エコラベルという、
FAO（国連食糧農業機関）が定めた漁業・養殖業
の持続可能性を担保する仕組みを推進している。多
様性に富んだ海を有する日本の水産業界の取組を、
世界に訴えかけつつ、国内の事業者の取組も促進す
るための環境を整えることが業務の本質であると考
えている。

3．今後の抱負
私の業務における姿勢は、ビジョンを描きつつ、

そこを目指して今あるべき姿を実現できる環境（＝
与条件）を整える（＝設計する）ことである。条件
が無ければ、現場が苦しむ状況を体験した身として、
この志を大切にしたい。

昨年、水産庁所管の漁業法が改正された。この時
はロジ担当だったため、内容はほとんど関与できな
かったが、今後も国にしかできない制度設計に、ビ
ジョンを携えて、関わっていきたいと思う。

７年ぶりに修士論文を開いた。自分の原点を振り
返る機会をいただけたことに感謝したい。

（水産庁 漁政部 企画課　浜辺 隆博）

─若手技術者のコーナー─

与条件を設計する

模型を元に計画を説明する筆者

タイ漁業省を表敬訪問（左から２番目）
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全建NEWS

第２回技術者連携交流分科会が
開催されました

─技術者連携交流分科会─

第660回建設技術講習会を徳島市で開催

令和２年１月14日（火）協会会議室において、

吉岡大藏委員長（国土交通省大臣官房技術調査課技

術企画官）はじめ委員７名の出席のもと、技術者連

携交流分科会が開催されました。

分科会では、下記の議題について討議を行いました。

議題１．�連携交流に関するヒヤリング結果の報告

について

議題２．�建設技術関係者が抱える課題及び連携交

流を進める上での課題について

議題３．連携交流に向けた今後の取組みについて

ー主な意見

　・�連携交流のメリットとしては、他機関の取組み

内容を知ることができ、自分の取組みを見直す

良い機会となる。課題としては、そのような情

報が伝わってこない、伝えているつもりが十分

伝わっていないと感じている。

　・�女性だけの公務員と民間の集まりの場において、

将来結婚した時にどうやって仕事を続けていけ

ばいいのかなど、いろいろな話ができたことが

よかったとの意見があった。

　・�若い人には、新しいことを自分で考えて、自分

で切り開いた経験がやりがいにつながるが、そ

ういうことに時間をかけさせてあげられないと

いうのが現状である。

　・�入札契約など個別の政策分野ごとには交流や調

整を行うスキームはあるが、若手技術者や女性

技術者など技術者という単位で見て、ベースを

底上げするような連携交流のスキームがあれば

良いと思う。

　・�気軽にアプローチできて、同じような悩みを抱

えている人同士が理解し合えるようなものも、

第660回建設技術講習会が、徳島市で令和２年１

月22日（水）〜24日（金）の３日間、「これからの

公共事業と建設技術者のあり方」をテーマに、全国

から347名の参加を得て開催されました。

講習会初日は、下記の２講演と大石久和会長を

コーディネーターに若手職員３名、先輩職員３名に

よるパネルディスカッション「新しい時代における

講演の様子
大石久和会長

現場研修の様子
「四国横断自動車道建設事業（新直轄）」

一つの連携交流のあり方ではないか。

　・�どういう分野で交流したいかということもボト

ムアップによって、メニューを作っていく仕組

みがあると良いと思う。
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全建NEWS

Dr.クマの“健康のヒント”Dr.クマの“健康のヒント”

心臓突然死のこと

若く健康そうであった人の突然の訃報に驚くこと

がある。事故やもともと持っていた病気によるもの

で、まず考えられるのが心臓突然死である。心臓の

血管の病気、心筋の病気から不整脈によるものまで

幾つかの原因があるが、不整脈によるものは後から

見ても診断がつかないという点で問題だ。亡くなっ

た後に解剖して心臓を詳しく見ても不整脈の証拠は

みつからない。それまでに記録されていた心電図や

血縁者の病気を参考にある程度想像がついたとして

も、確定はできない。まれに致死的な不整脈を起こ

す病気として、ブルガダ症候群、先天性QT延長症

候群という病気があり、症状や心電図で診断される

例が増えてきている。昔からポックリ病と呼ばれた

もの、水泳時に突然死亡してしまった例などはこの

ような病気によるものと考えられている。疑わしい

心電図波形を示す若年者は意外に多いが、そのうち

のごくわずかな部分に致死的不整脈がおきるとされ

ている。まだ遺伝子のみで診断可能なほどではない

が、最近の診断精度は高まっている。もし、健診で

ブルガダ型やQT延長などの心電図異常を指摘され

た場合、必ずしも病気であるわけではないものの、

念のために専門病院を受診し、リスクがあると判定

されれば治療を行うことがいいだろう（今回から担

当変更とのこと、長年担当頂いたKさんありがとう

ございました）。

（北里大学�医学部 教授　熊谷 雄治）

公務員技術者の使命」が行われました。この詳しい

内容については、月刊「建設」に掲載する予定です。

⃝インフラが再建する経済・財政

⃝記者を動かす広報資料とは

講習会２日目は、下記の４講演と講習会３日目の

現場研修で視察する地域事業の事前紹介が行われま

した。

⃝�社会経済システムのイノベーションを創出する

道路

⃝�社会資本整備を巡る状況と未来を拓くリーディン

グ・プロジェクト

⃝�これからの社会資本マネジメントに関する取り

組みについて

⃝�頻発化・激甚化する水災害への備え

⃝�地域事業の紹介　３事例

講習会３日目の現場研修は、226名が参加して「四

国横断自動車道建設事業（新直轄）」、「津田インター

線整備事業・津田地域活性化整備事業」、「長安口ダ

ム改造事業」について現地で説明を受けました。

また、１日目の講習終了後、「参加者同士の交流会・

講師との意見交換会」を85名の参加をいただいて

開催しました。地元の料理とお酒をいただきながら、

参加者同士の活発な意見交換が行われ、盛況のうち

に終了となりました。
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◎ 現在のお申し込みは 3,762名 と 昨年の同時期より多くの会員の皆様が申し込まれています！！

この保険は、毎月１日付の中途加入をいつでも受け付けています（保険料は月割り計算）。

◎ 全建ホームページ（http:www.zenken.com/）の「建設系公務員賠償責任保険制度」をぜひ、

ご覧下さい！ 2019 年度新規パンフレットをご覧いただけるほか、インターネット
によるお申し込みができます！！ そのほか「よくあるＱ＆Ａ」も備えています。

＝異動のあった皆様へお願い＝
人事異動等により、地方協会の変更があった場合は、異動先（派遣先）の地方協会において、

引き続き全建会員としての入会（継続）手続きを忘れずにお願いします！

また、地方協会や所属など、お申し込み時から変更がありましたら、下記取扱代理店へご連絡ください。

どうしますか？!

・インフラの管理瑕疵で･･･ ・入札契約で･･･

「2019 年度建設系公務員賠償責任保険制度」中途加入受付中！

2 月刊建設19−11

私達が住んでいる日本の国土はどのような特徴があるのでしょうか？
国土についてのクイズを出題します。クイズにお答えいただき、あわせて月刊「建設」の記事についての感想、実施してほしい企
画の希望などをお寄せください。正解された方の中から選定のうえクオカード（500円分）を進呈致します。

日本は雪の多い国のひとつです。雪が多く降るために交通が混乱したり、産業の発展
が遅れるなど、人々の生活に困ることがあります。日本の法律では、雪が特に多い地域
を「豪雪地帯」指定して特別に補助していますが、どれくらいの人口が「豪雪地帯」に
住んでいるでしょうか？
１．およそ1000万人
２．およそ2000万人
３．およそ3000万人
４．およそ4000万人

ねぇ知ってる？！日本の国土のこと

クイズにチャレンジ！

１月号クイズ答え
２. の日本の人口の

およそ２分の１ でした。

１．応募締切
　　月刊「建設」最新号到着からその当該月末日まで
２．解答方法
　　�右下のQRコードをご利用いただくか、全建HPの「ねぇ知ってる?!日本の国土のことクイズにチャレンジ！」のバナーをク

リックしていただき、解答してください。なお、ご意見・ご感想・お名前をご記入下さい。
　　※タブレットPC、スマートフォンからも解答できますが、従来型の携帯電話からは解答できません。
　　※�管理の都合上、下記問合せ先（kensetsu@zenken.com）からのご応募は対応しかねますのでご遠慮く

ださい。
３．当選発表
　　当選された方にはメールでご連絡させていただきますが当選者は全建会員の方に限定いたします。
４．問合せ先
　　一般社団法人�全日本建設技術協会��事業課�　峯脇・中嶋
　　TEL：03−3585−4546／E-mail：kensetsu@zenken.com

（協力：一般財団法人国土技術研究センター）

問 題

※�たくさんのご応募をいただきありがとう
ございます。

　クイズの正解は次号にて発表します。
　お楽しみに！！

維持管理のアセット
マネジメントの事例
が勉強になったにゃ
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委　　員	 福田	 隼登
	 中沢	 優也
	 坂ノ上	有紀
	 小澤	 悠
	 金子	 陽輔
	 林	 昌宏
	 道谷	 健太郎
	 上野	 巧
	 荒木	 洋平

委　　員	 岩川	 万丈
	 藤木	 睦雄
	 松井	 大生
	 上小林	達弥
	 久保	 宏満
	 市川	 雅代
	 萩原	 正幸
	 桑嶋	 健
	 三輪　	晴文

（令和２年２月１日現在）

本号の特集では、「社会資本の戦略的維持管理〜維持管理のアセットマネジメント〜」をテー
マとして、道路、河川、公園、下水道等の維持管理の取組みを紹介いただきました。執筆者の
皆様には、業務ご多忙のなかご協力いただき、ありがとうございました。この場を借りて御礼
申し上げます。
笹子トンネルの事故をきっかけに始まったインフラ老朽化対策も、それぞれの分野で多くの

事例が作成されつつあり、近年の人工知能やドローンといった最新技術を活用した維持管理の
研究開発も進んできています。
また、経済財政運営と改革の基本方針には、「インフラの統廃合や広域的な取組みの推進」、

「予防保全の徹底によるライフサイクルコスト低減」といった方針も示され、現在の取組みに
とどまらず、更なる高度な取組みが求められている現状です。
しかしながら、町の約３割、村の約６割で橋梁保全業務に携わる土木技術者が存在しないな

ど、維持管理を担う体制は決して万全なものではなく、国よる支援など、インフラ老朽化に携
わる人材が総力戦で現在の厳しい状況に向き合っていく必要があります。
今回ご紹介頂いた取組みは、各施設を代表する先進的な事例となっています。これらを参考

に、各地での横展開や発展的取組みにつながることを願っております。
	 （委員長　関	信郎）

（発行数61,100部）
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一般社団法人
全日本建設技術協会
令和元年度理事・監事等構成

会　　長 大石 久和

副 会 長 寺本 邦一
小川 富由
小原 恒平
三浦 　隆

理　　事 西植 　博
松本 直也
藤井 元生
宇賀神 義宣
天沼 宇雄
和田 　眞
御園 直樹
猿田 佳三
梅澤 賢一
江幡 光博
長繩 知行
服部 洋平
阿部 雅昭
片山 秀樹
王丸 義明
山口 直宏

専務理事 泊 　宏

常務理事 西成 秀幸

監　　事 染矢 康弘
青木 秀幸

編集後記

委　員　長	 遠藤	 仁彦

副委員長	 吉岡	 大藏
	 永野	 正千
	 古堅		 宏和
	 大坪	 祐紀
	 関	 信郎
	 三宅	 雅樹
	 出水	 孝征

月刊「建設」編集委員	────────────────────────────────

あなたも投稿してみませんか
「月刊建設」では若手技術者のための記事（「若手技術者のコーナー」）を募集しています。会員の皆様か
らのたくさんの応募をお待ちしています。
　なお、募集内容等詳細については、各地方協会あてに文書をご送付してありますので、各地方協会全建担
当者及び全建本部事業課までお問い合わせ下さい。

〈正解〉

〈失敗〉

21
3

2
13
4

黒１の方が正解です。白
２ツギの一手ですが、そ
こで黒３ハネが好手。白
はダメヅマリのため手が
出せません。

黒１オキも正解に見えま
すが、白２と抵抗されて
コウとなっては失敗です。

詰碁解答 （問題は57頁） 詰将棋解答 （問題は57頁）

〈正解〉
２一金 同玉 ３一飛 １二玉 ３二竜 同

金 同飛成 ２二歩 ２三金までの九手詰め。

〈解説〉
　初手 ２一金が打ちずらい手。 ２三玉なら

２二飛以下早詰み。三手目 ３一飛がこの一
手の好手。 同玉なら ３三竜以下駒余り。
　五手目 ３二竜が実戦的な攻めで以下は金を
逆用して詰め上がります。



会員だより会員だより

「会員だより」の投稿を募集
月刊「建設」に関する意見・感想・要望、その他の全建活動（建設技術講習会、伝承プロジェクト、公務員賠
償責任保険等）に関する意見・感想・要望、業務上の悩み等をお寄せください。お寄せいただいた意見等は、
今後の編集等の参考にさせていただきます。月刊「建設」の「会員だより」に掲載させていただいた場合は、
クオカードを進呈いたします。詳細は全建HP上のバナーをクリックするか、下記のQRコードを
読み取ってください。たくさんのご応募をお待ちしております。

一般社団法人全日本建設技術協会　事業課　峯脇・中嶋
TEL：03-3585-4546／E-mail:kensetsu@zenken.com　

12 月号の「パネルディスカッション（新しい時代における公
務員技術者の使命―前編―）」を読んで、若手職員が抱えてい
る悩みなどを参考にさせていただきました。若手職員の悩みや
不安を少しでも解消できるようコミュニケーションをとりなが
ら接していきたいと思います。� 匿名希望（市町村勤務、54）

12 月号の「パネルディスカッション」では、どこの職場も同
様の悩みや問題があることが良くわかりました。現場に行く時
間がない、若手の技術力低下などは組織として重要な課題だと
思います。� 匿名希望（都道府県勤務、45）

私の職種は建築ですが、12 月号の「特集（社会資本のストッ
ク効果）」はとても興味深い内容で、じっくりと読ませてもら
いました。� 匿名希望（都道府県勤務、58）

11 月号の「表紙」の長安口ダムの放流状況は大迫力ですね。
当たり前の日常がダム等により災害から守られていることを一
般の方にも理解してもらうことが大切だと思います。
� 匿名希望（都道府県勤務）

11 月号の「特集（地域活性化の推進）」では、様々な地域活性
化の取り組みが紹介されており参考になりました。地域の中に
いると気が付かないような地域の魅力をいかに発信するかが重
要だと感じました。� 匿名希望（都道府県勤務、51）

11 月号の「災害査定の留意点」では、死に体
4 4 4

に関して事例を
あげて説明されており、大変参考になりました。
� 匿名希望（市町村勤務、30）

技術士は個人的に興味がある資格でしたので、11月号の「技
術資格試験合格体験記」は、筆記試験、口頭試験の対策につい
て体験をもとに詳細に書かれていて、大変参考になりました。
� 匿名希望（都道府県勤務、23）

11 月号の「後輩技術者に向けたメッセージ」では、筆者の体
験から、技術士の取得プロセスを通じて論理的な思考力や倫理
観を身につけ、説明責任を果たす上で必要な説明力などを磨く
ことにつながるといったことが丁寧に書かれていて、興味深く
読むことができました。� 匿名希望（市町村勤務、38）

11 月号の「諸外国のインフラ情報」の「交渉や対話の重視は
世界の潮流」は大変興味深く拝読しました。バリュー・フォー・
マネーが最大化となる交渉方式の適用が拡大されるべきという
意見は賛成です。� 匿名希望（都道府県勤務、48）

12 月号の「特集」の「狩野川放水路の効果について」を読んで、
55 年前の施設が昨年の台風 19 号の時に活躍していることに
感動しました。� 友尻　正一（都道府県勤務）

インフラの整備効果をわかりやすく一般の方に理解して頂くこと
はとても大変なことだと思います。12月号の「特集」を読んで、
それぞれの記事内容からも同様な苦労が感じられました。
� 匿名希望（地方整備局勤務、52）

12 月号の「上徳不徳」を読んで、先進国の中で唯一防災イン
フラ整備の予算を半減させながら「行政の限界」と決めつける
論調があることはおかしいと思いました。
� 匿名希望（都道府県勤務、48）

どの分野でもやはり基礎が大事だと思うので、「基礎から学ぶ
インフラ講座」は大変勉強になります。� 匿名希望

「基礎から学ぶインフラ講座」について、港湾部局に所属しな
がら、道路、河川の基礎的なことを勉強することができて、と
ても良いことだと思います。� 匿名希望（地方整備局勤務）

最近の月刊「建設」は、読み応えのある記事が多いように思え
ます。例えば 12 月号であれば「新技術レポート」の ICTを
使った河川浚渫工事など先駆的な取組みの紹介もあり、興味深
く読むことができました。� 匿名希望（都道府県勤務）

12 月号の「ひろば」で当県の湯田ダムでの観光への取組みが、
ジャパン・ツーリズム・アワードを受賞していたことを初めて
知りました。県内の土木分野の情報がなかなか入ってこないの
で、貴誌を情報源として大いに活用しています。
� 佐藤　雄太（都道府県勤務、30）

「第 659 回建設技術講習会（名古屋市）」の現場研修で一般県
道羽島稲沢線建設事業を見学しました。地元で旧橋の撤去作業
を予定しており、工期短縮につながる仮桟橋工法は参考になり
ました。� 匿名希望

「第 659 回建設技術講習会（名古屋市）」では i-Construction
に関する国や地方自治体の取り組みが聞けて、大変参考になり
ました。� 匿名希望

「第 658 回建設技術講習会（新潟市）」の現場研修で大河津分
水の現場を見学しました。歴史ある信濃川の構造物を実際に見
ることができ、先人が築き続けてきた治水土木遺産と当時の苦
労話は土木技術者の一人として心にしみました。� 匿名希望



全建ホームページ内の「会員のページ」に既発行の月刊「建設」を全文掲載しております。過去の記
事をご覧いただけるだけでなく、記事の検索機能もありますので、是非ご活用ください。

（ユーザー名：「zenken」（英数半角小文字）、パスワード：「kaiin」（英数半角小文字））

「月刊 建設」の過去の記事をホームページで閲覧することができます!!「月刊 建設」の過去の記事をホームページで閲覧することができます!!

会員のページへログイン
　　ユーザー名（U） zenken
　　パスワード（P） kaiin

キーワード検索ができるバックナンバーが見られる
例：「活性化」を検索した場合

一般社団法人 全日本建設技術協会 事業課
〒107-0052  東京都港区赤坂 3-21-13　キーストーン赤坂ビル7F
TEL: 03-3585-4546   FAX: 03-3586-6640
E-mail: kensetsu@zenken.com

会員HP　http://www.zenken.com/

月号別の目次
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