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特集 公共工事の品質確保に向けた取組み
～担い手確保の推進に向けて～

東海環状自動車道（岐阜県海津市内）
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写真

東海環状自動車道（岐阜県海津市内）

岐阜県では、リニア中央新幹線開業の効果を県内全域に最大限波

C O N T E N T S

10
Octobe r

及させるため、東海環状自動車道等、高規格道路の整備促進に取り
組んでいます。なお、令和３年12月に岐阜県で行われ
る建設技術講習会において、東海環状自動車道（岐阜

詳細な
位置図

県海津市内）の工事現場を見学していただく予定です

岐阜県

（本号Ｐ２、３岐阜県知事「巻頭言」より）。


★

（写真提供：国土交通省中部地方整備局）
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巻頭言
リニア中央新幹線の開通を見据えた基盤整備

１．はじめに
１）岐阜県について
「飛山濃水」という言葉に象徴される本県は、
北部の飛騨地方は北アルプスに代表される
3,000m級の山々が連なる山岳地帯が広がり、南部
の美濃地方は木曽三川が流れ、海抜０m地帯を含
む水郷地帯となっており、起伏に富んだ地形を有

興」「基盤整備」の３つの分野ごとに取り組むべ
き施策を定めており、「基盤整備」においては、
（仮称）リニア岐阜県駅へのアクセス道路など交
通ネットワークの整備や駅周辺整備などについて、
重点的に取組みを進めています。

２．交通ネットワークの整備
１）広域交通ネットワーク

しています。日本列島のほぼ中央に位置し、五街

本県では、リニア中央新幹線開業の効果を県内

道の一つである中山道をはじめとし、古来より交

全域に最大限波及させるため、東海環状自動車道

通の要所として東西南北の往来を支えてきました。

の西回り区間の整備、東回り区間の４車線化およ

２）リニア中央新幹線について

び東海北陸自動車道の全線４車線化等、高規格道

リニア中央新幹線は、時速500㎞で走行する超

路の整備促進に取り組んでいます。

電導リニアによって、東京都から甲府市付近、赤

東海環状自動車道は、東京圏と関西圏、中京圏

石山脈（南アルプス）中南部、名古屋市付近、奈

と北陸圏をつなぐ日本の真ん中のロータリーとし

良市付近を経由し大阪市を結ぼうとするもので、

て機能し、本自動車道を含め県内における高規格

計画が実現すれば東京と大阪間が約１時間で結ば

道路の完成により、リニア中央新幹線と一体と

れます。現在、品川〜名古屋間について、2027

なって日本の経済や観光、産業の発展、さらには

年の開通を目指して鋭意工事が進められています。

大規模災害時における代替路の確保など、非常に

岐阜県については、中津川市坂本地区に、地上

大きな効果が期待されます。

駅の（仮称）リニア岐阜県駅や（仮称）中部総合
車両基地の建設が計画されており、岐阜県内につ
いても、これまでに延長の約９割にあたる工事が
発注されるなど、開業に向けた取組みが進められ
ています。
そのため、岐阜県では、平成26年３月に、リ
ニア開業を見据えた地域づくりの方向性とその実
現に向けた重点施策を、
「リニア中央新幹線活用
戦略」としてまとめました。
同戦略では、「観光振興・まちづくり」「産業振

2
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日本の真ん中のロータリー図

ふる

岐阜県知事

２）周辺交通ネットワーク
本県では、
（仮称）リニア岐阜県駅へのアクセ
ス道路として、濃飛横断自動車道（中津川工区）
の整備を進めています。

た

古 田

はじめ

肇

３．リニア新駅周辺整備について
リニア新駅周辺整備に向けては、平成29年度
から駅周辺の土地区画整理事業が開始され、令和

濃飛横断自動車道は、中津川市から下呂市を経
由して、郡上市を結ぶ延長約80㎞の高規格道路

元年度からは、駅周辺の空間デザイン等の検討が
進められています。
引き続き、「清流の国ぎふ」の東の玄関口に相

として計画されています。
そのうち、中津川市の中央自動車道〜木曽川間

応しいリニア新駅及び周辺エリアデザイン、リニ

の約５㎞を南北軸のアクセス機能を形成するリニ

ア新駅とその他の拠点間を結ぶ二次交通のあり方

ア関連工区として位置づけ、平成27年に都市計

等について検討を進めていきます。

画決定しました。
現在、JR東海など関係機関と協議しつつ、用
地取得と工事を進めています。
その他、東西軸のアクセス機能を強化する、東

美乃坂本駅

濃東部都市間連絡道路や国道19号瑞浪恵那道路
の整備も進められ、駅周辺の交通ネットワーク強
化により、観光、産業の活性化、地域防災力の向
上などの効果が期待されます。
至 塩尻

（仮称）リニア岐阜県駅建設予定地

（仮称）リニア岐阜県駅建設予定地

至 岡谷

中央自動車道

４．おわりに

濃飛横断自動車道

至 多治見

国道

号

至 下呂

本県では、リニア中央新幹線の開業の効果を県
内全域に波及させるため、国、市と一体となって
基盤整備を引き続き進めていきます。
最後に、新型コロナウイルス感染症の一日も早
い終息を祈念するとともに、本県には、ユネスコ
遺産の白川郷などの観光資源や、飛騨牛などのブ

濃飛横断自動車道（中津川工区）完成予想図

ランド食材が多数ありますので、終息した際には、
是非本県にお越しいただくことをお願いして、巻
頭のご挨拶とさせていただきます。
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巻頭言
モチベーションとイノベーション

国土交通省は、2018年３月に、建設業におけ
る週休２日の確保をはじめとした働き方改革をさ
らに加速させるため、長時間労働の是正、給与・
社会保険、生産性向上の３つの分野における新た
な施策をパッケージとしてまとめた「建設業働き
方改革加速化プログラム」を策定している。将来
の建設業の担い手を確保し、災害対応やインフラ
整備・メンテナンス等の役割を今後も果たし続け
ていくためにも、建設業の働き方改革を一段と強
化していく必要があることから、働き方改革を加
速化させることを目標としている。
2020年当初から世界を襲った新型コロナ感染
症の拡大防止に最大限の配慮が必要な中で、建設
業は、人々の生活や産業活動を支えるインフラの
建設・維持管理・運営・復旧等の重要な役割を果
たす必要があり、そこで働く人々はまさにエッ
センシャルワーカと言える。リモートワークを支
える情報通信技術を有効に活用し、長時間労働の
是正と給与等の処遇改善を同時に達成可能な生産
性向上の取り組みをより一層加速させる必要があ
る。一方で、働き方改革によって長時間労働等が
是正されれば担い手は確保されるのだろうか。優
秀な若者を担い手として取り込みたいと考える産
業は、建設業だけではない。人口減少および少子
化が加速する社会において、あらゆる産業が担い
手確保を求めている。
米国の臨床心理学者であるFrederick Herzberg
が1959年に発表した「二要因理論」は、モチベー
ション理論に関する実証的研究として有名である。
被験者に対して、
「仕事上どんなことを幸福と感じ、
また満足感を得たか」と、
「どんなことによって
不幸や不満を感じたか」の２点を質問することに
より、仕事の動機づけ要因となるのは、昇進・昇
格、承認されること、達成することなど、仕事内
容に関わることであること、不満をもたらしてい

4
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る要因（衛生要因）は、給与、管理方法、対人関
係、作業条件などの職場環境に関わる問題が多く
見られることを明らかにしている。我が国の建設
技術者へのインタビュー調査からも、仕事上の満
足感が達成・責任・仕事内容・承認などを通して
得られるとの回答が得られている１）。
給与や作業環境などの職場環境に関わる衛生要
因は、Abraham Maslowの５段階欲求説におけ
る「生理的欲求」「安全欲求」「社会的欲求」など
の低次欲求に関係する要因なため、欠けると不満
に繋がりやすいと考えられている。一方で、昇進・
昇格、承認されること、達成することなどの動機
づけ要因は、５段階欲求説における「承認欲求」
や「自己実現欲求」などの高次欲求に関係してい
る。現在、働き方改革で取り組まれている長時間
労働の是正と給与等の処遇改善は、職場の環境の
一部を改善する取り組みであり、不満要因を減ら
すことに繋がるものと期待される。一方で、仕事
の動機づけ要因を増やすためには、職場環境の改
善である働き方改革だけでなく、仕事内容を改善
し働きがいを向上させる取り組みを考える必要が
ある。
2017年度に国土交通省において創設された
「i-Construction大賞」の中では、地方建設会
社の建設現場の生産性向上に係る取り組みが数多
く表彰されている。2018年度に同賞を受賞し、
創業まもなく100周年を迎え、土木工事を専門に
年間の完成工事高が数億円規模の地方建設会社の
例２） からは、生産性向上の取り組みが若手社員
のモチベーション向上に繋がることが確認されて
いる。この事例では、若手社員が新しく購入した
自動追尾計測器を使って杭打ち作業を行い、また、
トータルステーション（TS）を用いた出来形管
理システムの導入により、土工に加えて周辺コン
クリート構造物の３次元施工データ及び３次元床

お

東京大学大学院 工学系研究科 特任教授

掘データを作成し、マシンガイダンスによる無丁
張の床掘や３次元測量による構造物の墨出し、位
置出し、水準測量で生産性の向上が図られていた。
経験の浅い若手社員でも３次元データを利用す
れば、現場をけん引する技術者に短期間で成長す
ることが可能であり、３次元設計データの作成を
自ら学習する内発的動機付けも得られている。ま
た、現場での計算が不要となり計算間違いがない
ため、手戻りが少なく施工速度が上昇する。若手
社員が工事測量を支配することで熟練社員との
ワークシェアリングが成立し残業は激減、週休２
日制も導入することが可能となっている。生産性
向上の取り組みが現場の儲けにもつながると同時
に、働き方改革も実現することに繋がっている。
ICT施工を若手社員主導で実施することにより若
手社員の動機付け向上に繋がり、結果として職場
環境の改善にも結び付いている。さらに、ドローン
を飛ばして測量したり、最新機器でテキパキと仕
事をしたりする“カッコイイ！” 若手社員に憧れ
て、新卒の応募者も増加傾向にあり、担い手確保
に繋がっているという。
i-Constructionが新３K（給料・休暇・希望）
＋Ｋ（カッコイイ）をもたらし、担い手確保にも
繋がる好事例であり、i-Constructionというイ
ノベーションが様々な相乗効果から地方建設会社
の経営を後押しすることにも繋がっている。オー
ストリア生れの経済学者Joseph Schumpeterは、
イノベーションとして５種類のイノベーションを
提 示 し て い る。 ①Production、 ②Process、 ③
Marketing、 ④Supply chain、 ⑤Organization

ざわ

小 澤

かず

まさ

一 雅

のイノベーションである。必ずしも技術的な革新
が含まれていなくても、新しい価値によりさらな
る発展に繋がる取り組みは、イノベーションと呼
ばれる。生産性向上に関する取り組みは、主とし
て②Processを改善する取り組みと位置づけられ
るが、イノベーションに対する取り組みは、一般
に従来の職務以上に課題が多い。
1964年 にVictor Vroomが 提 唱 し、 そ の 後
Stephen Robbinsが広めた期待理論では、モチ
ベーションは、得られる結果への期待値とその行
為によって得られる報酬の魅力によって決まると
言われる。すなわち、
「努力」×「成果」×「魅力」
で決まると主張している。イノベーション創出に
取り組む場合は、目標を達成するまでに必要な努
力の程度が一般に高いので、成果として報酬を得
られる可能性を高め、その報酬の魅力が組織の構
成員にとって望ましいものに設定できれば、モチ
ベーションを高めることが可能となる。イノベー
ションは、組織のためだけでなく、地方の建設会
社 の 例 に 見 ら れ た よ う に、 構 成 員 の モ チ ベ ー
ション向上にも繋げられる。生産性向上施策は、
働きがい改革に繋げられるのである。
＜参考文献＞
１）下山弘晃：「建設現場における技術者のモチベー
ション形成要因分析：モチベーション向上に向け
た組織マネジメント」
、東京大学大学院修士論文、
2016年３月
２）「i-Construction；社会基盤システムの新たなマ
ネジメント手法として」
、建設マネジメント委員会、
令和元年９月３日、土木学会令和元年度全国大会
研究討論会 研－07資料

【著者紹介】 小澤 一雅（おざわ かずまさ）
1987年東京大学工学部土木工学科助手に採用、その後、専任講師、助教授を経て、1997年建設省土木研究所建設マネジメント技術研
究センター主任研究員。1999年に東京大学大学院新領域創成科学研究科助教授、2004年10月に同大学院工学系研究科社会基盤学専攻
教授。2021年４月より現職。専門分野は、建設マネジメント。
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特集

公共工事の品質確保に
向けた取組み
～担い手確保の推進に向けて～
かつて、公共工事の入札等においては、談合や過度の低
価格受注（ダンピング）などの問題により、適切な技術力
を持たない受注者による不良工事の発生が懸念されるなど、
価格競争を原則とした入札では限界がありました。それら
を背景として平成17年に「品確法」が成立しました。その
後平成26年に将来にわたる公共工事の品質確保と中長期的
な担い手の育成・確保を目的にいわゆる「担い手三法」（「品
確法」
「入契法」「建業法」）の一体的な改正が行われました。
さらに令和元年には「担い手三法」が改正され、適正な工
期の設定、施工時期の平準化等、建設業における働き方改
革の促進を通じて、将来における担い手確保につながる施
策が進められています。
今号の特集では「直轄工事等における新型コロナウイル
スへの対応」について概説するとともに、地方整備局、地
方公共団体等で積極的に取り組んでいる建設現場における
働き方改革や建設産業の担い手確保・育成、市町村の発注
者に対する支援や連携の事例等について紹介します。
特集担当：野坂 周子
国土交通省 大臣官房 技術調査課 技術企画官
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９画面モニターが設置されたホイールローダー遠隔操作
コクピット（本号 P21 ～ 23「山岳トンネル工事におけ
るホイールローダ遠隔操作システムの活用」より）

CONTENTS

直轄工事等における新型コロナウイルスへの対応

8

中国地方整備局における品質確保に向けた取り組み

12

兵庫県における担い手確保の取り組み

15

静岡市建設業担い手確保・育成事業

18

山岳トンネル工事におけるホイールローダ遠隔操作システムの活用 21
成瀬ダム建設におけるDXの取り組み

24

荒川下流域における持続可能な建設産業の発展に向けた取り組み

27

担い手の育成・確保に向けた取り組み

30

水産庁における品質確保の取組

33

「労務費見積り尊重宣言」に基づく技能者の賃金上昇の取組み
令和２年７月豪雨における熊本県建設業協会の災害時の取り組み

36
39
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特集 公共工事の品質確保に向けた取組み〜担い手確保の推進に向けて〜

直轄工事等における新型コロナウイルスへの対応
～感染症リスクに対して強靱かつ安全な建設現場の構築に向けて～
ふじ

なみ

藤 浪

たけ

し

武 志＊

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、東京2020オリンピック・パラリンピックの大部分が無観客で
開催されるなど社会経済活動に大きな影響が及ぶ中、公共工事は、緊急事態宣言下においてもなお、継続
すべき事業として位置づけられている。本稿では、国土交通省直轄工事や業務における、新型コロナウイ
ルス感染症への対応と今後の展望を紹介する。

1．はじめに
未曾有の危機である新型コロナウイルス感染症の

2．新型コロナウイルス感染症の拡大を踏ま
えた直轄工事等における当初の対応

拡大は、国民の生命・生活や経済に甚大な損失を生

国土交通省では、新型コロナウイルス感染症の拡

じさせている。新型コロナウイルス感染症の拡大を

大をうけ、令和２年２月27日に通達を発出し、感

防止するため、政府は緊急事態宣言等を発出し、飲

染症拡大防止の観点から、直轄工事や業務の受注者

食店等に対して営業時間の短縮等を要請するととも

の申し出がある場合には一時中止や工期延長を行う

に、東京2020オリンピック・パラリンピックにつ

こととした。また、これに伴って生じる経費として、

いても大部分の会場は無観客で開催された。

建設機械のリース料、現場事務所の維持費、現場維

公共工事等は、「新型コロナウイルス感染症対策

持のために現場に常駐する技術者の給料・手当など

の基本的対処方針」において、緊急事態宣言時にお

については、発注者たる国土交通省が適切に負担す

いても継続が求められる事業として位置付けられて

ることとした。

おり、地域経済を支え、安全・安心な暮らしを確保

こうした動きに対して、大手建設コンサルタント

するため、感染対策を徹底したうえで、事業の継続

会社の中には、いち早く出社停止の措置を講じる企

を図ってきた。

業も出現したが、一時中止を行ったのは令和２年３

一方、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、

月時点で全業務の約10%にとどまった。また、工

移動や交流が長期にわたり制限された環境の中で、

事の一時中止については、全工事の約２％と、大部

多くの企業や政府・自治体がテレワークに取り組む

分の工事は継続され、事業執行への影響は限定的な

など、
社会全体でDX（デジタルトランスフォーメー

ものであった。一方で、新規感染例が全国各都道府

ション）を含む働き方改革が進む契機ともなってお

県に拡大するなど、予断を許さない状況が続いた。

り、直轄工事等の建設現場においても、非接触・リ
モートを前提とした取組が進められている。
本稿では、国土交通省直轄工事や業務における新
型コロナウイルス感染症への対応と、ポストコロナ
時代も見据えたインフラ分野のDXの取組を紹介する。

3．緊急事態宣言を踏まえた感染拡大防止対
策の徹底
令和２年３月から４月にかけて感染者が増加する
中で、令和２年３月13日に成立した新型コロナウ
イルス対策の特別措置法に基づき、令和２年４月７
日に７都府県（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、

＊国土交通省 大臣官房 技術調査課 事業評価・保全企画官
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（設計変更の対象とする対策の例）

インカム

シールドヘルメット

作業時のマスク着用

「３密」の中での打合せ
⇒現場事務所の拡張
赤外線体温計

消毒液の設置

労働者宿舎（↑外観、
→共用スペース）

⇒近隣宿泊施設の確保

図－１

カメラを活用した
遠隔による現場確認

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に係る設計変更例

大阪府、兵庫県、福岡県）に緊急事態宣言が発せら

SNSの活用等により好事例の普及・展開を図ること

れた。これを受け国土交通省では、改めて令和２年

とした。この通達では、感染拡大防止対策に要する

４月７日に通達を発出し、緊急事態宣言の対象地域

費用は、受発注者間で設計変更の協議を行い、発注

では、受注者と協議を行い、希望に応じて一時中止

者が適切に負担することとした（図－１）。

措置等の対応を行うこととした。また、対象地域外

なお、令和３年１月７日に改めて１都３県（東京

でも受注者から申出がある場合は、必要に応じて対

都、埼玉県、千葉県、神奈川県）に緊急事態宣言が

象地域に準じた措置を行うこととした。なお、令和

発出された際にも、令和２年４月７日と４月20日

２年４月16日に緊急事態宣言の対象は全国に拡大

の通達に基づく対応を継続する旨の通達を発出する

された。その結果、大手建設会社の中にも、新型コ

とともに、令和３年４月５日から３県（宮城県、大

ロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、全

阪府、兵庫県）でまん延防止等重点措置を実施する

社的に工事現場の中止を申し出る動きが出始めた。

際には、まん延防止等重点措置区域においても当該

他方、令和２年３月28日に決定された「新型コ

通達に基づき対応を行う旨の通達を発出している。

ロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」では、

また、建設現場における新型コロナウイルスの感

河川や道路などの公物管理や公共事業は、緊急事態

染拡大防止を徹底するため、建設現場等の実態に応

宣言下でも事業継続が求められる事業として位置付

じた新型コロナウイルス感染予防対策を行う際の基

けられた。また、令和２年４月20日に閣議決定さ

本的事項について整理した「建設業における新型コ

れた「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」で

ロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を作成し、

は、公共投資を機動的に推進することとされ、円滑

業界団体に対して周知する等の対応を行った。

な事業執行が必要とされた。
そのため国土交通省では、感染拡大防止対策を徹
底しつつ直轄工事や業務を推進するため、令和２年

4．円滑な施工を確保するための対応
既契約の工事や業務における対応は上述の通りで

４月20日に新たな通達を発出し、建設現場の「３密」

あるが、円滑に事業を執行するためには、新たに手

の回避等に向けた取組事例などを紹介するとともに、

続きを行う案件についても考慮する必要がある。特
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に、新型コロナウイル

表－１

ス感染症が拡大して以

・競争参加資格確認申請書及び資料等の提出期限の延長
・ヒアリングの原則省略
・技術提案のテーマ数や提案数は必要最小限
・総合評価委員会等のテレビ会議等活用した効率化 等

降、受発注者双方に最
低７割、極力８割程度

発注ロットの拡大
入札契約

の接触機会の低減が求

直轄事務所発注工事における指名競争入札の活用
概算数量発注の活用

・適切な概算数量の設定や条件明示の徹底により、適切に設計変更

様の手続きで新たに発

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に係る費用の適切な設計変更

設計積算

約事務作業に遅れが生
じることが懸念された。

・難易度が比較的低い工事は上位等級工事への参入、比較的高い工事は下位等級工事への参入を可能
・競争参加者が少数と見込まれる比較的難易度が低い工事について、入札参加意欲を確認し、施工能力を評価する方式（指
名競争・総合評価落札方式、フレームワーク方式）等

められ、これまでと同
注を行う場合、入札契

直轄事業の円滑な発注及び施工体制の確保

入札契約手続き全般の柔軟な対応

施工段階

このため、国土交通

・労働者宿舎における 密集を避けるための、近隣宿泊施設の宿泊費・交通費
・現場事務所や労働者宿舎等の拡張費用・借地料
・現場従事者のマスク 、インカム 、シールドヘルメット等の購入・リース費用
・現場に配備する消毒液、赤外線体温計等の購入・リース費用 ・遠隔臨場やテレビ会議等のための機材・通信費

検査、打合せ等の実施に当たっては、可能な限り電話、インターネット等を活用
工事書類や中間技術検査の簡素化、遠隔臨場の積極的活用
感染拡大防止を図るために柔軟な対応を行った場合でも成績評定で適切に評価

省では、令和２年５月

成績評定

７日に入札契約手続き

「国土交通省所管事業の執行における円滑な発注及び施工体制の確保に向けた具体的対策について」（令和２年５月７日付け国地契第６号、国官技第29号等）

・感染拡大防止を図るために災害防止協議会や訓練等の時期を調整する

等

全般について特例的な対応を行うべく、全国の地方

あるほか、発注者・受注者双方の日程調整が難航す

整備局等に通達を発出し、
「ヒアリングの原則省略

る場合もある。このような課題に対してIoT技術を

やテレビ会議を活用した総合評価委員会などの入札

活用して解決を目指す取組の１つとして、遠隔臨場

契約手続きの柔軟な対応」
「技術的難易度が比較的

の取組を進めている。遠隔臨場とは、ウェアラブル

低い工事での指名競争入札の活用」
「概算数量発注

カメラ等による映像と音声の双方向通信を使用し、

の活用」などの取組を行っている。

「段階確認」「材料確認」及び「立会」を行うもの

これら直轄工事等の円滑な発注及び施工体制の確

である（図－２）。遠隔臨場では、施工現場に必要

保に関する代表的な取組を表－１に整理している。

最小限の人員を配置することにより、他の発注者・

その他、予定価格を設定する際に調達環境の厳し

受注者の担当者はオンラインで参加することが可能

い工種や建設資材については積極的に見積を活用す

となり、建設現場における３密や感染拡大を防止で

る取組や、計画的な技術者の配置に資する余裕期間

きるだけでなく、日程調整の簡素化、移動時間の削

制度の活用の原則化などの対策も講じている。

減、さらには立会待ちによる施工時間のロスを防ぐ

5．インフラ分野のDX

などにより業務効率化が期待できる（図－３）。そ
のため、直轄土木工事では、令和２年３月に「建設

今般の新型コロナウイルス感染症対策を契機とし
て、建設生産システムを感染症にも強い構造に変革
する必要がある。
このため国土交通省では、非接触・リモート型の

概要

ウェアラブル
カメラ

固定カメラ
施工状況の確認

指定材料の確認

寸法確認（段階確認）

働き方への転換と抜本的な生産性や安全性向上を図
るため、基幹テクノロジーを活用したインフラ分野
のDXを推進することとしている。

映像データを
リアルタイム
に配信・記録

たとえば、土木工事では、発注者・受注者ともに、
施工現場へ出向いて工事の進捗確認等を実施してき
た。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏
まえ、建設現場においても人と人が密になる対面で
の対応を極力さける必要がある。また、事務所等か
ら施工現場までの往復に多くの時間を要する場合が

10
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※記録データは、工事
完了時提出。途中、
監督職員から請求が
あった場合は提示。

音声通話

音声通話

机上にて、確認等の監督業務が可能に！！
机上にて、承認・確認等の監督業務が可能に！！
監督職員等

必要に応じて確認
又は対応を指示

図－２

空いた時間は、
自治体との調整
に当てよう！！

確認・やり取り

遠隔臨場による監督・検査（イメージ）

・ 実験フィールド、現場との連携のもと、無人化施工技
術の高度化のための技術開発・研究を加速化

図－３

図－４

遠隔臨場の効果

５G等を活用した無人化施工技術開発の加速化

現場の遠隔臨場に関する試行要領（案）」「建設現場
における遠隔臨場に関する監督・検査試行要領（案）」

6．おわりに

を策定し、令和２年度に約560件の工事で遠隔臨場

労働集約型の産業である建設業は、現場に多くの

の試行を実施した。試行結果を踏まえ、令和３年３

人が集まって工事目的物を造り上げていくことが通

月に試行要領（案）を改定し、令和３年度は更なる

常であり、自ずと対面での調整や密での作業が生じ

試行の拡大に向け取り組んでいる。

る傾向がある。新型コロナウイルスの感染拡大は、

その他、建設生産システムの各段階でICTの全面

こうした我々の「常識」に対して、「３密の回避」

的な活用を図るICT施工の取組も進めている。直轄

など新たな課題をつきつけた。新型コロナウイルス

工事におけるICT施工は、平成28年度に「土工」

感染症への対応は長期に及ぶことが予想されるが、

から着手し、対象工種を年々拡大している。令和２

国民生活や経済の安定確保に不可欠な建設業は、新

年度は、代表的な５工種（土工、舗装工、浚渫工、

型コロナウイルス感染症への対応を継続しつつ、ラ

浚渫工（河川）、地盤改良工）で2,942件を公告し

イフラインとしての使命を持続的に果たす必要があ

2,396件でICT施工を実施（実施率81%）している

り、そのためにも、円滑な施工を確保するための対

（表－２）
。

応やインフラ分野のDX化等の取組を進める必要が

表－２

直轄土木工事におけるICT施工の実施状況
単位：件

ある。
一方、新型コロナウイルス感染症が収束しても、
インフラ分野のDX化の流れを止めてはならない。
非接触・リモートを前提としたこれらの取組は、建
設現場の生産性向上を図るi-Constructionの取組
でもあり、建設業を従来型の３K（「きつい」「きた

※「実施件数」は、契約済工事におけるICTの取組予定（協議中）を含む件数を集計。
※複数工種を含む工事が存在するため、合計欄には重複を除いた工事件数を記載。
※営繕工事を除く。

ない」
「危険」）から新３K（「給料」
「休日」
「希望」）
に変革する可能性を秘めている。災害が頻発化・激

加えて、５G等を活用した建設機械の無人化施工

甚化する中で、国民の安全・安心の確保を担う建設

（遠隔操作）技術開発を加速化する（図－４）とと

産業の役割は増加している。持続可能な建設産業を

もに、令和５年度までに小規模なものを除く全ての

実現するためにも、これを機に、建設業の働き方を

公共工事について、BIM/CIM活用への転換を進め

変革し、建設産業の魅力を一層高め、中長期的な担

ている。

い手を確保していく必要がある。

【著者紹介】 藤浪 武志（ふじなみ たけし）
昭和57年生まれ。平成17年３月九州大学工学部地球環境工学科卒業、平成19年九州大学大学院建設システム工学専攻卒業。平成19年国土
交通省入省（港湾局振興課）。四国地方整備局道路計画課長、外務省地球規模課題総括課課長補佐、道路局企画課課長補佐を経て現職。
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特集 公共工事の品質確保に向けた取組み〜担い手確保の推進に向けて〜

中国地方整備局における
品質確保に向けた取り組み
あら

き

荒 木

いさお
＊

勲

中国地方整備局では、発注機関等で組織された「中国ブロック発注者協議会」を通じて、
「総合評価方
式の導入・拡大」などを進めるとともに、ロードマップの設定、i-Construction推進計画の策定、地方
公共団体への支援等の取り組みを行っている。本稿ではこれらについて紹介する。

1．はじめに

2．中国ブロック発注者協議会

中国地方整備局では、平成17年に施行された品

協議会は、公共工事の品質確保の促進に向けた取

確法及び運用指針を踏まえ、中国地方管内の発注機

り組み等について情報交換を行うなどの連携を行い、

関等で組織された「中国ブロック発注者協議会（以

建設生産システムの効率化に関する各種施策の推

下、
「協議会」という。）」を通じて、「総合評価方式

進・強化を図り、もって中国ブロックにおける全て

の導入・拡大」や「品質確保に関する取組の情報共

の発注機関において、総合評価方式の導入拡大、品

有・促進」
「地域貢献に関する評価の普及促進」「受

質確保に関する取組の情報共有・促進等を図ること

発注者間における適正な関係の構築」などの取り組

を目的に、平成20年に設立された。

みを行っているところである。また、ロードマップ

協議会は、中国地方管内の国、特殊法人、地方公

の設定、i-Construction推進計画の策定、地方公

共団体で構成され、協議会の下に幹事会及び各県部

共団体への支援等を行っている。本稿では、これら

会が組織されている（図－１）。

の取り組みについて紹介する。
◇組織体制（全27機関）
委員会・幹事会で構成

①国の地方支分局

・中国四国管区警察局、中国財務局、広島国税局、中国地方整備局、中国運輸局、第６管区海上保安本部、
中国四国農政局、近畿中国森林管理局、中国四国地方環境事務所、中国四国防衛局、広島高等裁判所

②地方公共団体（各県については農政・土木の両部局）
・鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、岡山市、広島市、鳥取市、松江市、倉敷市、三原市、山口市

③特殊法人等の支社等
・西日本高速㈱、本四高速㈱、 独）人形峠環境技術センター、広島高速道路公社

鳥取地域発注者協議会
鳥取県、各市町村、各事務所、出先機関
島根地域発注者協議会
島根県、各市町村、各事務所、出先機関
岡山地域発注者協議会
岡山県、各市町村、各事務所、出先機関
広島地域発注者協議会
広島県、各市町村、各事務所、出先機関

◇協議会の会長等を選出

◇協議会の活動内容

＜協議会（必要に応じて開催）＞

山口地域発注者協議会
山口県、各市町村、各事務所、出先機関

①総合評価方式の導入・拡大について

会 長：中国地方整備局長
副会長：中国四国農政局整備部長

②品質確保に関する取組の情報共有・促進等

＜幹事会（年２回程度の開催）＞

③地域貢献に関する評価の普及促進

幹 事 長：中国地方整備局企画部長
副幹事長：中国四国農政局整備部設計課長

④受発注者間における適正な関係の構築

◇開催状況
・令和元年 ６月 ７日 幹事会（
年度の取組み結果、
等）
・令和元年 ７月２３日 幹事会（品確法の改正）
・令和 ２年 ５月２９日 委員会（ 元年度の取組み結果、品確法の改正や発注関係事務の運用に関する指針を踏まえた
指標について）
・令和 ２年１１月１０日 幹事会（中国ブロック発注者協議会における新たな指標等）

図－１
＊国土交通省 中国地方整備局 企画部 技術管理課長
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中国ブロック発注者協議会の概要

幹事会 会議状況（令和2年11月10日Web開催）

各県部会では、協議会としての取り組み内容の周

加えた合計９指標について令和３年度から新たに取

知・確認と、市町村に向けた国、県からの支援策の

り組む指標として検討し定めた（表－２）。令和３

説明を行っている。

年度から新たに取り組む指標については、各発注機

１）重点的に取り組む目標と指標の設定

関からの取り組み状況や実施したことによる効果、

平成30年度から令和２年度までの３ヶ年におい

更には課題や入札契約等に関する問題点を把握し、

て重点的に取り組むべき７つの指標（①原則一般競

助言等のフォローアップを行い解決することが公共

争入札、②予定価格の事後公表、③総合評価落札方

工事の品質確保の推進につながると考えている。

式の適切な活用、④元請業者に対し社会保険等未加

また、過去に目標達成状況が100％となり、取り

入業者との契約禁止措置、⑤適正な予定価格の設定、

組み指標に設定していない項目についても100％の

⑥適切な設計変更、⑦施工時期等の平準化）を定め、

達成率を維持してもらうためのフォローアップも重

目標達成に向け取り組んできた。

要である。

令和２年度においては、７つの指標のうち④⑤⑥
について概ね達成していることを確認した（表－１）。
一方で①②③については、地域産業の活性化や地元
企業における担い手確保のため指名競争入札を実施

表－２

令和３年度以降に取り組む新たな９指標

■工事においては、全国統一指標①～③、中国ブロック
独自指標④～⑥の全６項目とする。

している事などの課題も確認しているが、全ての指

①地域平準化率（施工時期の平準化）

標において平成30年度と比べて実施している発注

②週休２日対象工事の実施状況（適正な工期設定）

機関は増加している状況である。

③低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状
況（ダンピング対策）

２）令和３年度以降の取組方針
このような中、令和元年に改正された品確法の理
念を実現するため、令和２年５月に全国統一指標と
して、
「地域平準化率（Ⅰ工事・Ⅳ業務）」「週休２
日対象工事の実施状況（Ⅱ工事）」「低入札価格調査
基準又は最低制限価格の設定状況（Ⅲ工事・Ⅴ業務）」
の５つの指標が設定された。
協議会では、令和２年５月にこの全国統一指標に
加えて平成30年度から実施している既存指標のう
ち課題が残っている３指標（①原則一般競争入札、
②予定価格の事後公表、③総合評価落札方式の適切

④予定価格の事後公表の実施状況
⑤入札契約制度（一般競争入札）の基準の設定状況
⑥入札契約制度（総合評価落札方式）の基準の設定

状況
■測量、調査及び設計（業務）においては、全国統一指
標⑦～⑧、中国ブロック独自指標⑨の全３項目とする。
⑦地域平準化率（履行期限の分散）
⑧低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状

況（ダンピング対策）
⑨ウイークリースタンスの実施状況

な活用）とウィークリースタンスの実施（業務）を
表－１
指標①

令和２年度

指標②

指標③

中国ブロック発注者協議会における指標達成状況
指標④

指標⑤ １

原則一般競争入札とする 予定価格については原則 総合評価落札方式の適切 元請業者に対し社会保険 適切な予定価格の設定
として事後公表とする
な活用を図る
等未加入業者との契約締 最新の積算基準の適用
結を禁止する措置を行う

指標⑤ ２
適切な予定価格の設定
最新単価の適用

指標⑥
適切な設計変更

指標⑦
施工時期の平準化

国等

取り組み状況を確認中

鳥取県

取り組み状況を確認中

島根県

取り組み状況を確認中

岡山県

取り組み状況を確認中

広島県

取り組み状況を確認中

山口県

取り組み状況を確認中

全体
※１：○／○は、達成機関数／全体機関数 を示す

※２：国等には、特殊法人等を含む

※３：各県には、全県内市町村を含む
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年度

令和元年度

令和 ２ 年度

令和 ３ 年度

令和 ４ 年度

取り組み内容が次年度に反映される
平準化率
８５％以上
（全国平均レベル）

令和 ５ 年度

継 続

平準化率
８７．５％以上

平準化率
９０％以上

平準化率（中国地整）
８４．９％

図－２

直轄工事の平準化

3．発注者協議会以外の取り組み

債務負担行為の活用方法の助言、先行的に取り組み

１）新たに取り組む指標に対するロードマップ

がなされている地方公共団体の事例を参考にしてい

中国地方整備局が発注する工事において、①地域
平準化率（施工時期の平準化）では適切な工期設定

ただけるような情報提供を行っているところである。
今後も毎年度、取り組み状況等の見える化を行い

を考慮した早期発注手続きの積極的活用を行う等、

ながら、取り組みの推進を図る方針である。

平準化を確実に進めるためi-Const-ruction推進計

４）相談窓口の設置

画においてロードマップを設定し、働き方改革の推
進を図ることとしている（図－２）
。
また、②週休２日対象工事の実施状況（適正な工
期設定）は、令和３年度から１億円以上の改築、改
修における一般土木工事や原則、全てのアスファル

発注関係事務において、県、市町村、法人等の疑
問について、メール・電話による相談窓口を設置し、
発注関係事務の適切な実施に向け支援している。

4．おわりに

ト舗装やコンクリート舗装工事などについて発注者

公共工事の品質確保には、建設現場における働き

指定方式を導入している。令和４年度に原則全ての

方改革が必要不可欠であり、そのためには協議会を

工事で発注者指定方式の導入を目指すことにより、

中心に連携を図り、各発注機関が新たな９指標につ

魅力ある建設現場を創出していくことにも取り組む。

いて目標を達成していくことが求められている。

２）i-Construction推進計画

新たな９指標や公共事業の発注手続きにおける

中国地方整備局では、i-Construction推進計画

様々な施策の１つ１つが将来における建設産業の担

を策定し、ICT施⼯、BIM/CIM活⽤などの『⽣産

い手確保・育成、更には地域における災害対応力へ

性向上』
、週休⼆⽇制、ウィークリースタンスなど

と繋がる重要な取り組みであるため、今後も積極的

の『働き⽅改⾰』の２つの柱を設け、令和元年度よ

に実施してまいりたい。

り重点的に取り組んでいる。
具体的には、前項で述べた平準化率や週休２日対
象工事の拡大の他にも、工事書類の簡素化やウイー
クリースタンスの徹底など担い手確保の推進に向け
た取組項目を定めている。
３）地方公共団体への支援
中国地方整備局では、平準化推進への支援として
協議会を通じたフォローアップや発注手続きに関す
る情報交換、入札契約の実務に携わる各発注機関へ
【著者紹介】 荒木 勲（あらき いさお）
昭和39年生まれ。松江工業高等専門学校土木工学科卒。国土交通省中国地方整備局企画部技術検査官、建設専門官、広島国道事務所副所長、
坂町技監等を経て現職。
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特集 公共工事の品質確保に向けた取組み〜担い手確保の推進に向けて〜

兵庫県における担い手確保の取り組み
〜建設業のイメージアップと若手入職者の促進〜
ふく

ざき

まこと
＊

福 﨑

誠

元号も平成から令和、東京での２回目のオリンピックの開催など、名実ともに時代の転換点を迎えてい
る。様々な業界で人手不足による倒産も増加傾向である。建設業界においても、高齢化・人手不足が深刻
な状況であり、労働力の確保や円滑な技能継承などが課題となっている。ここでは、兵庫県における建設
業の担い手確保に向けた取り組みを紹介する。

1．はじめに
我が国は、高度経済成長期、バブル経済及びその
崩壊などを経て成熟の時代を迎えるとともに、少子
高齢化の進展により人口減少局面に入っている。

65歳以上の割合は約14％となっている。10年後に
はその大半が引退し、人手不足の加速化が懸念される。
２）建設業への入職者数（高校新卒）
県内の高校新卒の建設業への就職者数は、平成

また、様々な業界において人手不足が問題となっ

28年３月卒までは380人前後であったが、平成29

ており、人手不足倒産も続いている。建設業界でも、

年３月卒は429人、平成30年３月卒では428人と少

高齢化・人手不足が深刻になっており、労働力の確

しずつではあるが増加している。また、全産業に占

保や円滑な技能継承などが課題となっている。

める建設業へ入職する割合も増加しているが、求人

兵庫県では、建設業界で働く人材を確保するため、

数が急速に増加（平成26年３月→令和２年３月で

発注者として働き方改革の支援に取り組むとともに、

約3.5倍）し、就職者数を大幅に上回る状況となっ

産官学が連携した「兵庫県建設業育成魅力アップ協

ており、充足率は低下している。

議会」を設置し、建設業のイメージアップや建設業
への若年者の入職促進などに取り組んでいる。
本稿では、本県の建設業界及び建設業就業者の状

3．発注者としての取り組み
兵庫県では、建設業の働き方改革を支援するため、

況などを踏まえた発注者としての取り組みや兵庫県

週休２日制度、余裕期間制度、社会保険加入対策、

建設業育成魅力アップ協議会の活動についてご紹介

ICT活用工事など様々な施策を展開している。ここ

する。

では、全国に先駆けて実施してきた本県の週休２日

2．建設業就業者の状況
１）建設業従業者数及び年齢構成
県内の建設業従業者数は、平成７年の258千人を

制度の取り組みについて報告する。
週休２日制を考えるにあたり、切り離せないのは
学校の週５日制であるが、平成４年度に月１回、平
成７年度に月２回、平成14年度に完全週５日制に

ピークに減少し、平成27年では156千人（平成７

移行しており、10年かけて、段階的に移行してきた。

年比約40％の減）となっている。また、全産業に

これに伴い、平成７年生まれ以降の人は小学１年

占める割合も減少している。

生から完全週５日制となっており、土曜日の半ドン

年齢構成は、平成29年度就業構造基本調査によ

を全く知らない世代になる。つまり、現在の新規学

れば、労働者に占める55歳以上の割合は約33％、

卒者の殆どは小さな頃から週休２日に慣れ親しみ、

＊兵庫県 県土整備部 土木局 技術企画課 主幹
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その時間をスポーツや習い事、レジャーに有効活用

4．兵庫県建設業育成魅力アップ協議会

するなど、ワークライフバランスを先取りして育っ

建設産業は、長く続いた建設投資の減少に伴い受

た世代といえる。この世代が土日に休めない職場環

注高が減少し、人員削減が進行するとともに、労働

境の厳しい建設業界への入職に躊躇するのは当然の

条件・労働環境や職業イメージの悪化、若年入職者

ことであり、業界全体として重要な課題となっていた。

の減少、高齢化の進展などの問題が顕著化していた。

このようなことから、県建設業協会との意見交換

このことから、地域づくりの担い手である建設企

会など業界の意向も十分踏まえた上で、若手入植者

業が、将来を担う若年入職者を確保し、若い世代に

の確保のためにも週休２日制は土日限定することが

技術を継承して、社会資本の整備・維持管理や災害

重要と判断し、平成26年度に全国に先駆けて土日

時の応急対策を実施できるよう、建設人材の確保・

閉所限定の週休２日制のモデル工事を導入した。平

育成を支援していく必要があったことから、教育機

成29年度には受注者申告型とし工事成績への加点

関、関係行政機関や建設業者団体等で構成する兵庫

を行い、平成30年10月から、原則、全ての工事を

県建設業育成魅力アップ協議会を平成26年度に設

発注者指定型で発注し、実施状況に応じ、諸経費等

置し、建設産業の持続的な発展に向けて関係者が連

の経費補正を行っている。これらの取り組みにより、

携した取り組みを進めている。

平成29年度365件であった取組工事数が令和２年
度では約2.4倍の892件に増加した。

建設企業
（建設業協会、電業協会等）

また、４週８休の実施状況においても、平成29
年度は約33％であったが、諸経費補正を導入する
ことで、令和２年度は約57％に上昇している。
なお、本県の週休２日制は、原則土日限定として
いるが、令和３年４月から、悪天候や作業工程等の
理由による土日から平日への振替を１ヶ月当り２日

（取組内容）
・建設企業のイメージアップ推進
・人材確保・育成・処遇改善等に
関する情報共有
・若年者の入職促進
・教育訓練の改善 等

関係行政機関

教育機関

（兵庫労働局、
兵庫県関係部局）

（教育委員会等）

を上限に可能とするなど、業界の実情を踏まえて柔

対象件数

軟に対応している。
1000
900
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１）新聞紙面による情報発信
261

365

R2

892

796

H30

R1

19.3%

22.6%

40%

４週８休以上
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４週７休

14.1%

14.1%

60%

80%

４週６休

４週６休未満

週休２日制の実施状況（土日限定）

賞を受賞するなど高い評価を得ている。
読者アンケートでも、「新しい技術も取り入れな
がら官民一体となって取り組み、市民の生命財産を
守ろうとする意気込みが感じられた」「担当者の真

16.8%

22.1%

38.1%

20%

事を掲載している。当該事業は、掲載新聞社の広告
10.1%

13.8%

16.6%

28.1%

33.4%

図－２

用しており、平成26年から毎年５回程度の特集記

R2

週休２日制の取組工事件数推移

38.6%

0%

建設業に携わる「人」、特に「若手、女性、技能者」
情報発信には県民の目にとまりやすい新聞紙面を活

49.2%

H29

受注者申告型

に着目し、社会基盤整備と建設業の魅力を発信し、

56.9%

R1

発注者指定型

331

H29

H30

協議会のイメージ

5．協議会の主な取り組み

図－１
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図－３

6.4%
100%

摯な態度がとても頼もしく、現場のやりがいが伝わ
り、若い人がやってみたい、参加してみたいと思っ
たのではないか」などの声が寄せられており、建設
業のイメージアップに大きな成果をあげている。

２）現役技術者が建設業の魅力を伝える魅力説明会
現役の技術者・技能者が、工業高校、定時制高校、
普通科高校、農業高校に出向いて、建設業の魅力を
伝える説明会を平成27年度から開催しており、令
和２年度は延べ10校448人が参加した。
参加者アンケートによると「建設業のイメージが
よい」と回答した参加者の割合が、説明会前後で
36％から２倍超の88％になるなど、建設業のイメー
ジアップに大きな成果をあげている。参加した生徒
からは、
「これまで建設業界に興味がなかったが説

写真－２

保護者現場見学会の様子

５）その他

明会を通して働きたいと思った」
「実際に現場で働

昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響でPR

いている人の話が聞けてとてもいい機会になった」

イベント等の実施が制限を受けたため、「建設業の

など多くの好意的な感想が寄せられている。

魅力発見動画コンテスト」を開催した。関係者以外
からも応募があり、良いPRになるなど工夫をしな
がら取り組んでいる。

6．さいごに
近年、令和元年の台風19号や令和２年７月豪雨
をはじめとする自然災害が多発し、深刻な被害をも
たらしている。また、将来起こることが想定される
南海トラフ地震へ備えることも必要である。加えて、
写真－１

説明会の風景

３）工業高校生を対象とした資格取得支援講習会
県内工業高校生を対象に、建設業への入職に繋が

交通インフラをはじめとする社会基盤の計画的・効
率的な整備や老朽化対策も求められている。
建設業は、災害からの復旧・復興、社会基盤の整

る２級土木施工管理技士・建築施工管理技士の学科

備を推進するために必要不可欠な産業として、今後、

試験に向けた講習会（傾向と対策等）を開催してい

その重要性は一層高まっている。

る。令和２年度は延べ５校155人が受講して、将来

地域の守り手であり、地域経済の担い手である建

の建設業を担う若年入職者の確保や技術継承に向け

設業が維持・発展していくために、発注者としての

て、大変有意義なものとなった。

取り組みとともに、兵庫県建設業育成魅力アップ協

４）工業高校生保護者を対象とした現場見学会

議会という枠組みで関係機関が手を携え、建設業の

保護者は高校生の進路決定に大きな影響力を持っ
ていることから、保護者に建設業の現場を見てもら

イメージアップや建設業への若年者の入職促進など
に取り組んでいきたいと考えている。

い、建設業の現状ややりがいを知ってもらうために、
工業高校生の保護者、教員等を対象とした現場見学
会を開催している。
見学会では、現場の担当者からの説明・案内や、
若手社員の体験談などを通じて建設業界の現状を
知ってもらう良い機会となっている。
【著者紹介】 福﨑 誠（ふくざき まこと）
平成７年兵庫県入庁（土木職）。街路事業、都市計画等の職務に従事。平成27年宮城県への災害派遣で南貞山運河河川災害復旧事業を担当。
加古川土木事務所技術専門員を経て現職。

月刊建設21−10

17

特集 公共工事の品質確保に向けた取組み〜担い手確保の推進に向けて〜

静岡市建設業担い手確保・育成事業
〜きて！みて！さわって！建設NOW〜
かね

まる

金 丸

あけ

みち

昭 道＊

静岡市は、建設業の深刻な人手不足を解消するため、現場の生の声を聞きながら、担い手確保・育成事
業に取組んでいる。その活動を紹介する。

1．はじめに
建設業は他産業に比べ高齢化が進む一方、若年層

ホームページのアクセス件数は、令和２年度には約
17,000件に増加していることから、一定数の閲覧

の入職者が減少しており、担い手の確保、育成が全

者を確保できていると考えている。

国的に課題となっている。

２）しずおか建設まつり

本市では、入札件数の多い時期に受注者の技術者

「しずおか建設まつり」は、小学生以下の子ども

不足による不調不落件数が年々増加していることか

たちに建設業に対する興味を与えるとともに、彼ら

ら、施工時期の平準化を推し進めるとともに技術者

の今後の進路に影響を与える親世代に建設業を知っ

不足を解消するための取組みとして、担い手確保・

てもらうことを目的としている。

育成に取組んでいる。

2．これからの建設業をささえる人づくり事業

このため、開催場所はイベントの有無に関係なく
日頃から親子が集まるショッピングモールに隣接し
た清水港の一角を選定した。

１）建設NOW
建設業を紹介するためのホームページは、単に建
設現場の写真や動画を掲載しても、訪問者は少ない
と考えた。そこで、担い手確保・育成に関する取組
みや、女性技術者活躍推進に関する取組みなどを
コンテンツとし、サイト名は検索したくなるような
ネーミングとして考案し、平成28年度から情報を
発信している。
担い手確保・育成に関する取組みについては、小

しずおか建設まつり（全景）

学生以下の将来の担い手を対象とした「しずおか建

イベントには、国や県、市、建設業関連団体等に

設まつり」などを紹介し、女性技術者活躍推進に関

加え、地元の工業系高校などが出展者として参加し、

する取組みについては、建設業で働く女性技術者を

各出展者がそれぞれの特徴を活かした内容のブース

多数紹介すると共に、女性技術者による意見交換会

とすることで、建設業の多彩な面が感じられるイ

や出前講座の様子など、写真を交え紹介している。

ベントになっている。

開設当初（平成28年度）年間約5,000件であった
＊静岡市 建設局 土木部 技術政策課 主幹兼企画係長
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写真－１
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具体的には、職人が使用する道具を使いカンナ削

りが体験できるブースや、鉄筋やタイルなどの建築
資材に触れることができるブースの他、レンガで渡
れるアーチ橋を作るブースなど、普段直接体験する
ことのできない作業を楽しめるイベントとなっている。

写真－２

カンナ削り体験、レンガアーチ橋体験の様子

また、普段は近づくことのできない重機に触り、
乗車することもできる。
いずれも、
「きて！みて！さわって！」をコンセ

図－１

2018、2019まつりポスター

3．建設業ではたらく女性の活躍紹介
１）活躍する女性を紹介

プトに、建設業を親子で体験することができる内容

「建設NOW」では、建設現場で働く女性へのイン

となっている。子どもたちには、それぞれの視点で

タビューを掲載し、「建設現場は、どんな女性でも

じっくり考え、少しでも建設業の魅力を感じてもら

働けることを目指している」「女性だからと身構え

いたい。

る必要がない」など、建設業未経験者に向けた前向
きなメッセージを発信している。
２）女性技術者のための講演会＆意見交換会
女性技術者活躍推進に関する取組みとして、女性
技術者向けのキャリア形成に関する講演会や意見交
換会を開催している。

写真－３

しずおか建設まつりの様子

初めて開催した平成28年度には、１日当たりの
来場者数が約5,500人であったが、令和元年度には
約7,500人まで増加した。この時のアンケートには、
「しずおか建設まつり

楽しかった！また行きた

い！」との声が多数あった。
令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防

写真－４

女性技術者意見交換会の様子

令和２年度は、県内の官公庁や民間に勤める土木、
建築、電気、機械、造園など、多様な職種の女性技

止の観点から開催を見送ったが、今年度は、規模を

術者55名の参加による業種を超えた意見交換会や、

縮小し、感染症対策を徹底することで、開催したい

女性造園技術者６名による小さい枠組みの意見交換

と考えている。

会を実施している。どちらの意見交換会においても、
女性が極端に少ない職場で日頃働くうえで感じてい
る疑問や課題などについて意見交換を行い情報を共
有した。
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参加者からは「建設業では働く女性が少ないので
こういった意見交換会の場は貴重」
「同じような仲
間がいると思うと日頃の業務も心強く頑張れる」
「今
後もこのような意見交換会を継続してほしい」など
の意見が多く聞かれた。
また、
「働く女性に対する、男性の理解が深めら
れる機会が必要」との声もあったことから、今後は
男性を交えた意見交換会なども企画していきたい。
なお、開催にあたっては、コロナ禍ということも
あり、名刺交換を行う際にアプリを利用することで
非接触型名刺交換を行うなど新しい生活様式を実践
しつつ、参加者が一人でも多くの人と交流できるよ

写真－５

しずみち散歩vol.1とワーキングの様子

https://www.city.shizuoka.lg.jp/485_000024.html

う配慮した。
３）建設業女性定着支援ネットワーク
SCG’s（Shizuoka Construction engineers

また、依頼を受けると「しずみち散歩」のワーキン

Girl’s）は静岡の建設産業や官公庁で働く女性技術

グメンバーが生涯学習センターや小学校を訪問し周

者の活躍推進を図るために構成された、緩やかな

辺の道路の構造や歴史について出前講座を開催する

ネットワークであり、静岡市の女性技術者活躍推進

など、男性が多いイメージの土木分野においても、

事業にご協力頂いた方や、各種講演会や意見交換会

女性が活躍できることをアピールしている。

に参加して頂いた方とのご縁をSCG’sというキー
ワードに繋げていこうという取組みである。
女性技術者が情報交換や課題を共有したり、建設
業の魅力をPRしたりすることで、女性が働き続けら
れるための環境整備や、女性に選ばれる建設業の実
現を目的として、令和２年度にSCG’sを結成、国の
建設業女性定着支援ネットワークへの登録を行った。
静岡人らしく、『ゆる〜く』つながることが特徴
であり、運営者、参加者ともに無理のない活動を行
うことで、より多くの方に長く参加していただき、
建設業女性定着支援の輪を広げていきたい。
４）女性技術者による出前講座

写真－６

出前講座「安倍川橋」の様子

4．おわりに
これまで「しずおか建設まつり」や意見交換会な

平成27年度に本市女性技術者による「しずみち

ど、イベントの開催に協力して頂いた皆さんに感謝

散歩 女性ワーキンググループ」が結成され、市内

を述べるとともに、担い手確保・育成の取組みが、

の歴史ある道路構造物を紹介するパンフレット「し

子どもたちの将来の職業選択肢の礎となってくれる

ずみち散歩（vol.1〜５）
」を作成した。このパンフ

ことを願っている。

レットは、生涯学習センターや小学校などで市民に
無料配布しており、市民からは、身近な道路の構造
や歴史、知らなかったポイントなどが分かりやすく
紹介されていると好評を得ている。
【著者紹介】 金丸 昭道（かねまる あけみち）
昭和45年生まれ。平成５年東洋大学工学部土木工学科卒業。同年に静岡市土木部河川課へ入庁。道路建設課、幹線道路建設課、水道建設課、
道路保全課、土木管理課占用係長等を経て現職。
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特集 公共工事の品質確保に向けた取組み〜担い手確保の推進に向けて〜

山岳トンネル工事におけるホイールローダ
遠隔操作システムの活用
〜新稲穂トンネルR側（仁木工区）工事の事例〜

さ

とう

佐 藤

かず

き

和 輝＊

トンネル工事においては過酷な環境下での特殊技能を要する作業が多く、労働者の確保や、高齢化対策
が喫緊の課題となっている。この課題に対してトンネル掘削の無人化技術の導入を目的とし、新稲穂トン
ネル（仮称）で取り組んだ遠隔操作システムの試行について報告する。

1．はじめに

セコ羊蹄エリア間の速達性向上、災害時・緊急時の

山岳トンネル工事における労働環境の大幅な改善

迅速な救援・避難、高次医療施設への搬送時間短縮

や労働生産性の向上を進める方策の１つとして、

を目的とした延長27.6㎞の事業である。本工事は、

トンネル掘削作業の無人化（遠隔操作）の導入が挙

倶知安余市道路のうち、仁木町銀山地区と共和町国

げられる。しかしながら、山岳トンネルの施工では、

富地区を結び、稲穂峠の山道を回避する新稲穂トン

狭隘な坑内において、多種多様な特殊機械による作

ネル（仮称）を施工するものである。新稲穂トンネ

業が必要とされるため、無人化技術導入の検討は始

ル（仮称）は、上下線セパレート方式で、NATM

まったばかりである。そのような状況の中で今回、

により、起終点両側から掘削している。このうち試

トンネル掘削時の施工サイクルの約30％を占める

行現場は、R側の仁木工区を施工するものである

掘削ずり運搬作業に使用されるホイールローダの遠

（図−１）。

隔操作システムの試行を行った。
なお、本試行は「2019年度

建設現場の生産性

【工事概要】
・工事箇所：北海道余市郡仁木町外

を飛躍的に向上するための革新的技術の導入・活用

・掘 削 工：Ｌ=1,677.6m（発破・機械掘削）

に関するプロジェクト」の追加公募（第５世代移動

・覆

工：Ｌ=1,684.2m

通信システム等を活用して土木又は建築工
事における施工の労働生産性の向上を図る
技術）として採択されたものである。

2．工事概要

新稲穂ﾄﾝﾈﾙ 仮称
側

北海道開発局小樽開発建設部が整備を進
めている倶知安余市道路（共和〜余市）は、
共和町から余市町を結ぶ一般国道の自動車
専用道路であり、平成28年度に事業化され

新稲穂トンネル 側
仁木工区工事
トンネル延長

た倶知安〜共和間と一体となって、余市市
街地における交通混雑の緩和や、交通事故
低減による安全性の向上、新千歳空港とニ

図−１

試行現場

新稲穂トンネル（仮称）

＊国土交通省 北海道開発局 小樽開発建設部 小樽道路事務所 第３工務課 第２工務係員
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3．遠隔操作システムの概要

隔で行う（写真−２）。

本システムは切羽近傍における掘削ずり運搬作業

さらに、運転時の振動や作動音を遠隔操作コク

に使用されるホイールローダの操作を遠隔で行うも

ピットに伝える装置も備えており、実機運転とほぼ

のであり、
「遠隔操作システム」「映像・制御信号通

同じ環境下での遠隔操作が可能となっている。

信システム」
「安全走行管理システム」の３つで構

２）映像・制御信号通信システム

成される。

映像・制御信号の伝送については、５GHz帯の
小電力無線および28GHz帯のローカル５G（以下

１）遠隔操作システム
本システムには、ホイールローダの操作に必要な

Ｌ５G）の２種類の無線伝送方式が可能なシステム

ステアリング操作、ペダル操作、アーム・バケット

を構築した。ここでは、Ｌ５Ｇを使用したシステム

操作の各機構を無線受信により機械的に作動させる

について述べる。

遠隔運転制御装置が取り付けられている（写真−１）。
ホイールローダ運転席

●アーム・バケット操作機構
レバー操作
ロッド

ホイールローダには７台の高精細車載カメラおよ
び５G端末、制御盤等で構成される「ホイールロー
ダ搭載ユニット」を設置した（写真−３）。
車載カメラ

制御盤

アーム・バケットレバー

●ステアリング操作機構

●ペダル操作機構

5G端末

電動アクチュエーター

写真−３

電動モータ・チェーン

写真−１

ホイールローダ搭載ユニット

また、Ｌ５Ｇアンテナを高所作業車に設置したＬ

ブレーキペダル
電動モータ

円形ガイドギア

遠隔運転制御装置

５Ｇ分離型移動基地局（写真−４）や坑内カメラ等
で構成される「坑内固定ユニット」を切羽後方に配

ステアリング操作は、ステアリングホイールに円

置した。車載カメラの映像データは、ホイールロー

形ガイドギアを固定し、このギアを電動モータで駆

ダ搭載ユニットの５Ｇ端末からＬ５Ｇ分離型移動基

動させて、操作を行った。ブレーキやアクセルのペ

地局へ無線伝送される。そこから光ファイバケーブ

ダル操作は、ペダル背面から電動モータでチェーン

ルを介して遠隔操作室へ有線にて伝送される。同時

を介して操作を行う手法や電動アクチュエータによ

に制御信号はＬ５Ｇ分離型移動基地局を使用して遠

る手法を導入した。アーム・バケット操作は、レバー

隔操作室からホイールローダに伝送される。

操作ロッドを設置し、電動モータにより往復運動さ
せてレバーの操作を行った。また、これらの装置は

アンテナ

通常の有人操作も可能な構造とした。
遠隔操作室には、実機と同じ仕様の遠隔操作コク
ピットおよび９画面モニタが設置されており、この
モニタに表示される映像や走行データを見ながら遠
隔操作コクピットにおいて走行・バケット操作を遠

写真−４
遠隔操作室

写真−２
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遠隔操作コクピット

遠隔操作室及び遠隔操作コクピット

Ｌ５Ｇ分離型移動基地局

３）安全走行管理システム
遠隔操作時の安全を確保するため、ホイールロー

ダの運転を自動的に緊急停止させるシステムを備え

が必要との意見が出た。また、システムの改良等を

た。緊急停止は、ホイールローダへの人の異常接近

継続的に行う事で、更なる改善が期待出来る。

をAIが認識した場合や無線通信にトラブルが発生
した際に、自動的に作動するが、遠隔操作室からも

ずり運搬
作業時間
（sec）

ずり運搬
距離
（m）

有人操作

34.5

33.2

66.4

0.526

遠隔操作

44.5

28.4

56.8

0.783

手動で緊急停止を作動させることも可能である（写
真−５）
。

導入初期段階の作業効率の比較結果

表－１

往復走行
生産性
距離
評価指標
（m） （sec/m）

なお、将来的に遠隔操作の導入により、２つの現
場の掘削ずり運搬作業の一元管理が可能となれば、
表−１に示した遠隔操作の作業効率であっても、１
人２役となるため、有人操作の1.3倍程度の生産性
写真−５

AIによる接触防止システム

4．生産性向上の評価
今回の試行では、ホイールローダによる坑内走行、

向上が期待出来る見込みである。

5．おわりに
最後に、本システムの本格運用に向けた課題と展

掘削ずりの運搬や移動式破砕機への投入といった実

望について述べる。

施工と同様の作業を遠隔操作で実施し（写真−６）、

１）課題

その運転実績から求めた「生産性評価指標」から生
産性向上を評価した。

今回の試行によりシステムの実用性を確認する事
ができたが、実施工への本格適用を進めるためには、
ホイールローダ搭載機器の耐久性や運用コスト等に
ついて確認していく必要がある。
また、現段階の試行では建設現場で働く人数は変
わらず省人化といえる段階には達していない。作業
員１名が複数の施工機械を同時に、又は複数の現場
を同時に操作できてこそ、省人化に繋がると考える。
このような課題を解消するためにも、遠隔操作拠
点から各現場までを結ぶ、大容量・高速通信ネット

写真−６

遠隔操作による作業状況

ここでいう「生産性評価指標」とは、掘削ずり運

ワークの充実も必要不可欠であり、５Ｇ通信などの
高度化サービスの普及を初めとした、ICTインフラ

搬作業１サイクル（移動式破砕機〜切羽間の往復走

の早期展開も今後の課題の一つに挙げられる。

行、ずり積込、移動式破砕機へのずり投入）に要す

２）今後の展望

る時間を往復走行距離で除して得られる値であり、

今後の展望として、山岳トンネル工事全体の無人

この値が小さいほど作業効率が良いと評価する事が

化施工の推進が挙げられる。それを実現させるため

できる。

には、その他の施工機械（ドリルジャンボ・吹付機

本システムの導入初期段階の運転実験においては、

等）の無人化についても整備を進めるとともに、そ

表−１に示すように遠隔操作によるずり運転作業の

れらを効果的に組み合わせる必要がある。このよう

効率は有人運転の60%〜70%程度であった。この

な取組みにより、山岳トンネル工事の無人化施工技

結果についてオペレータからは、奥行き方向の感覚

術が進めば、大幅な省人化・労働生産性向上が期待

や移動式破砕機への掘削ずり投入作業における慣れ

が出来るものと考えている。

【著者紹介】 佐藤 和輝（さとう かずき）
平成９年生まれ。札幌工科専門学校環境土木工学科卒。平成30年北海道開発局室蘭開発建設部日高道路事務所採用。主にトンネル工事の
監督・積算業務を担当。令和２年度より現職。
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成瀬ダム建設におけるDXの取り組み
〜自動化施工と広報活動・地域振興〜
て

しま

ひろ

ゆき

手 嶋 洋 路＊

か ん べ

神 戸

たか

ゆき

隆 幸＊＊

特別豪雪地帯に建設中の成瀬ダムはメインの打設工事が年間約５ヶ月休工となる。事業効果の早期発現
には安全確保を前提に施工の効率化・合理化が欠かせない。ここでは成瀬ダムで採用している「台形
CSG」や「自動化施工」などの最先端技術について紹介する。

1．はじめに

２）台形CSGダム
台形CSGダムは、現地で調達した砂レキに水と

１）成瀬ダムの概要
成瀬ダムは雄物川水系成瀬川（秋田県雄勝郡東成

セメントを混合した材料を用いる。堤体形状を台形

瀬村）に建設中の多目的ダムで、①洪水調節、②流

とし発生する応力を低減させる「設計の合理化」、

水の正常な機能の維持、③農業用水の補給、④水道

手近で得られる材料にセメントを添加した低強度材

用水の供給、⑤発電を目的としている。ダム型式は

料の有効利用を可能とする「材料の合理化」、ブル

「台形CSG」を採用し、堤高114.5m、堤頂長755.0m、

ドーザーや振動ローラーなどの汎用機械を用いて急

堤体積485万㎥、総貯水容量7,850万㎥の規模で、

速施工を行う「施工の合理化」の３つの合理化で構

2018年10月からダム本体工事に着手し2026年度

成しており、日本で開発された新しい型式のダムで

完成を目指し建設中である。

ある。

岩手・宮城県境に位置する東成瀬村は栗駒国定公

成瀬ダムでは堤体打設工事の鹿島・前田・竹中土

園の山々に囲まれ、積雪期間が約５ヶ月にもおよぶ

木JVの技術提案により、堤体打設や型枠スライド

特別豪雪地帯であり、メインとなる堤体打設工事は

といった作業に自動化技術を採用している。

その間休工となる。このためダム建設にあたっては、

本稿では、CSG打設に採用している自動化施工

事業効果を早期に発現させるため安全確保を前提に

「Ａ４CSEL（クワッドアクセル）
」や「置き型枠自動

効率的かつ合理的な施工が求められる。

スライドリフター」の技術的説明とダム建設を通じ
た広報活動、地域振興の取り組みについて紹介する。

2．DXの取り組み
鹿島建設では人手不足・熟練労働者不足への対応、
建設生産性の向上、労働災害・事故の撲滅などの建
設業界における重要な課題解決を目的とし、「現場
の工場化」を進めるため、成瀬ダムにおいて様々な
システムを運用している。
１）Ａ4 CSELによるCSG打設
図－１

成瀬ダム完成予想図

＊ 国土交通省 東北地方整備局 成瀬ダム工事事務所 建設監督官
＊＊成瀬ダム堤体打設工事 鹿島・前田・竹中土木JV（鹿島建設）統括副所長
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成瀬ダムではCSG打設作業において、現場の省

人化、生産性向上、品質の安定化、安全性向上を図

幅1.6mの保護コンクリート（有スランプ）を施工

ることを目指し、建設機械の自動化による次世代建

する。形状はＨ=0.75mの階段状に設計されている。

設生産システム「Ａ CSEL」を採用している。打

成瀬ダムでは最盛期に２日に１リフト（0.75m）の

設は必要最小限の人員で自動化管制室から作業デー

施工速度を確保する必要があり、施工サイクルを維

タを送ることで、多数の機械を同時に稼働させ、最

持するためには、CSG打設に支障を与えず、型枠の

大限の能力を発揮させる。また、機械に定型的な作

設置・撤去作業を効率的に行い、素早くコンクリー

業や繰り返し作業を行わせることで、オペレーター

ト打設を行うことが課題であった。そこで「置き型

の技量の差や人的なミスを無くし、品質の安定化も

枠自動スライドシステム」
を開発し成果を上げている。

4

確保している。自動化施工中は人を介在させないが、

自動スライドリフターのシステムとしてはリフト

管制室からの起動・停止操作に加え、突発的な場合

台車に搭載した２つの電動ホイストおよび吊り天秤

にも監視センサや機体に搭載したレーザースキャナ

により最下部の置き型枠を揚重して脱型し、吊り上

によって機械が自動的に停止する仕組みも兼ね備え

げた型枠を水平移動させ巻き下げにより最上段に設

ており、安全確保も図っている。Ａ CSELは、自動

置する。施工済みのコンクリート表面とH鋼ウェブ

化重機の連携作業をシミュレーションする「施工計

上を車輪により自動走行することで次ブロックに移

画システムＰ」
、施工計画システムで計画した作業

動する。この型枠盛替えのサイクルを全てボタン一

を的確に実施する「施工管制システムＤ」
、各重機

つで連続に行うことが可能である。これにより堤体

への作業指示を発信する「重機管理システムＣ」、

の中にクレーンを入れずCSGの打設に支障を与え

生産性の判断や対策を行う「技術者Ａ」
、のPDCA

ることなく施工を行っている。

4

のサイクルを回し打設を行う。これにより、最適な

STEP①

置き型枠の吊込み・引き上げ

STEP②

置き型枠の設置

施工計画を自動で立案し、その計画に沿って忠実に
自動重機で実施する。計画との差が生じた場合は、
計画を順次変更して継続する自動化施工システムと
なっている。従来の機械化施工、遠隔施工とは全く
違う自律型自動建設機械である。本ダムの打設の

STEP③

台車の水平移動

ピ ー ク 時 に は 機 械 を 監 視 す る ４ 〜 ５ 人 のITパ イ
ロットでブルドーザー・ダンプトラック・振動、章
動ローラー・清掃車と最大で23台の自律型自動建
設機械を同時に稼働させる予定である。

図－２

型枠リフターステップ図・設置状況

３）KAJIMA DX LABO・自動化管制室
堤体右岸下流中段に管制室と一体化したKAJIMA
DX LABOが あ る。KAJIMA DX LABOは、AR・
VRやパネルを活用し、鹿島が考える土木の未来や
Ａ4CSELの概要、ならびに成瀬ダム工事について、
体感・学習できる施設である。中央に設置された成
瀬ダムのジオラマを中心にパネルゾーンとシアター、
展望デッキのフィールドミュージアムで構成されて
写真－１

自律型自動建設機械による打設状況_2021.7月
※写真中赤丸が自律型自動建設機械

２）置き型枠自動スライドリフター
成瀬ダムでは本体のCSGを打設後に上下流面に

おり、見学者はタブレット端末を操作しながら、ジ
オラマやパネルに組み込まれたARを通じて体感、
学習ができる。展示パネルにも様々なAR体験ができ、
展望デッキでは、工事中の堤体にタブレットをかざ
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すことで、実際の位置に成瀬ダムの完成形をARで
視認することができる。

2020年度以降は新型コロナウイルス感染拡大に
より現場見学の受付開始時期や申込み対象地域を制
限するなど積極的に開催できない状況が続いている
が、一方でダム工事は本格化していることから、職
員でアイデアを出し合いSNSを活用した若手職員
による工事情報の発信や、「バーチャル見学会」と
称して360度カメラで撮影した映像をウェブサイト
上で公開し現場の雰囲気を疑似体験してもらうなど

写真－２

ジオラマARを使用した学習状況

の取り組みを行っている。

また、２階に設けられた自動化管制室においては

2020年度後半からTVや新聞などで成瀬ダムや

「ITパイロット」と名付けた先端IT技術者とエン

自動化施工が取り上げられており、広報活動の一定

ジニアたちが、眼下に堤体を望みながら自動化重機

の成果も見受けられる。

の施工計画データの作成や送信作業、稼働重機の監

２）地域振興

視を行っており、管制室のデザインも含め建設業界
のイメージを一新する取り組みを行っている。

ダムは完成すると巨大構造物やダム湖が出現する
ため地域の新たな観光資源として期待されるが、建
設段階においても様々な工事が大規模に行われ、ふ
だん見ることが出来ない大型建設機械が稼働するな
ど、現場が日々ダイナミックに変化し「今だけ」の
特別感を味わえるのが特徴である。
成瀬ダムでは2020年11月に「夜の現場見学会」
を初めて開催している。これはダム工事の特徴であ

写真－３

自動化管制室

3．広報活動および地域振興の取り組み
１）広報活動

る昼夜施工を利用し、夜の現場を見学することでコ
ロナ禍で低迷している村内宿泊に繋げようとするも
のである。
夜の現場見学会をきっかけに、2021年度には地

国土交通省成瀬ダム工事事務所では、ダム事業に

元宿泊施設や東成瀬村、ダム工事請負者などが連携

ついてより多くの方に理解を深めていただくため、

し、ダム見学を軸に宿泊や温泉、ダムカレーなどを

工事現場が一望できる展望台を国道342号沿いに整

組み合わせたナイトツアー、日帰りツアー企画の機

備しているほか、個人や団体を対象とした現場見学

運が生まれてきている。今後もダム完成後を見据え

の受入などに取り組んでいる。

て地元東成瀬村や下流域自治体と連携しながら、広

現場見学については、平日開催が主であるにも関

報活動や地域振興に取り組んでいく予定である。

わらずダム本体工事に着手した翌年の2019年度に

加えて台形CSGや自動化施工などの最先端技術

は見学者が年間約2,300名まで増加。また一般開放

を広報活動や地域振興を通じてPRすることにより

している展望台には約2.8万人が訪れている。これ

観光的な側面だけでなく、将来の技術者となる若い

は東成瀬村の人口約2,500人の11倍に相当する数で

世代への興味関心を高め、土木分野の人材発掘・育

あり成瀬ダムへの関心の高さがうかがえる。

成に繋がることを期待したい。

【著者紹介】
手嶋 洋路（てしま ひろゆき）
平成５年建設省入省（土木職）。国土交通省東北地方整備局摺上川ダム工事事務所、長井ダム工事事務所等に勤務。河川部河川計画課係長、
河川部河川環境課係長等を経て、令和２年４月から現職。
神戸 隆幸（かんべ たかゆき）
平成６年鹿島建設株式会社入社。入社後千葉県木更津市の矢那川ダムに従事して以来、震災復旧、既設ダムの耐震補強工事を含め６ダム
に従事。本社管理部門を経て、令和２年から成瀬ダムの現職。台形CSGダムは北海道の当別ダムに続いて、２ダム目の従事となる。
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荒川下流域における
持続可能な建設産業の発展に向けた取り組み
～デジタル×グリーン×SDGsによるあらゆるパートナーの
ウェルビーイングを目指して～

はや

かわ

じゅん
＊

早 川

潤

建設産業を含むあらゆるパートナーと共に「荒川」「まち」「ひと」がともにウェルビーイングな状態へ
変容していくことを目指している荒川下流域におけるデジタル×グリーン×SDGsによる持続可能な建
設産業の発展を支える取り組みを紹介する。

1．はじめに
（みんなで一緒にあらかわろう！）

ら３つの柱の概要について紹介する。

荒川下流河川事務所では、沿川区市とともに四半
世紀前に荒川将来像計画1996を策定し、「健康な川
づくり」をテーマに打ち出し、福祉（welfare）に配
慮した階段やスロープを整備することで、誰でも安
心して利用できる荒川を進めてきたところである。
最近では、社会的弱者を支える福祉（Welfare）
だ け で な く、 多 様 な 人 々 の 幸 福 度 も 含 め た 福 祉
（Well-being）へ変容してきており、河川行政に
おいても、より広い視点での健康や福祉が求められ

図－１

荒川下流事務所運営方針

ている。なお、
「世界保健機構憲章」
（1947年）に

2．DX
（デジタル・トランスフォーメーション）

よれば、
「健康とは、病気ではないとか、弱ってい

国土交通省が定義するように、「インフラ分野に

ないということではなく、肉体的にも、精神的にも、

おいてもデータとデジタル技術を活用して、国民の

そ し て 社 会 的 に も、 す べ て が 満 た さ れ た 状 態

ニーズを基に社会資本や公共サービスを変革すると

（Well-being）にあることをいう。」と定義されて

共に、業務そのものや、組織、プロセス、建設業や

おり、健康とウェルビーイングの間には長く深い関

国土交通省の文化・風土や働き方を変革し、インフ

係があることは意外と知られていない。

ラへの国民理解を促進すると共に、安全・安心で豊

そこで、令和３年２月１日、荒川下流河川事務所

かな生活を実現する」ことがDXである。

運営方針を策定し、建設業を含む様々なパートナー

ウィズ・コロナの適応策として関東地方整備局は

と共に「荒川」
「まち」「ひと」がともにウェルビー

オンライン情報共有の手段としてteamsを調達し、

イングな状態へ変容していくことを宣言し、「みん

全職員が利用可能となっている。緊急事態宣言が長

なで一緒にあらかわろう！」のスローガンのもとで、

く続く東京都内に立地する荒川下流河川事務所では

①DX、②ミズベ・グリーンコミュニティ、③SDGs

毎週実施される幹部会をteamsで実施しており、在

達成への貢献を運営方針を実行する３つ柱を重点的

宅・在庁関係なくどこで勤務しても情報共有できる。

な取り組みとして打ち出した（図−１）。本稿では、

オンラインによる協力会社との打合せも増えており、

建設産業の担い手の確保・育成をサポートするこれ

画面共有機能で同じ画面の資料を見ながら議論する

＊国土交通省 関東地方整備局 荒川下流河川事務所長
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環境に慣れつつある。紙で見ていた資料をPDF等

ることから、受発注者双方の現場の理解不足による

で画面共有するだけでは従来の働き方の延長である。

手戻りなどが大幅に減るフロントローディングの基

そこでＤ（データ・デジタル技術）の活用による働

盤になることを期待している。また、工事発注時に

き方をＸ（変容）する鍵になるのが、３次元である。

３次元河川モデルを提供し、工事完成時にはそのモ

なお、Ｘを意味する「変革」という言葉が強めの言

デルを完成後の状態に更新して電子納品するサイク

葉に感じることから、筆者は「変容」をできる限り

ルによる持続可能なバーチャル荒川、荒川のデジタ

使うようにしている。

ル・ツインを実現したい（図−４）。

図－３
図－２

３D河川管内図

３次元によるメリット

荒川下流域特有の課題として多くの橋梁が縦横断
していることがある。特に上部に首都高速が縦断し
ていることから航空写真では中堤の堤防を把握でき
ない。しかし、近年普及したレーザ測量が航空機だ
けでなくUAVや車両によるMMSなど様々な方法で
可能となり、橋梁下の形状を容易に把握できるように
なってきた。またその成果の点群データもWebGIS
等で簡単に扱えるようになっている。このようにデ
ジタル技術が急速に進んでいることから、この課題

28

図－４

持続可能なデジタル・ツイン

3．ミズベ・グリーンコミュニティ（グリーン

を解決するため、３次元による河川管理のあるべき

インフラ）

姿として①現状を正確に図で表現、②誰でも簡単に

荒川下流域では、水辺サポーター、荒川クリーン

図面を理解、③誰でもすぐに現場で活躍、④どこで

エイドなど様々な活動が積極的に行われ、社会実験

も可能な現場確認の４点を示し、３次元を基本とし

等により新しい水辺の活用を切り開くためミズベ

た河川管理のDXを目指すこととした（図−２）。当

リングも展開中である。これまでこれらの活動の交

然ながら現状では２次元を基本とした働き方である

流が少なく、一体的に進められていない課題があっ

ことから、関係者とともに河川管理のDXを目指す

た。このため、これらの活動の連携を深めて持続的

ため、
令和３年４月から「荒川DX勉強会」を開始し、

に荒川を育てていくため、柔軟な社会対話に基づく

建設業界の団体や橋梁管理者等と共に可能性を理解

パートナーシップ構築により実現できるものとして

しながら一歩ずつ３次元を基本とした働き方への変

「荒川下流ミズベ・グリーンコミュニティ」を打ち

容を進めている。令和３年７月５日には橋梁下も含

出し、その実現を目指す取り組みを「荒川下流グ

めた３次元河川モデルをベースとした３D河川管内

リーンインフラ」と定義した。昨今グリーンインフ

図を全国に先駆けて公開したので確認いただきたい

ラの取り組みが進められているが、現場で「グリーン

（図−３）
。この管内図は河川管理者の実務に役立

インフラをやろう」といっても伝わりづらいため、

つだけでなく、設計や工事などの協力会社の皆様が

荒川下流域では「一緒にミズベ・グリーンコミュニ

現場の状況を「誰でも」
「どこからでも」確認でき

ティになりませんか？」というアプローチを進め、
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その結果がグリーンインフラであると考えている。

性があると考えている。荒川水系（東京ブロック）

そのミズベ・グリーンコミュニティの一つとして、

流域治水協議会においては、荒川下流域における「流

水辺サポーターを紹介する。荒川下流域の自然地は

域治水×SDGs」によるマルチステークホルダー

いくつかあるが、外来種の繁茂や漂着ゴミの堆積な

パートナーシップの強化を宣言した。これまで、
「荒

どの課題に直面している。自然地を健全な河川環境

川下流SDGsレポート」を公表することでプロジェ

として維持していくためには、多くの方々の協力が

クトとSDGsの関係を周知し、そのプロジェクトに

必要であることから、活動に協力いただける活動団

関係するパートナーズを公表することで、建設業等

体を一般公募している。建設会社を含む21団体（令

多くの関係者のSDGs貢献の認識を高める取り組み

和３年度）が活動中であり、今年度は各活動の強み

を進めてきた。結果、各工事現場にSDGs達成貢献

を活かした連携によるシナジー効果が発現するミズ

をPRする工事看板が掲示され、通りかかる一般利用

ベ・グリーンコミュニティの展開を予定している

者だけでなくその現場で働く関係者が自らの仕事と

（図−５）
。

SDGsの関係を自己認識するきっかけになっている。

図－５

水辺サポーター同士の意見交換

4．SDGsへの貢献

図－６

プロジェクトのSDGs達成貢献をPRする工事看板

さらに令和３年８月１日から公告する総合評価落
札方式による分任官工事においては、企業のSDGs

持続可能な開発目標（以下「SDGs」）は、2015

達成に貢献する取り組みを評価することとした。具

年９月に国連で採択された持続可能な開発のための

体的には、ジェンダー平等を目指す女性技術者の活

2030アジェンダの中で示された。17のゴール（目

躍、働きがいのある人間らしい仕事の促進のための

標）
、169のターゲット、および232の指標で構成

週休２日制モデル工事の施工実績、持続可能な建設

され、世界全体の経済、社会および環境の三側面を

業の構築のための若手技術者の活躍、脱炭素社会実

不可分のものとして調和させ、誰一人取り残すこと

現に向けたカーボンニュートラルへの取組実績、グ

なく、持続可能な世界を実現するための統合的取り

リーンインフラ促進のための荒川水辺サポーター活

組みである。環境の取り組みと理解されがちだが、

動実績を評価していくこととしている。

本質は17のゴールの相互の関係を考えることで、
社会、経済、環境の複雑に絡み合う課題の最適解を
見いだすことにあり、建設業の取り組みが正しく理

5．おわりに
小中学校で必修となったSDGsで「地域の守り手」

解されるチャンスでもある。SDGs達成のためには、

である建設産業の取り組みを説明することで多くの

多種多様な関係主体が連携・協力するマルチステー

方から共感を得ることができ、働き手もやりがいと

クホルダー・パートナーシップを促進することが重

誇りを持てるようになると考えている。引き続き持

要とされている。筆者は日本の河川法の目的と、

続可能な建設産業の発展をしっかりとサポートして

SDGsの目指す「経済、社会、環境の三側面を不可

まいりたい。

分のものとして調和させる」考え方には、高い親和
【著者紹介】 早川 潤（はやかわ じゅん）
1979年東京都生まれ。早稲田大学理工学研究科修了。平成16年国土交通省入省（土木職）。水管理・国土保全局海岸室課長補佐、JICA長
期専門家（インドネシア派遣）、関東地方整備局広域水管理官を経て、2020年７月より現職。技術士（建設部門）、一級建築士。
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担い手の育成・確保に向けた取り組み
やま

かわ

山 川

たくみ
＊

匠

工事・業務の品質確保を行うためには、継続的に生産性向上を図っていくことが重要であり、担い手の
中長期的な確保・育成に資する取り組みを推進する必要がある。本稿では、北陸地方整備局港湾空港部に
おける担い手の確保・育成に資する取り組みを紹介する。

1．はじめに

１）業務におけるチャレンジ型の試行

公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成

担い手確保に資する地域企業の参加が想定される

17年法律第18号。以下「品確法」という。）は、公

工事や、その他実績評価の比率を下げることにより

共工事の品質確保の促進を図り、もって国民の福祉

受注機会の拡大をはかることが望ましい工事につい

の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを

ては、チャレンジ型の試行（平成25年度〜）に取

目的として、平成17年４月１日に施行された。

り組んできた。

一方、相次ぐ災害を受け地域の「守り手」として

そして今年度より、業務においても、担い手確保

の建設業への期待、働き方改革推進による建設業の

に資する地域企業の参加が想定される測量・調査等

長時間労働の是正やi-Constructionの推進等によ

において、実績評価の比率を下げることにより、受

る生産性の向上等、新たな課題や取り組みに対応す

注機会の拡大を図ることが望ましい業務案件につい

るため、令和元年６月に改正された。

ては、チャレンジ型の試行に取り組んでいる。
チャレンジ型では、地方整備局の成績や表彰実績

2．総合評価落札方式による取り組み

を持たない企業の新規参入及び受注機会の確保を図

入札・契約手続きに関して、今年度より取り組み

るため技術者の成績・表彰を評価の対象とせず、実

を開始した事例を紹介する。

施方針に重点を置いた配点として設定している。
試行の対象は、測量・

＜建設コンサルタント業務等の運用ガイドライン 配点イメージ＞
落札方式

特定・入札段階の配点イメージ
25％

プロポーザル
方式

技術者の
資格・実績
等

技術者の
成績・表彰

5～10％ 15～20％

12.5～25％

50～62.5％

総合評価方式 1：3
1
価格点

標準型
総合評価
落札方式

5～10％ 15～20％

12.5～25％

技術者の
技術者の
資格・実績等 成績・表彰

札方式の簡易型を対象と
して取り組みを開始した。

【チャレンジ型の配点比率】
評価テーマ

実施方式

価格点

37～52％

1
技術者の
技術者の
資格・実績等 成績・表彰

12.5～25％25～37.5％

資格
実績
25％

実施方針
75％

タント業務への拡大も検
討していく必要があると
考えている。

簡易型

図−１

方式の標準型やコンサル

50～62.5％

2

7.5～15％18～25.5％ 15～30％

実施方式

50％

業務チャレンジ型の配点イメージ

＊国土交通省 北陸地方整備局 港湾空港部 品質確保室長
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50％

評価テーマ

総合評価方式 1：1
1

30

実施方針

今後は、総合評価落札

実施方式

総合評価方式 1：2
1

価格点

成績(20%)
表彰(5%)
25％

3

技術者の
技術者の
資格・実績等 成績・表彰

価格点

資格
実績
25％

価格点

評価テーマ

実施方式

調査における総合評価落

【現行の簡易型（１：１）配点比率】

75％

２）建設ジュニアマスターを評価

⑵ 業務における若手技術者育成対策

平成27年度より、次世代の建設現場の担い手を

工事の取り組みと同様に、業務における若手技

確保・育成すること及び、建設マスターに達するま

術者の活躍に向けて、若手技術者が管理技術者と

での技術・技能の向上を図ることを目的として、優

しての経験を積むことができるよう若手技術者の

秀な技術・技能を持ち、今後さらなる活躍が期待さ

登用を促すとともに、経験の多い技術者（技術指

れる青年技能者の方々を対象として、新たに建設

導者）を併せて配置することにより技術の伝承を

ジュニアマスター（青年優秀施工者不動産・建設経

図る取り組みも行っている（平成30年度〜）。

済局長顕彰

被顕彰者）が設けられた。

業務においても若手技術者は、総合評価におい

建設ジュニアマスターの顕彰基準は以下のとおり。

て技術者点数が低い傾向があり登用の妨げになっ

①技能・技術が優秀であること

ている可能性があることから、技術指導者を配置

②工事施工の合理化等に貢献していること

した場合には当該技術者を総合評価の評価対象と

③将来その活躍が一層期待されること

することにより、若手技術者の登用を促進させる

④安全・衛生の向上に貢献していること

ものである。

⑤他の建設現場従業者の模範となっていること

評価対象は、若手技術者育成のため技術指導者

北陸地方整備局港湾空港部では、令和２年度から

を配置した際に評価するものであり、総合評価の

建設業の担い手育成の観点で、建設ジュニアマス

同種実績、成績評定、表彰等は、技術指導者の実

ター資格を顕彰している現場従事者を配置した場合

績で評価する。技術者の条件は以下のとおり。

について加点対象とする取り組みを開始した。
３）総合評価落札方式で継続している取り組み
以上のほかに、経験の少ない配置予定技術者に技
術指導者を配置、その技術指導者の実績等を評価す
る制度の試行にも継続して取り組んでいる。
⑴ 若手技術者登用促進型の取り組み
建設業における若手技術者の活躍に向けて、若
手技術者が主任（監理）技術者としての現場経験
を積むことができるよう若手技術者の登用を促す
とともに、現場経験の多い技術者（技術指導者）
を併せて配置する事により技術の伝承を図る取り
組みである（平成30年度〜）。
若手技術者は、総合評価において技術者点数が
低い傾向があり登用の妨げになっている可能性が
あることから、本取り組みはこれまで実施してい
た総合評価による加点は行わないこととしている。

１．若手技術者（管理技術者）
・基準日（公告日における当該年度の４月１
日）において40歳未満の者。
・管理技術者に必要な資格を有する者。
ただし、過去の業務実績は要件としない。
２．技術指導者
・管理技術者に必要な要件（資格、同種・類
似業務実績等）を有する者。
・定期的に配置予定技術者の指導を行うこと
（１回／週程度）。
・発注者と行う全ての協議、報告、打合せに
出席すること。
・技術指導者は、テクリスにおいて担当技術
者として登録すること。
⑶ その他の総合評価落札方式での取り組み
若手技術者育成に関する取り組みのほか、育児

代わりに、技術指導者を配置した場合には当該

休業等を考慮した評価対象期間の設定（平成30

技術者を総合評価の評価対象とすることにより若

年度〜）や、技術者の地域精通度評価の試行（平

手技術者の登用を促進させるものである。

成28年度〜）も継続して取り組んでいる。

なお、技術指導者の配置の有無に関わらず若手
技術者（40歳未満）を配置した際には、工事成

3．建設現場における取り組み

績点でも評価を行う。

１）特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置
令和２年10月１日付の建設業法改正の施行に伴
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い、建設業法第26条３項ただし書きの規定を受け

船の操船状況の見学機会等を提供した場合に評価す

る特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置が取り

るものである。

組まれている。

なお、受注者（下請を含む）の職員を対象とした
ものや、単に受注者（下請を含む）への就職を目的

Ａ工事

Ｂ工事

監理技術者補佐
（専任）

監理技術者補佐
（専任）

特例監理技術者 （兼任）
図−２

特例監理技術者の配置イメージ

としたものは評価の対象としていない。
令和２年度からは新たな取り組みとして担い手育
成活動の対象者を拡大しており、土木関係の専門学
校生、高校生、大学生等や現場経験の少ない者以外
にも、土木に直接関係の無い子供から大学生等の若
手を含む場合も対象とする取り組みを開始した。

北陸地方整備局港湾空港部においても、監理技術
者の兼務を認める工事として、工事規模や施工範囲
等を考慮して以下の運用を適用している。
①分任支出負担行為担当官による工事。
②技術的難易度がⅡ以下の工事。
③監理技術者補佐を専任で配置すること。
④監理技術者の資格を有すること（一級施工管理
技士補、一級施工管理技士等）。
⑤入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあ
ること。
⑥同一の特例監理技術者を配置できる工事の数は
同時に２件まで。
⑦特例監理技術者が兼務できる工事は同じ地域内
（工事ごとに明示）。
⑧特例監理技術者は、主要会議への参加、現場の
巡回及び主要な工程の立会等を遂行。
⑨特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に
連絡が取れる体制を構築。
⑩監理技術者補佐が担う業務等について明確にす
ること。
以上により取り組みを進めているところである。
２）工事現場における取り組み

写真−１

小学生対象の現場見学会

３）工事現場における環境整備の取り組み
建設業における女性の活躍や若手の入職・定着の
ため、魅力ある建設現場に向けて女性技術者等が働
き易い職場環境の推進を図っている。
原則、全発注工事を対象に、働き易い職場環境を
整備した工事に対して、工事成績評定で評価してい
る取り組み（平成30年度〜）を継続する。
評価の考え方としては女性技術者の配置あり、な
しに関わらず、「快適トイレの導入」を実施した工
事で、かつ、化粧台やシャワー室等の職場環境を整
備した工事を評価する。
工事現場においてこれらに取り組んだ場合、工事成
績評定の「創意工夫」において評価することとしている。

4．最後に

学生や若手技術者に対し、建設業への関心の喚起

本稿では、担い手育成・確保の取り組みとして入

や技術習得の機会を提供する活動を推進している。

札契約の手続き段階、監理技術者制度、工事契約後

原則、全発注工事において、担い手育成活動を実

の取り組みの各段階での取り組みを紹介した。

施した工事に対して工事成績評定で評価するもので

新たな取り組みに関しては未だ取り組み期間が短

あり、
受注者が建設業に将来就く可能性のある者（土

く、適用事例は少ないものの、今後も引き続き取り

木関係の専門学校生、高校生、大学生等）や現場経

組みを進めることにより、担い手育成・確保に資す

験の少ない者等を対象とした現場視察・実習や作業

るものと期待している。

【著者紹介】 山川 匠（やまかわ たくみ）
昭和42年生まれ。昭和60年運輸省第一港湾建設局新潟調査設計事務所採用。北陸地方整備局新潟港湾・空港整備事務所先任建設管理官。
令和元年同港湾空港部品質検査官等を経て現職。
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特集 公共工事の品質確保に向けた取組み〜担い手確保の推進に向けて〜

水産庁における品質確保の取組
～遠隔臨場の活用事例と市町村支援～
き

むら

木 村

とも

や

智 也＊

建設業における担い手不足の課題は、技術系職員が不足している市町村等の発注者側でも顕在化してい
る。本稿では水産庁直轄工事における品質確保（担い手確保）の取組と、発注者の業務効率化にもつなが
る遠隔臨場の活用について具体例を紹介するとともに、水産庁が行う市町村支援の取組について紹介する。

1．はじめに

2．フロンティア漁場整備事業の概要

建設業における担い手不足は、団塊の世代の大量

フロンティア漁場整備事業は、我が国排他的経済

離職に対し新規就業が少ないことによる人手不足と

水域において、保護及び増殖のための措置を緊急に

技術継承の問題に注目が集まっているが、発注者側

講ずる必要があり、保護のための措置が講じられて

である地方自治体の担い手不足も課題となっている。

いる魚種を対象に、保護・増殖機能を有する構造物

水産庁が令和３年１月に行った市町村
（漁港管理者）
へのアンケート調査では、技術系職員が０名の市町村

を整備する事業である。
これまでに「五島西方沖地区」「日本海西部地区」

が３割程度存在しており、担い手不足が顕在化してい

「隠岐海峡地区」「対馬海峡地区」「大隅海峡地区」

る。また、漁港は

で事業を実施している。

交通不便な半島や
離島に立地してい
ることが多く、工
事現場への移動に
時間を要するため、
ただでさえ少ない

5人以上～
4人
12管理者
17管理者
3％
4％
3人
34管理者
9％

1人
128管理者
32％

が大きくなる傾向
にあり、業務過多
による品質低下が
危ぶまれる。

0人
138管理者
34％

2人
73管理者
18％

職員にかかる負担

未回答
1管理者
0％

図－１ 市町村（全403漁港管理者）
における漁港漁場の担当技術系
職員数（管理職を除く）

水産庁が行う直轄漁港漁場整備事業（フロンティ
ア漁場整備事業）は、遠隔地の工事を少人数で実施
している点で、市町村が置かれている状況と類似し
ている部分もあることとから、本稿では水産庁が行
う品質確保（担い手確保）取組の事例を紹介する。

図－２

フロンティア漁場整備事業実施地区

3．水産庁直轄工事における品質確保の取組
水産庁では品質確保（担い手確保）の推進のため、
直轄工事の発注にあたり以下の取組を行っている。
①休日確保型工事の試行
入札時に休日確保の方針について記載した休日

＊水産庁 漁港漁場整備部 整備課 実施係長
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確保計画の提出を求め、休日確保を義務付けると
ともに、予定価格において人件費等を補正。
②任意着手制度の試行

まず、通常のWEB会議を定期的に行うことで、
発注者と受注者、監督補助者の３者がWEB会議シ

工事開始前に労働者確保等の準備を行うための

ステムの扱いに慣れることからはじめ、その後、屋

余裕期間を設定し、施工時期等の平準化を図る。

外でのWEB会議システム活用を試験的に行うこと

③熱中症対策に資する現場管理費補正の試行

で問題点を確認した。

熱中症対策に係る費用として、現場における過

課題となったのは水産庁の通信回線であった。高

去３ヶ年の真夏日率を算出し現場管理費を補正。

いセキュリティを確保するためPCから接続可能な

④女性・若手技術者の育成・確保に対する評価

サイトや使用可能なWEB会議システムが制限され

総合評価落札方式の評価項目として、技術系女

ており、多くの職員が同時に回線を使用するため通

性・若手職員の正規雇用の促進等に関する認定の

信速度が遅く、WEB会議中にラグや断線が生じる

取得状況を評価し、次世代を担う若者等の確保に

などの問題が生じた。このことから、WEB会議シ

貢献。

ステムを活用した遠隔臨場の実現には安定した映像

⑤受発注者間やり取りの効率化

通信用の回線と専用PCが必要であると結論づけた。

工事書類簡素化の試行の取組と併せ、工事情報

検討により遠隔臨場を行うために必要なシステム

共有システムを活用することで工事書類の電子

や機材を把握することはできたが、新たな通信回線

化・効率化を図るとともに、WEB会議システム

導入のハードルが高く、遠隔臨場の本格導入には

を使用した遠隔臨場を活用している。

至っていなかった。

このうち、WEB会議システムを使用した遠隔臨

３）新型コロナウイルスへの対応

場の活用については、発注者の業務効率化にも役立

ところが、新型コロナウイルスの蔓延により状況

つ内容となっているため、水産庁が行った具体的な

が一変する。令和２年４月には最初の緊急事態宣言

取組を紹介する。

が発令され、東京から現場に出張することが全く出

4．遠隔臨場の活用
１）フロンティア漁場整備事業の課題

来なくなり、遠隔臨場の仕組みづくりが緊急課題と
なった。
新型コロナウイルス対応として行政における

フロンティア漁場整備事業の工事現場は、前述の

WEB会議ニーズが高まり、水産庁では会議室に

とおり広範囲に点在しており、発注者が日常的な立

WEB会議を行うための通信回線と大型モニターが

会に対応することが出来ないため、発注者支援とし

整備された。受注者や監督補助者においても遠隔臨

て監督補助業務を契約し、各現場に監督職員を補助

場対応の機材の導入が急速に進んだとこにより、こ

する技術者（以下、監督補助者という）を配置して

れまで検討してきた遠隔臨場の仕組みを本格導入す

いる。しかし、発注者が直接対応する必要がある案

ることが可能となった。

件（工事安全パトロール、完成検査、その他重要な
現場確認）については、飛行機を乗継いで現場入り
する必要があるが、移動時間のロスが大きく、柔軟

34

行った。

水産庁が導入した遠隔臨場の基本的な構成を図−
３に示す。
現場では監督補助者がタブレットPCを用いて発

なスケジューリングが出来ないという課題があった。

注者の指示で撮影を行う。WEB会議システムの動

２）ICT活用の検討

画解像度は高くないので、細部を確認するときは撮

このような課題を解決するため、水産庁では平成

影者が対象に近接して撮影している。受注者はス

30年度からICTの活用による業務効率化の検討を

マートフォンからWEB会議システムに接続し、

開始。工事受注者や監督補助者の意見を聞きながら、

ヘッドセットで発注者と音声通話を行いながら現場

遠隔臨場に必要なシステムや機材について検討を

の説明を行う。
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効率的に行うことが求められる。
また、システム構成は接続する周辺機器（外付け
カメラ等）を減らした方が安定するが100％の安定
性は確保出来ないため、予備の通信手段を確保して
おくことが重要である。

5．市町村支援の取組
ここまで紹介した遠隔臨場の活用は、技術系職員
が不足している市町村の工事に適用することで、業
務の効率化が期待出来るものと考えられる。
また、水産庁では市町村等が水産基盤整備事業を
図－３

遠隔臨場の基本的な構成

実施するための各種手続き（計画、予算要求、事業
申請、工事発注、管理等）を効率的に行うことが出来

４）遠隔臨場の効果
遠隔臨場を行うことによりにより、新型コロナウ
イルスの感染リスクを避けつつ、必要な現地確認を
行うことが出来た。

るよう、以下のとおり市町村支援の取組を行っている。
①水産基盤整備事業の実務の手引きの策定
初心者にも水産基盤整備事業の実務の一連の流

発注者としては、出張の移動時間が削減され、他

れが理解できる手引きを作成し、全国の漁港管理

業務に充てる時間が確保されたことで全体的な業務

者に配布。

効率化が図られた。特に海象の影響が大きく直前ま

②漁港漁場整備に係る「よろず相談窓口」の設置

で出港日時が定まらない海上工事について、これま

水産庁漁港漁場整備部に「よろず相談窓口」を

で出張の移動時間と出港日時の変更を想定して約３

開設し、関係機関とも連携して、漁港漁場整備の

日間のスケジュール確保が必要であったところ、遠

課題を有する市町村に対し、課題解決に向けた相

隔臨場の活用により数時間のスケジュール確保で作

談・助言。

業状況が確認できるようになった。

③水産関係公共工事等発注者支援機関認定制度
水産基盤整備事業の発注者自らが発注関係事務
を適切に実施することが困難な場合に備え、公共
工事の品質確保の促進に関する法律第21条第４
項に基づいて、その事務を代行できる発注者支援
機関を認定する仕組みを導入。

写真－１

海上施工の遠隔臨場

５）遠隔臨場の留意点
遠隔臨場の導入にあたっては現地テストの積み重
ねが大切である。水産庁が検討した時点と比べ、現

詳しくは「水産庁

市町村支援」で検索し、水産

庁HPを確認していただきたい。

6．おわりに

在は遠隔臨場に関するシステムや機材の選択肢が大

水産庁では直轄工事の実施にあたり、遠隔臨場の

幅に増えているが、通信状況や機器の相性等、机上

導入をはじめとした品質確保（担い手確保）の取組

の検討では分からない様々な問題が現場で発生する。

を推進するとともに、その成果等について水産基盤

例えば、スマートフォンからWEB会議システム

整備事業を実施する都道府県や市町村への情報提供

に接続する場合、端末の発熱が大きく、いわゆる熱

することで、受発者双方の働き方改革に貢献してま

暴走を起こすことがあるため、遠隔臨場は短時間で

いりたい。

【著者紹介】 木村 智也（きむら ともや）
昭和54年生まれ。五所川原農林高等学校卒。水産庁漁港漁場整備部計画課係長、同整備課係長、平成27〜28年岩手県農林水産部漁港漁村
課主任（出向）、平成29年（一社）水産土木建設技術センター上席研究員（出向）を経て平成30年から現職。
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「労務費見積り尊重宣言」に基づく
技能者の賃金上昇の取組み
～処遇改善による担い手確保に向けた日建連の取組み～

うえ

だ

上 田

よう

へい

洋 平＊

近い将来に予測される高齢技能者の大量離職による担い手不足を未然に防ぐためには、若者を中心とし
た新規入職の促進が必要であり、魅力ある処遇を準備することが不可欠である。日建連は、
「労務費見積
り尊重宣言」など、技能者の賃金水準向上に取り組んでいる。

1．はじめに

との差は再び縮まっているが、全産業平均との差は

「自分たちが若い頃、現場に行くと職人さんたち

開いたままである）。

の方が遥かに良い給料をもらっていて、職人さんに

処遇に魅力がなければ、担い手の確保もままなら

飲ませて貰うことがよくあった」
、これは当会の会

ない。現在、国土交通省と業界とが取り組んでいる

員である大手建設会社の会長・社長が、よく口にす

担い手確保の取組みの本質は、こうした筆者が小中

る思い出である。1970年代初頭の話と考えられるが、

学生であった頃には魅力的で競争力を有していたの

統計に当たると、当時は建設労働者と製造業労働者、

に、その後、後退してしまった建設技能労働者の処

全産業労働者の平均賃金の差は現在より少なく、腕

遇の復活（ルネサンス）にあると考えられる。

前の良い職人であれば、冒頭の会長・社長の思い出
のような振る舞いも出来たと考えられる。
そうした腕に自信のある建設職人が稼げる時代が、

2．いつまでも働けることは魅力だが…
就業者の高齢化は我が国の産業が直面する共通の

過ぎ去り、今では賃金で他産業に差を付けられ、休

問題だが、建設技能者の高齢化は他産業より深刻で、

日・総労働時間でも大きく離されてしまった（労務

遠からず大量離職が発生した際に、担い手確保や技

単価の連続引き上げの効果等により、近年、製造業

能承継に大きな問題が生ずることが懸念される。
（一社）日本建設業連合会（以下「日建連」という。）
は、2015年３月に取りまとめた長期ビジョンの中で、
2025年度までの10年間に、生産性向上10％を織り
込んでも建設業全体で77～99万人の技能労働者の
新規入職が必要と試算し、若者を中心に90万人の
新規入職者の確保を目標とした。しかし、５年後の
2019年度末時点で新規入職者は26.7万人（10年間
で約55万人入職のペース）と推計され、計画通り
に新規入職は進んでいない。それでも近年のオリン
ピック需要にも対応できたのは、65歳以上の技能
者の退出が少なく、この層が15万人以上増加した

図－１

労働者賃金の推移（年収ベース）

＊一般社団法人 日本建設業連合会 専務理事
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ことによる。

現時点では、多くの高齢技能者に支えられ事業執

によりいわゆる３Kが調伏されたことが挙げられる）
。

行の余力が存在しているとはいえ、65歳以下の就
46.2

業人口減を65歳以上の就業人口増で支えるこの10

48.1

年ほどの建設業界の状況は持続可能とはいえない。

38.8
42.7

年齢に拘わらず体が動けば稼げることは建設業の魅

40.8
42.7

力の一つではあるが、年齢構成のアンバランスが臨

48.3

界点に達する前に若者を中心とした担い手（建設技

44.1
47.5

能者）を確保することは喫緊の課題と言える。
（人）
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図－３

仕事を選択する際に重要視する観点
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図－２
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2020 出典：労働力調査

年齢階級別・建設業就業人口

3．職選びのポイントは安定性と賃金

4．技能者の賃金確保のための日建連の取組み
2018年、当時の石井国土交通大臣は建設技能労
働者と全産業平均との間に２割もの給与格差がある
状況を踏まえ、日建連を含む４団体に対して、担い
手の給与の引き上げを目に見える形で進めるべく思
い切った取組みの実施を要請した。また、専門工事
業者の団体である（一社）建設産業専門団体連合会

2017年度に内閣府が行った調査によれば、若者

は、「技能や経験に見合った給与の引き上げを行い、

が職選びをする際に特に重要と考えるのは、安定性、

技能労働者の処遇改善に努める」ことを決議した。

賃金、職場の立地の順となっている（
「やりたいこ
とができる」は４番目）。

こうした状況を踏まえ、日建連は、①各専門工事
会社が積極的に給与の引き上げを行い、②元請に対

この調査では、建設技能者の入職が進まない理由

して必要な労務賃金等を明確にした見積りを提出、

が端なくも明らかとなっている。重層下請けの下、

③元請がそれに応じて適切に支払うという好循環に

日給月給制と相まって安定的な給与が保証されてい

より、建設技能者賃金を全産業労働者平均に向かっ

ない、給与水準自体が低い、工事現場が職場となる

て持続的に引き上げていくことが可能と判断し、

ため職場が移転し自宅の近くとは限らない、と職選

2018年９月に「労務費見積り尊重宣言」を行った。

びの重点３ポイントが揃ってクリアできていない。
このような状況を放置したままで、やりがいに係る
広報やイメージアップ戦略に取組んでも、効果は限
定的と考えられる。
こうしたニーズへのミスマッチについては個別に
解決（例えば、
安定性に関しては月給制の導入など）
を図ることが本筋だが、技能者の賃金を一定の不安
定性や現場への遠距離通勤をも許容できるほどの水
準に設定することにより入職を促進することも可能

「労務費見積り尊重宣言」
日建連会員企業は、建設技能者の賃金を全産
業労働者平均レベルに近づけていくため、一次
下請企業への見積り依頼に際して、内訳明示が
進んできている法定福利費に加えて労務賃金改
善の趣旨に叶う適切な労務費（労務賃金）を内
訳明示した見積書の提出要請を徹底し、当該見
積りを確認した上でこれを尊重する。

ではある（こうしたトレードオフの例としては、バ

さらに、同年12月には、労務費見積り尊重宣言

ブル期の建設業において「ガテン系」として高賃金

実施要領を決定し、当会会員が、2023年度には全
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職種、全国で労務費見積り尊重宣言を実施し、適正

いただいている。2020年度には一般土木で24件の

な労務賃金を反映した見積が提出され、建設技能者

モデル工事が発注されており、2021年度には更に

の賃金が適切に評価される状況を一般化する目標ス

モデル工事を拡大するとのことである。

ケジュールを設定した。労務費見積り尊重宣言の実
施には、一次下請企業が二次以下の下請企業に必要
な労務費も含めた適正な見積りを行い、見積書の提
出時に労務費を内訳明示することが必要であり、ま

6．労務費見積もり尊重宣言の今後の展開
今年度、労務費見積り尊重宣言に新たな取組みが
加わった。

た、一次下請企業のみならず、二次以下の企業も宣

本年３月に行われた赤羽国土交通大臣と当会を含

言の趣旨が共有される必要がある。このため、スケ

む建設業関係４団体との意見交換会において、「本

ジュールに余裕を持たせ、段階的に実施範囲（地域・

年は概ね２％以上の賃金上昇の実現を目指す旗印の

対象工事等）を拡大することも可能としている。

もと、全ての関係者が可能な取組みを進めること」

2020年度末の調査では、日建連の理事会社・監

が申し合わされたことを受け、日建連は、労務費見

事会社（大手会社）54社中では、25社が「すべて

積り尊重宣言の今年度の運用について、一次下請へ

の工事で労務費見積もり尊重宣言を実施」、10社が

の見積り依頼に際して、概ね２％以上の賃金上昇の

「一部工事で実施」との回答であった（未回答会社

趣旨に適う適切な労務費を内訳明示した見積書の提

が８社存在）
。

出要請を徹底し、当該見積りを確認した上でこれを

5．労務費見積り尊重宣言の意義

尊重することを決議した。これは、新型コロナウイ
ルスの影響により我が国の景気が急減速し、失業者・

請負契約に特約等が無い限り、契約内容は見積書

休業者が高止まりしていること等を考慮すると、大

の内容に直接拘束されるものではなく、仮に見積書

変厳しく、企業の負担も極めて大きいものの、賃金

と実際の人工数や労務賃金が違ったとしても精算を

下落の負のスパイラル（賃金下落→労務単価下落→

行う契約上の義務は存在しない。

利益下落→更なる賃金下落というスパイラル）に陥

そうした見積書において労務費を内訳明示する意

ることを防止し、これまでの処遇改善に向けた取組

味は、従来、多用されてきた「材工一式」という考

みを後戻りさせないために、建設業界のリーダーと

え方に風穴を開けることにあると筆者は考える。け

しての日建連の決意を明らかにしたものである。

だし、資材と職人の手間とを丼勘定で扱い、同じ財

また、日建連は国土交通省に協力して建設キャリ

布の中で調整する（モノとヒトを同列に扱う）とい

アアップシステム（CCUS）の普及にも全力で取

う思想から、建設産業は脱皮していく必要がある。

組んでいるが、このCCUSのカードの色に表象され

「この工事には、こうした技能レベルの職人を何人

る技能者のレベルに応じた賃金を見積りに反映いた

日出すので、こういった労務費総額になる」という

だき、労務費見積り尊重宣言の仕組みの中でこれを

見積りと説明こそが、元請と下請の価格交渉の前提

受け止める準備を進めている。本年６月にはCCUS

であり、労務費や労務賃金に係る共通認識の醸成に

カード保有者が60万人を超えるなど、能力に応じ

資するものと期待される。

た賃金支払いの環境は整いつつある。

国土交通省は、こうした日建連の取組みの意義を

腕の良い職人に高い給与が支払われ、それを励み

評価して、2019年度から、直轄工事において「労

に職人が更なるスキルアップに励む、そうした好循

務費見積り尊重宣言促進モデル工事」の発注を開始

環を作り、また、腕の良い優秀な技能者を多く抱え

した。このモデル工事では、労務費見積り尊重宣言

る企業が高く評価される環境を構築するため、日建

の実施につき総合評価及び工事成績評定での加点を

連は今後も活動を続けることとしている。

【著者紹介】 上田 洋平（うえだ ようへい）
昭和35年生まれ。東京大学法学部卒。内閣府PFI推進室参事官、国土交通省土地・建設産業局総務課長、関東地方整備局副局長、（一社）
日本建設業連合会常務理事等を経て現職。
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令和２年７月豪雨における
熊本県建設業協会の災害時の取り組み
〜地域建設業ここにあり〜

一般社団法人 熊本県建設業協会＊
平成28年４月の熊本地震から４年。令和２年７月、熊本県の南部を襲った豪雨災害。甚大な被害を被っ
た人吉球磨・八代・芦北地域の建設業協会各支部の取り組みと使命感にあふれた地域建設業の活動の一端
を記す。

1．はじめに

援を会員一丸となって行った。今回、その活動状況

令和２年７月豪雨は、梅雨前線が九州付近に停滞
し、７月３日、４日は熊本県及び鹿児島県において、
６日から８日には九州北部の広い範囲で記録的な大

について報告する。

2．熊本県内の被害状況

雨をもたらした。この間に熊本県内においては、記

熊本県内における人的被害は、死者・行方不明者

録的短時間大雨情報が10回も発令され、特に球磨

67名、住宅被害は、全壊1,493棟、半壊3,113棟、

川流域では６時間降水量、12時間降水量がこれま

床上・床下浸水707棟、一部破損2,088棟となって

での記録の1.4倍を超える程の激しい集中豪雨と

いる（令和３年７月１日：熊本県発表・速報値）。

なった。また、今年の梅雨は例年より明けるのが遅

公共土木施設の被害としては、特に被害が大き

く、７月は毎日雨模様であったとの記憶しかない。

かった球磨川（国管理）において堤防決壊が２箇所、

これだけの雨が降れば当然災害発生は避けられず、
堤防決壊や越水、橋梁の流出、道路、線路の欠損、
広範囲での浸水など、甚大な被害が発生した。特に
球磨川流域に関する被害が甚大であり、尊い人命と
貴重な財産が数多く奪われることとなった。
このような中、
（一社）熊本県建設業協会では発
災直後より、住民の安全のために被災箇所の復旧支

提供：九州地方整備局

写真−１

球磨川56k400付近の堤防決壊箇所（７月４日）

提供：九州地方整備局

写真−２

人吉市街部［上青井町］
（７月４日）
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越水が３箇所、溢水が８箇所発生し、人吉市街部な

しては、国道219号の啓開、支川万江川、支川山田

ど約1,150haの浸水被害が確認された。また、球磨

川の堤防決壊箇所の対応を行った。こちらも24時

川本川及び支川に架かる橋梁17橋が流失し、国・県・

間体制で対応にあたり、被災した会員もいる中よく

市町村道や鉄道などの交通ネットワークが寸断され

頑張ってくれた。

るなど、孤立集落の救出活動や道路啓開が妨げられ
る程の災害が球磨川本川の両岸で発生していた。
なお、熊本県内における被害額（概算）は、公共
土木施設が約1,513億、建築物や農林水産関係など
含めた全体では約5,222億円となっている（令和３
年３月30日時点：熊本県調べ）。
提供：九州地方整備局

写真−４

堤防決壊箇所の応急復旧工事（７月５日）

写真−５

堤防決壊箇所の応急復旧完了（７月６日）

提供：九州地方整備局

写真−３

流出した鉄道橋と相良橋［球磨村渡］
（７月17日）

3．熊本県建設業協会会員企業の災害対応
令和２年７月豪雨において本会では、支部毎に国、

提供：九州地方整備局

今回の災害で課題も見えてきた。発災直後より、国、

県の出先機関や自治体と連携しながら災害対応を

県、市町村の各災害協定に基づく依頼が協定を締結

行っており、今回、人吉支部、芦北支部の活動状況

している各社に対して、それぞれの担当者から連絡

について報告する。

があった。災害の規模が甚大であったこともあるが、

１）人吉支部の活動状況

依頼内容が各社に殺到しかつ混乱していたためか、

（人吉支部

松村陽一郎支部長）

同様の依頼が異なる担当者から複数回連絡があった

人吉支部では、７月３日より国土交通省管轄の球

り、一旦受理した依頼事項についてその後のやり取

磨川において排水ポンプを設置し、河川巡視を行っ

りが途絶えたりすることがあった。支部としてもこ

ていた。４日には、球磨川本川の人吉市街部より下

のままでは十分な災害対応が困難になると判断し、

流部で堤防決壊したとの情報が入り、その後も支川

当支部にて依頼事項の一元管理を行う旨、国と県に

万江川、支川山田川が次々に氾濫し、人吉市街部で

申し入れを行い情報の交通整理を行った。

は広範囲で浸水しているとの情報が入ってきた。た
だ通信手段が遮断され、情報が錯綜するなど、被害
の全体像がなかなか把握できなかった。
そのような中、まず、球磨川堤防決壊箇所の応急
復旧に着手した。24時間体制で大型土のうなどを
設置し３日間で決壊箇所を塞ぐことができた。また
発災より３日後に、熊本県球磨地域振興局と協議を
行い、優先すべきもの並びに応急復旧の方針を固め、
会員（各社）に対応を割り振った。応急復旧工事と
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提供：九州地方整備局

写真−６

国道219号の応急復旧工事（７月９日）

提供：九州地方整備局

提供：九州地方整備局

写真−７

国道219号の応急復旧工事（７月15日）

写真−９

町道の啓開状況（芦北町花岡地先）

ようやく復旧工事が本格化してきたが、これから

開作業を終えることができた。その後も自衛隊との

も地域住民の生命と財産を守ることが我々の使命で

連携により８月１日に孤立が全て解消することがで

あると考え、一日も早く普段の生活に戻れるよう会

きた。

員一丸となってできることを全力でやっていく考え

なお、今回、初動時の対応でスムーズに活動でき

である。

た要因としては、支部独自に設けている防災委員会

２）芦北支部の活動状況

が機能し、会員一人ひとりが速やかに自らパトロー

（芦北支部

佐藤一夫支部長）

ルや啓開作業にあたったことである。それからSNS

芦北地区では、７月４日未明からの記録的豪雨に

のLINEを活用し、従来の防災情報システムと併用

より佐敷川が氾濫し、芦北町中心部が浸水したこと

することで、情報が錯綜する中、必要な情報を共有

で、芦北支部の拠点としていた事務所も被災した。

することができたことにあると考えている。

熊本県芦北地域振興局からの支援要請は４日の早朝
にあり、浸水が幾分低下するのを待って振興局へ打
合せに向かった。

4．まとめ
今回の災害は、平成28年に発生した熊本地震か

被害状況は、芦北町を中心に各所で土砂崩れや路

らの復旧・復興が未だの中で発生した。また、球磨

肩崩壊が発生し、交通網が寸断されたことで、大尼

川の氾濫による大規模な災害は、1965年以来のこ

田地区や大岩地区など21地区もの集落が孤立して

とであった。災害は時期も場所も関係なく、いつで

いた。本会は振興局からの要請により幹線となる県

も起こりうるものであり、その対応のためには組織

道を優先した啓開作業にあたった。重機の搬入が困

力と連携、及び情報共有が重要であると感じた。今

難な箇所では、別途工事で駐機していた他社ものを

回、会員である各社には国、県、市町村から多くの

使用し啓開作業を行うこともあったが、支部会員の

要請が届き対応を行ってきたが、特定の会員に要請

懸命の作業により概ね１週間でほとんどの県道の啓

が集中するなど非効率な状態も見受けられた。熊本
県建設業協会はこのような時に組織力、連携力を活
かし迅速な対応ができるため、災害時には地域防災
の担い手でもある本会並びに支部を活用願いたい。
これから復旧・復興が本格化するが、この地に生
活する住民のためにも、行政に対しては単に治水対
策だけでなく、まちづくりを踏まえた総合的な治水
対策をお願いしたい。

提供：九州地方整備局

写真−８

県道及び神瀬橋の被災状況（芦北町白石地先）
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上徳不徳

デタラメを平気で吐く人びと
一般社団法人 全日本建設技術協会 会長

いし

ひさ

かず

大 石 久 和

コロナ騒動で国民には自粛ばかりが政府から

発注者であるわれわれ全建会員に対する侮辱で

要請されているが、それでいいのかと疑問を

もある。専門領域以外の世界について有効な知

とり だまり

持った鳥 集 徹氏が何人もの有識者と対談をし

識も持たず、聞きかじりでかつ間違った認識を

て、「コロナ自粛の大罪」
（宝島社新書・2021

持った人間が、わが国を代表する精神科医であ

年４月）を刊行した。

ると言われても受け入れることは困難だ。専門

本書自体はなかなか面白いところもあるのだ
が、この中で有名な精神科医である和田秀樹氏
が道路インフラについてトンデモ級の認識を示
している。彼は次のように言う。

外についての言論には慎重であるべきことは専
門家としての身だしなみである。
産経新聞社の「正論」の2021年８月号に「武
漢ウイルスとの戦い

日本は敗北したのか」と

「今ある千何百兆円という国の借金だって、

いう記事が掲載された。経済産業省OBの八幡

高齢者の福祉が充実できない理由に使われてい

和郞氏とかつて厚労省の医官であった木村盛世

るけど、高齢者が少なかった時代に道路や箱モ

氏との対談である。

ノを造るためにできた借金なんですよ。つまり、

そのなかで、八幡氏は「そもそも技官という

土建屋に儲けさせるために造った借金のせいで

のは、背後にある医療界とか土木業界などの利

高齢者が十分な福祉を受けられないのに、高齢

益代表として役所に送り込まれている存在なの

者の福祉を充実すると財政がパンクするって言

だ、ということを政治家もメディアもよくわ

われてしまう。なのに、
土建屋さんが豪邸に住ん

かっておく必要があります。」というデタラメ

で、ベンツに乗って、愛人を囲っていても怒ら

発言をしている。

ない。」
道路財源のこともわかっていないし、建設国

国土交通省や県庁などのどこに業界利益代表
がいるのか具体的事実を知った上で語っている

債と特例国債との区別もついていないうえに、

のか。勝手な思い込みの妄想でしかない発言だ。

財政認識もまるで不足している。また、事実や

この発言の裏には、恐るべき技術者蔑視が含

証拠を示すこともなく、特定の職業分野の人間

まれている。
「官庁は法学部出身者がいろんな

を著しくおとしめている。この差別的な表現は

部署を経験してゼネラリストとして各所を指揮

犯罪的である。

する」のを理想とするという数十年前の感覚に

直接的には建設業者批判のようだが、これは
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とらわれており、専門家は公務の世界には不要

だとの認識だ。

がるはずもないのに、こうした無知丸出しの言

内閣支持率低下は人びとの怒りから来ている

論を当時のメディアは何度も持ち上げていたの

が、その一つが使い物にならないCOCOAな

だ。地震も台風も軟弱地盤もほとんどない国と

どのソフト開発の無様な顛末だった。ゼネラリ

わが国のインフラ投資のGDP比を比較しても

ストで固められた霞が関がソフト開発の知識も

何の意味もないこともわかっていないのだ。

経験もないまま重層下請け的な発注に走り、納

おまけに国債はクラッシュもしていないし

品された成果品が仕様を満たしているかどうか

（するはずもない）
、為替のオーバーシュー

のチェックの方法もわからないという体たらく

ティングも起こっていない。きわめて近い過去

に人びとは唖然としたのだった。

にこうしたデタラメをメディアは振りまいてき

東京大学の川原圭博教授は、このCOCOA

たことを良く記憶しておきたいのである。メ

事件について「行政経験しかない職員が高度な

ディアはその反省もまったくなく、いまも新し

判断をするのは無理」と述べているが、35年

いデタラメを撒き散らしているからである。

前のエイズ事件の風景そのものである。

アメリカが「経済政策の静かな革命」を標榜

さらに全建会員が怒り心頭に達するデタラメ

して積極財政に切り替え、
「自らを苦しめる緊

発言を紹介したい。中前忠（中前国際経済研究

縮財政を財政規律であるかのように勘違いして

所長）という人は10年以上前の一時期メディ

きた」と反省しているのに、日本では政治もメ

アによく登場した人物である。その彼が20年

ディアも反省の気配すらないし、国民も追求を

ほど前に次のように述べている。

怠っている。

「日本経済はもうクラッシュアンドリバース

バイデン・アメリカ大統領も、ジョンソン・

の シ ナ リ オ し か な い の で は な い か。 特 に、

イギリス首相もコロナショックの経済を再興さ

1990年代の政策のツケが集中している国債市

せるためにインフラ整備の重要性を説いている。

場で、クラッシュが始まるだろう。その時期は

しかし、日本の政治家やメディアがインフラの

近い。長期金利は４～５％に、円相場も１ドル

重要性を語ったことは、この20年間を見ても、

＝140円の円安国となり、さらに一時的にはそ

そして今も、皆無という悲惨さだ。これでは経

れがオーバーシュートするだろう。
（略）

済が成長するはずもなく、つまり国民が豊かに

例えば、建設業では最終的な規模を想定して
政策を考える。今の公共投資の国内総生産に対

なることもないのである。
国民は政治に無関心であることなど出来ない。

する比率を国際水準の３％くらいに下げるとす

民主主義とはそういう制度である。国民も何も

ると、建設業の雇用者600万人は最終的に300

言わず沈黙を守れば、政治は国民の命すらも簡

万人に減る。労働市場にあふれる300万人をど

単に無視することをわれわれはコロナで経験し

うするか。失業保険を整備するといったことが

たところである。

政府の役割になる。
」
インフラのなんたるかも何も知らず、国債発
行は国民への現金の供給であるから金利など上

月刊建設21−10

43

諸外国のインフラ情報

米国におけるインフラ再構築の動き
きのした

木下

誠也＊

米国は、ルーズベルト大統領による1930年代の

18日にウイルス検査無償化や所得保証のための第

ニューディール政策やアイゼンハワー大統領による

２弾、そして３月27日に2.2兆ドルに上る世帯現金

インターステート・ハイウェイの建設（1950年代

給付等のための第３弾の対策法を次々と制定しまし

後半～1960年代）などの大規模なインフラ整備に

た。トランプ大統領は続く第４弾として、３月末に

より国力を高めてきました。その後大規模プロジェ

10年で２兆ドルのインフラ投資をすることを表明

クトは少なくなりましたが、連邦政府のインフラ予

しました。

算は日本のように大幅に減少させることはなく増加

実は、トランプ氏は、2016年大統領選の当初か

基調は続きました。それでも近年インフラの老朽化

ら イ ン フ ラ の 再 構 築 に １ 兆 ド ル 必 要 と 主 張 し、

が進み、人々の安全や健康を脅かしかねないことを

2017年 １ 月 の 大 統 領 就 任 演 説、2018・2019・

米国民の多くが日々の生活の中で実感しています。

2020年の年頭一般教書演説でもインフラ再構築の

このため、インフラを再構築するための予算拡大は

必要性を力説し続けていました。しかし、財源や使

米国民の３分の２が支持する人気の高い政策であり、

途について議会内で意見が対立し、大規模インフラ

共和党と民主党が超党派で取り組むことができる数

投資は実現に至っていませんでした。２兆ドルの

少ない政策のひとつになっています。

インフラ投資法案は、元々インフラ投資の拡大に熱

特に、コロナ禍発生以降、経済が大きな打撃を受

心な民主党に歓迎されましたが、債務の増大に慎重

け、また自然災害が激化していることから、防災や

な共和党内の合意が得られず実現しませんでした。

国力強化のため、あるいは目先の雇用確保のため

2021年１月にバイデン政権が誕生すると、ワクチン

インフラ投資を拡大することが国の重要課題になっ

接種推進等のためのアメリカ救済プラン
（American

ています。

Rescue Plan）を打ち出し、３月11日に法制化し

連邦政府はパンデミック対策として、2020年３
月６日にワクチン開発支援等のための第１弾、３月
＊日本大学 危機管理学部 教授
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ました。１月に上下両院とも民主党が優勢となった
ことから、数の力で可決しました。

諸外国のインフラ情報
バイデン大統領は、それに続くものとしてBuild
Back Better（より良い再建）を掲げ、その第１段

を可決するよう求めています。バイデン大統領自身
も3.5兆ドル案の実現を目指しています。

階として８年間で２兆ドルのインフラ投資を追加す

共和党だけでなく民主党内でも財源や使途につい

る た め の ア メ リ カ 雇 用 プ ラ ン（American Jobs

て意見が異なっており、妥協案を模索するにも調整

Plan）を３月31日に発表しました。高速道路、橋梁、

は容易ではありません。共和党の反対を押し切って

空港、港湾等の交通インフラに6,210億ドル、水イン

バイデン案を成立させるには、民主党内が一枚岩に

フラ、高速ブロードバンド、電力、住宅、学校等の

なる必要があり、数の力で採決できるとしても国民

生活インフラに6,500億ドルなど合計で約２兆ドル

からの反発を招く可能性があります。結末は９月末

です。財源は、2017年にトランプ政権が始めた法

には判明するので注目しましょう。

人税減税の廃止などです。トランプ政権が提案して

日本では、2020年12月に防災・減災、国土強靭

いたインフラ法案は、連邦政府の支出を抑えて多く

化のための５か年加速化対策（５年間で15兆円規

を州や自治体、民間の支出に頼るものでしたが、バ

模）が閣議決定されましたが、コロナ禍で疲弊した

イデン案はほとんどを連邦政府が支出しようという

国力を取り戻すにはさらに長期にわたるインフラ投

ものです。実現すれば、1950年代のインターステー

資拡大が必要と思われます。1960～1970年代の高

ト・ハイウェイや1960年代の宇宙開発プログラム

度成長期に建設されたインフラが一斉に更新の時期

以来の大規模投資になります。

を迎えているだけでなく、大規模地震の発生が迫っ

そして５月28日、バイデン政権は、アメリカ雇

ているうえ、気候変動により水害・土砂災害が激化

用プランだけでなく第２段階として４月末に発表し

しています。しかし、防災インフラは十分ではあり

た子育て支援や低中所得者向け減税等を行うアメリ

ません。また、インフラの老朽化の深刻さや災害に

カ家族プラン（American Families Plan）を加え

対する脆弱性が、十分に国民に理解されていません。

て2022年度（2021年10月～2022年９月）予算案

日本がコロナ後に二流国、三流国になってしまわな

を議会に提出しました。

いよう国民レベルでインフラ再構築の重要性が実感

上院では共和党を含む超党派の合意により、1.2
兆ドルのインフラ支出法案が８月に可決されました

され、政治レベルでも党派を超えてインフラ整備の
ビジョンが議論されることを期待したいと思います。

が、これにはアメリカ家族プランが含まれていない
だけでなく、気候変動対策や法人税率引き上げ等が
盛り込まれていません。下院民主党左派は、法人税
等の増税を盛り込んで、気候変動対策や子育て・教
育支援を含む総額3.5兆ドル規模の大型歳出法案を
成立させたいと考えており、上院にも3.5兆ドル案
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「基礎から学ぶインフラ講座」では、これまで「河川」「道路」「港湾」等の各事業ごとに管理区分、事業制度等をわかりやす
く体系的に解説し、各事業に共通する「入札契約」について関係法令や入札方式等を解説してきました。今号は「砂防事業」です。
専門知識を有する上司や先輩が少ない職場の会員や新規採用、人事異動によって初めて当該事業を担当する会員の皆様が基礎的
知識を習得する際等にお役立てください。

基礎から学ぶインフラ講座

基礎から学ぶ砂防事業（１）
こ

たけ

小 竹
1．はじめに

とし

あき

利 明＊

年制定）、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関す

日本列島は国土の約７割が山地・丘陵地であり、

る法律」（1969年制定）及び土砂災害対策のソフト

急流河川が多く、地質的にも脆弱である上に、降水

施策を実施することを目的として平成13年４月に

量も多いことから土砂災害が発生しやすく、過去

施行された「土砂災害警戒区域等における土砂災害

10年（平成23年〜令和２年）の土砂災害発生件数

防止対策の推進に関する法律（以下、「土砂災害防

は平均で年約1,500件と、多大な被害を与えていま

止法」という。）」の４つの法律に基づき実施されて

す。加えて、世界の約１割にあたる111の活火山が

います。これらの法律により、ハード施策とソフト

分布しているほか、世界の約２割の地震が発生する
など、厳しい国土条件のため、多くの人々が土砂災
害の危険にさらされています。
土砂災害から国民の生命と財産を守る日本の砂防
の歴史は古く、山地の荒廃を防ぐために676年に天
武天皇が伐採禁止の勅令を発したとの記録が残って
います。本格的な砂防事業は、1800年代後半に来

『国土保全』

人命保護

ソフト対策
『警戒避難』
『土砂災害防止法』に基づく
•土砂災害警戒区域指定
•土砂災害ハザードマップ作成
•緊急調査
•情報システム整備
•雨量等の観測体制の整備
•大規模崩壊の検知
•土砂災害からの避難に資する
情報の発表 等

開発抑制・人命の保護

ソフト対策
『土地利用規制』

防災・減災
ハード対策
『施設整備』

『土砂災害防止法』に基づく
•土砂災害特別警戒区域指定
•開発行為の制限、建築物の
構造規制
• 砂防事業
（砂防堰堤、渓流保全工、 •特別警戒区域からの家屋移
転の促進
等）
• 地すべり防止工事
『砂防法』等に基づく
（排水工、抑止杭、等）
•砂防指定地等による行為の
• 急傾斜地崩壊防止工事
規制
（のり枠工、等）

日したオランダ人技師ヨハネス・デ・レーケらの指
導により開始され、木曽川、淀川などが近代砂防発

人命・財産の保護

図−１

祥の地として知られています。荒廃山地に緑を復元

土砂災害対策の３本柱

し、下流への土砂流出を防ぐことからスタートした
砂防事業は、時代の流れとともに、施策・事業など

砂防法

の充実・強化を図り、着実に土砂災害対策を推進し

急傾斜地崩壊防止法

土砂災害の発生源

地す べ り等防止法

ています。

ハード対策
○砂防工事
○地すべり防止工事
○急傾斜地崩壊防止工事

2．法制度

ソフト対策
土石の採取等の行為制限

土砂災害防止法
ソフト対策
○警戒避難体制の整備
○開発行為の規制
○建築物の構造規制
○移転等の勧告
○避難に資する情報の提供

砂防関係事業は現在、土砂災害の発生源の行為制
限を含んだ工事中心のハード対策の法律である「砂
防法」
（1897年制定）
、
「地すべり等防止法」
（1958
＊国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 砂防計画課 土砂災害防止技術推進官
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土砂災害の危険地域

図−２

土砂災害関係の４法律

砂防法

（明治30年制定）

荒廃山地等
での有害行
為の禁止・
制限、土砂
生産の抑制
、流出土砂
の扞止・調
節により土
砂災害を防
止

地す べ り等
防止法

急傾斜地崩壊
防止法

砂防法では
採択できな
い都市周辺
の地すべり
等が有り、
新たな対策
促進のため
制定

早急ながけ
崩れ対策の
促進を求め
る世論を受
け制定

土砂災害防止法

（昭和33年制定） （昭和44年制定） （平成12年制定） （平成22年改正） （平成26年改正） （平成29年改正） （令和3年改正）

いわゆる「治
水上砂防」
を目的とし
た法律
年 月
、西九州地
方で発生し
た地すべり
災害が契機
となった

年に長
崎県、広島
県などで発
生 し た 局地
的な豪雨に
よりがけ崩
れによる被
害が多発し
たことが契
機となった

ハ ー ド 対策

図−３

土砂災害の
発生する恐
れがある区
域 の周 知 、
警戒避難体
制 の整 備 、
開発行為の
制限、建築
物の安全性
の強 化 等 、
ソフト対策
の必要性が
強く認識さ
れ新たに制
定
年 月
、広島市、
呉市で多発
した土石流
、がけ崩れ
災害が契機
となった

大規模な土
砂災害が急
迫している
状況におい
て、市町村
が適切に住
民の避難指
示の判断を
行えるよう
必要な情報
の提供を行
うため改正
年 の
新潟県中越
地震、
年の岩手・
宮城内陸地
震における
河道閉塞の
発生が契機
となった

都道府県に
対する基礎
調査の結果
の公表の義
務付け、都
道府県知事
に対する土
砂災害警戒
情報の市町
村長への通
知及び一般
への周知の
義務付け等
の措置を講
じるため改
正

年 月
、広島市で
多発した土
石流災害が
契機となっ
た

要配慮者利
用施設にお
ける避難確
保計画及び
計画に基づ
く避難訓練
の実施を施
設管理者等
へ義務付け
るため改正

年 月
、岩手県岩
泉町の高齢
者グループ
ホームが河
川の氾濫に
よって被災
したことが契
機となった

ソ フ ト 対策

要配慮者利
用施設にお
ける避難訓
練実施結果
の市町村長
への報告、
当該報告を
受けた市町
村長が施設
管理者等に
必要な助言
又は勧告を
行うことがで
きるよう改
正
年 月豪
雨、熊本県球
磨村の老人ホ
ームにおいて
避難計画策
定、避難訓練
を実施してい
たが被災した
ことが契機と
なった

土砂災害対策に関する法制度の概要

雨水などによる地下水が原因で発生する地すべり災
害を防ぐため、一定の行為を制限するとともに、防
止施設を整備することによる災害防止が図られるこ
とになりました。
３）急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
戦後の目覚ましい高度経済成長は人口及び産業の
都市集中化を促進し、都市の過密化と都市周辺の山
地丘陵部の開発が進展し、その結果、このような地
域で集中豪雨や地震などによりいわゆるがけ崩れが
発生すると、多くの被害がもたらされました。こう
した中で、昭和42年（1967年）の広島県呉市、兵

施策を組み合わせて土砂災害対策を推進しています

庫県神戸市の災害などを受けて、昭和44年（1969

（図−１〜３）
。

年）に砂防法や地すべり等防止法で対応することの

１）砂防法

できないがけ崩れ災害を対象とした「急傾斜地の崩

「砂防法」は荒廃山地などにおける緑の復元や有

壊による災害の防止に関する法律」が制定されました。

害行為の禁止・制限を行い、土砂の発生を抑制し、

本法の制定により、急傾斜地崩壊危険区域を指定

流出する土砂を抑制・調節することにより、土砂に

し、がけ崩れにより危険が生じるおそれのある土地

起因する災害（土砂の流出に伴う洪水による災害や

で、がけ崩れのおそれのある行為を制限するととも

土石流による災害など）による被害を防止・軽減す

に、防止施設を整備することによる災害防止が図ら

ることを目的としています。

れることになりました。

本法の制定により、砂防指定地を指定し、土砂災
害の原因となるような行為を制限するとともに、砂防

４）土砂災害防止法
平成11年に広島県広島市、呉市を襲った土砂災

施設を整備することにより災害防止を図っています。

害を契機に、住宅の新規立地の抑制や土砂災害のお

なお、本法は最も古い法律の一つであり、カタカ

それのある区域についての危険の周知などソフト対

ナで記載されている法律として残っている数少ない

策を講じるため、住宅などの新規立地抑制策と警戒

ものの一つです。

避難体制の整備を柱とした「土砂災害防止法」が平

２）地すべり等防止法

成12年に制定され、ソフト対策の充実、強化が図

昭和32年（1957年）の熊本県、長崎県、新潟県
などで相次いで発生した地すべり災害を契機に、昭
和33年（1958年）に「地すべり等防止法」が制定
されました。地すべり等防止法の制定以前は、地す
べり対策は砂防法、森林法などのもとに実施され、
相当の成果があげられてきましたが、地すべり防止
工事をより効果的に行い、地すべりの防止のために
有害な行為の規制などの必要な措置を講ずるため、
当時の建設省及び農林水産省の共管により本法が制
定されました。
本法の制定により、地すべり防止区域を指定し、

られることになりました（図−４）。
土砂災害防止法は、 国民の生命及び身体を 保護する ため、 土砂災害が発生する おそれ
のある 土地の区域を 明ら かにし 、 当該区域内で 警戒避難体制の整備や、 ハザード マ ッ
プ の配布、 一定の開発行為の制限、 建築物の構造の規制等のソ フ ト 対策を 推進する こ
と を 目的と し て いま す。
土砂災害警戒区域（ イ エロ ーゾ ーン ）

土砂災害によ る 被害を 防止・ 軽減する ため、 危
険の周知、 警戒避難体制の整備を 行う 区域
➢ 警戒避難体制の整備【 市町村等】
➢ ハザード マッ プ の配布【 市町村等】
➢ 要配慮者利用施設における 避難確保計画の作成等【 施設管理者】

土砂災害ハザード マッ プ の
作成・ 配布（ 茨城県鉾田市）

住民によ る 土砂災害
ハザード マッ プ 確認状況
（ 鹿児島県垂水市）

土砂災害特別警戒区域（ レ ッ ド ゾ ーン ）

避難に配慮を 要する 方々が利用する 要配慮者利用施設等が新た に土砂災
害の危険性の高い区域に立地する こ と を 未然に防止する た め、 開発段階
から 規制し て いく 必要性が特に高いも のに対象を 限定し 、 特定の開発行
為を 許可制と する な ど の制限や建築物の構造規制等を 行う 区域。
➢ 特定開発行為に対する 制限【 都道府県】
➢ 建築物の構造規制【 都道府県ま たは市町村】
➢ 建築物の移転等の勧告【 都道府県】 】

図−４ 土砂災害防止法の概要と土砂災害警戒区域等の指定
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防止するために必要な警戒避難体制に関

＜土砂災害警戒区域等の指定基準＞

土石流

地滑り

急傾斜地の崩壊

※山腹が崩壊して生じた土石等又は
渓流の土石等が一体となって流下する
自然現象

※土地の一部が地下水等に起因して滑る自
然現象又はこれに伴って移動する自然現象

※傾斜度が３０°以上である土地が崩壊する自然現象

する事項を市町村地域防災計画に定める
ことなどが市町村に義務付けられました。

急
傾
斜
地
の
高
さ
ｈ

平成17年７月には、要配慮者の被災
が多発していることや、円滑な警戒避難
が行われるために必要な事項を住民に的
確に周知することの必要性を踏まえ、要

地すべりの
長さ

配慮者利用施設への情報などの伝達や土
砂災害ハザードマップの配布などに関す

・土地の勾配２度以上

・地滑りの長さの２倍以内

※１

る規定が市町村の責務として新たに追加

・急傾斜地の上端から１０ｍ
※２
・急傾斜地の下端から高さの２倍以内

※１ ただし２５０ｍを越える場合は２５０ｍ

されました。

※２ ただし５０ｍを越える場合は５０ｍ

平成23年５月、近年の大規模地震や

図−５ 土砂災害警戒区域等の指定基準

火山噴火などに伴う土砂災害を踏まえ、

土砂災害防止法は平成13年４月に施行され、平

土砂災害防止法が一部改正されました。この改正に

成13年７月に国が策定した「土砂災害防止対策基

より、重大な土砂災害が急迫している状況において、

本指針」に基づき、各都道府県において、土砂災害

市町村が適切に住民の避難指示の判断などを行うこ

警戒区域等の指定のために必要な基礎調査が実施さ

とができるよう、河道閉塞や火山噴火に起因する土

れています。平成15年３月には全国で初めて広島

石流などの特に高度な技術を要する場合については

県において13箇所の土砂災害警戒区域の指定が行

国が、地すべりについては都道府県が、それぞれ緊

わ れ、 令 和 ２ 年12月 末 現 在 で 土 砂 災 害 警 戒 区 域

急調査を行い、その結果に基づいて土砂災害が想定

640,810箇所、土砂災害特別警戒区域517,243箇所

される土地の区域及び時期の情報（土砂災害緊急情

が指定されるなど、各都道府県において、基礎調査

報）を市町村に通知することなどにより、土砂災害

の結果に基づき、逐次指定作業が進められていると

から国民の生命・身体の保護を図ることとなりました。

ころです（図−５、６）
。

平成26年８月豪雨による広島県広島市での土砂

土砂災害防止法により、土砂災害警戒区域の指定

災害等においては、土砂災害警戒区域等の指定や基

があったときは、当該警戒区域ごとに、土砂災害を

礎調査がなされていない地域が多く、住民等に土砂
災害の危険性が十分に伝わっ
基礎調査完了区域数※
区域

（区域数）

ていなかったなど課題が明ら
かとなりました。このような
課題を踏まえ、平成27年１

【区域指定数】
土砂災害警戒区域
うち土砂災害特別警戒区域

月に土砂災害防止法が一部改
正されました。この改正によ
り、都道府県に対し基礎調査
の結果の公表が義務付けられ、
年度末

年度末

年度末

年度末

年度末

年度末

年度末

年度末

年度末

年度末

年度末

年度末

年度末

年度末

年度末

年度末

年度末

年度末

年度末

※基礎調査完了区域数
基礎調査完了とは、当該都道府県内における土砂災害のおそれがある箇所全てについて一通り基礎調査を実施することをいう。
基礎調査完了区域数は、令和 年 月末時点の値であり、今後、変更の可能性がある。

図−６ 全国の土砂災害警戒区域等の指定状況の推移（令和２年３月末時点）
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住民等に早期に土砂災害の危
険性を周知することとなりま
した。さらに、土砂災害警戒
情報を法律上に明記するとと

もに、都道府県に対し市町村長への通知及び一般へ

水被害対策法等の一部を改正する法律案」（流域治

の周知が義務付けられ、円滑な避難指示等の発令に

水関連法案）が、令和３年２月に閣議決定されまし

資する情報を確実に提供することとなりました。ま

た。この改正により、土砂災害警戒区域内の要配慮

た、土砂災害警戒区域の指定があった場合の市町村

者利用施設の管理者等は、避難訓練の実施結果を市

地域防災計画において、避難場所・避難経路等に関

町村長に報告するとともに、当該報告を受けた市町

する事項等を定めることとし、避難体制の充実・強

村長は、当該施設の管理者等に必要な助言又は勧告

化を図ることとなりました。

１）２）
をすることができることとなりました（図−７）
。

平成28年８月の台風10号による高齢者グループ
ホームの浸水被害を踏まえ、土砂災害に対しても、
要配慮者利用施設における避難体制の強化を図るた
めに、平成29年６月に水防法の改正と併せて、土
砂災害防止法が一部改正されました。この改正によ
り、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理
者等に対して、避難確保計画の作成と避難訓練の実
施が義務付けられ、利用者の円滑かつ迅速な避難の

平成 年 月広島市、呉市等における集中豪雨で土砂災害により死者 名

（施行年月を記載）

平成13 年4月
土砂災害防止法施行

・基礎調査の実施および土砂災害警戒区域等の指定による危険の周知
・土砂災害警戒区域における警戒避難体制の整備
・土砂災害特別警戒区域における住宅等の新規立地の抑制等

平成 年台風等による土砂災害が相次ぎ、高齢者等防災上配慮を要する者の被災が顕著

平成17 年7月
一部改正

・土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設への情報伝達、土砂災害
ハザードマップの配布等を義務付け
平成20 年岩手・宮城内陸地震で多数河道閉塞が発生

・大規模な土砂災害が急迫している場合における緊急調査の実施
・被害の想定される区域・時期の情報（土砂災害緊急情報）を市町村へ
通知、一般へ周知

平成23 年5月
一部改正

平成26 年8 月広島市北部における集中豪雨で土砂災害により死者74 名

・基礎調査結果の速やかな公表
・避難経路を市町村地域防災計画に位置づけるなど、警戒避難体制の
強化・充実
・土砂災害警戒情報の市町村への通知、一般への周知を義務付け

平成27 年1月
一部改正

平成28 年8 月岩手県岩泉町の高齢者グループホームが河川の氾濫により被災、死者9 名

平成29 年6月
一部改正

・要配慮者利用施設における避難確保計画及び計画に基づく避難訓練
の実施を施設管理者等へ義務付け
令和2 年7 月豪雨時に熊本県球磨村の老人ホームにおいて避難確保計画を策定、避難訓練を実施していたものの人的被害が発生

令和3年2月（法案閣議決定） ・要配慮者利用施設における避難訓練の実施結果を市町村長に報告す
るとともに、当該報告を受けた市町村長は施設管理者等に必要な助言
一部改正（今回） 又は勧告を行うことができる

確保を図ることとなりました。
また、平成30年７月豪雨、令和元年東日本台風
等では、逃げ遅れによる被災や土砂災害警戒区域等
の指定に時間を要している等の課題が顕在化しまし

図−７

土砂災害防止法の改正経緯

3．事業制度

た。社会資本整備審議会 河川分科会 土砂災害防止

砂防関係事業はそれぞれの法律の規定により、基

対策小委員会においてこれら課題に関して調査・審

本的には都道府県において行うこととされています。

議が行われ、令和２年３月に答申がとりまとめられ

ただし砂防事業と地すべり対策事業は、特に高度な

ました。答申及び委員会における意見等を踏まえ、

技術を要するなど都道府県が実施困難な場合には直

令和２年８月に土砂災害防止対策基本指針を変更し、

轄で事業を実施することできます。このため、砂防

今後の基礎調査では３次元地形
データ等から得た詳細な地形図

「砂防関係事業の概要」について、毎年度更新し、砂防部HPに掲載
URL：https://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/sabo/pdf/outline_of_sabo_works_2021.pdf

データの活用や、土砂災害警戒
区域等の早期指定、当該区域を

令和３年度

砂防関係事業の概要

砂防関係事業体系図

砂防事業費

砂防事業費

河川等災害関連事業費

河川等災害関連緊急事業費

砂防事業

明示した標識等の設置などによ

砂防災害関連緊急事業

火山砂防事業
砂防管理費

り、土砂災害に対する理解の深

地すべり対策災害関連緊急事業
河川等災害関連事業費補助
災害関連地域防災がけ崩れ対策事業

特定緊急砂防事業費
砂防事業調査費

災害関連緊急砂防事業費補助

化、避難の実効性向上を推進し

地すべり対策事業費

災害関連緊急砂防事業

特定緊急砂防事業費補助

災害関連緊急地すべり対策事業

ていくこととしています。

砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助

災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業

砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助

災害関連急傾斜地崩壊対策特別事業

令和２年７月豪雨等の近年の

特定緊急地すべり対策事業費補助
社会資本総合整備事業費
地すべり激甚災害対策特別緊急事業費補助
社会資本整備総合交付金

気候変動の影響による降雨量の
増加等に対応するため、流域全
体を俯瞰し、あらゆる関係者が
協働して取り組む「流域治水」
の実現を図る「特定都市河川浸

災害関連緊急雪崩対策事業

火山砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助

特定土砂災害対策推進事業費補助
大規模特定砂防等事業費補助

防災・安全社会資本整備交付金
沖縄振興公共投資交付金

事業間連携砂防等事業費補助
沖縄振興公共投資交付金
大規模更新砂防等事業費補助

-OUTLINE OF SABO WORKS令和３年度
国土交通省 砂防部

※内閣府所管

まちづくり連携砂防等事業費補助

総合流域防災事業費

凡例
直轄
補助

総合流域防災対策事業費
交付金

急傾斜地崩壊対策等事業費

沖縄振興

：直轄事業
：補助事業
：社会資本整備総合交付金
防災・安全社会資本整備交付金
：沖縄振興公共投資交付金

急傾斜地崩壊対策事業調査費

図−８

砂防関係事業の概要
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関係事業は大きく直轄事業と都道府県事業に分類す

計画において土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施

ることができます。

設の名称及び所在地、情報伝達体制等を定めるとと

また、予防保全事業と災害対策事業という分類も

もに、これら施設の管理者等に対し避難確保計画の

可能です。災害が発生する前から予防保全事業によ

作成及び計画に基づく訓練の実施を義務づけ、施設

り施設を整備しておくことが理想ですが、災害によ

利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう

り被害が発生してしまった場合にも迅速な復旧を図

支援を行っています。

れるように災害対策事業も整備されています。

３）地域防災力向上に資する土砂災害対策

これらの事業制度の詳細については「砂防関係事

土砂災害リスクが高く、土砂災害の発生による地

業の概要」としてまとめており、国土交通省砂防部

域住民の暮らしへの影響が大きい中山間地域におい

のホームページに掲載しています（図−８）
。

て、地域社会の維持・発展を図るため、人命を守る

３）

とともに、避難場所や避難路、役場等の地域防災上

4．施策

重要な役割を果たす施設を保全する土砂災害防止施
設の整備を推進しています。また、リスク情報の提

１）根幹的な土砂災害対策
近年の大規模な土砂災害では、人命だけでなく道

示など土砂災害警戒区域等における避難体制の充

路・ライフライン等の公共インフラが被災し、応急

実・強化に係る取組みに対して支援しています。

対策や生活再建に時間を要する事例が多数生じてい

４）火山砂防事業の推進

ます。土石流や土砂・洪水氾濫等の大規模な土砂災

火山噴火活動に伴い発生する火山泥流や噴火後の

害から人命はもちろん地域の社会・経済活動を支え

降雨による土石流等に備え、被害を防止・軽減する

る公共インフラを保全するため、土砂災害防止施設

砂防堰堤や導流堤等の整備を進めています。また、

の整備を推進しています。

継続的かつ大量の土砂流出により適正に機能を確保

２）要配慮者を守る土砂災害対策

することが著しく困難な施設は、除石等を行い機能

自力避難が困難な高齢者や幼児等の要配慮者は、

の確保を図っています。

土砂災害の被害を受けやすく、土砂災害による死亡・

火山噴火活動に伴う土砂災害は、大規模となるお

行方不明者のうち、要配慮者が占める割合は高いで

それがあるとともに、あらかじめ噴火位置や規模を

す（図−９）
。このため高齢者や幼児等が利用する

正確に予測することが困難であることから、被害が

社会福祉施設、医療施設等を保全するため、土砂災

大きくなる傾向にあります。このため、活発な火山

害防止施設の整備を重点的に推進しています。

活動等があり噴火に伴う土砂災害のおそれがある

また、土砂災害防止法に基づき、市町村地域防災

49火山を対象として、事前の施設整備とともに噴
火状況に応じた機動的な対応によって被害を軽減す
るため「火山噴火緊急減災対策砂防計画」の策定を
進めています。また、改正「活火山法」が平成27
年12月に施行され、火山防災協議会の構成員とな
る都道府県及び地方整備局等の砂防部局が、噴火に
伴う土砂災害の観点から火山ハザードマップの検討
を行うこととなりました。そのため、「火山砂防ハ

要配慮者（高齢者、幼児等）

その他

図−９ 土
 砂災害による死亡・行方不明者に占める要配慮者
（高齢者、幼児等）の割合（平成13 〜令和２年）
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ザードマップ」を整備することにより、火山防災協
議会における一連の警戒避難体制の検討を支援して
います。また、火山噴火リアルタイムハザードマッ

基礎から学ぶインフラ講座

プシステムの整備を行い、噴火時に自治体を支援す
る取組みを推進しています。
５）大規模な土砂災害への対応
深層崩壊による被害を軽減するため、土砂災害防止
施設の整備や深層崩壊の危険度評価マップ活用等に
よる警戒避難体制の強化等の取組みを推進しています。
河道閉塞（天然ダム）や火山噴火に伴う土石流等
のおそれがある場合には、
「土砂災害防止法」に基
づく緊急調査を行い、被害が想定される土地の区域
及び時期の情報を市町村へ提供しています。近年、
雨の降り方の局地化・集中化・激甚化や火山活動の
活発化に伴う土砂災害が頻発しているため、緊急調
査を含め災害対応力向上を図る訓練や関係機関との
連携強化を推進しています。
さらに、南海トラフ地震等の大規模地震に備え、
地震により崩壊する危険性が高く、防災拠点や重要
交通網等への影響、孤立集落の発生が想定される土
砂災害警戒区域等において、ハード・ソフト一体と
なった総合的な土砂災害対策を推進しています。ま
た、大規模地震発生後は、関係機関と連携を図り、
災害状況等を迅速に把握するとともに、応急対策を
的確に実施することが重要です。このため、関係機
関等と実践的な訓練を行うなど危機管理体制の強化
を図っています。
豪雨などにより発生する土砂災害に対しては、平
常時より広域的な降雨状況を高精度に把握するレー
ダ雨量計、監視カメラ、地すべり監視システム等で
異常の有無を監視しています。また、大規模な斜面

ことが必要です。
このため、「土砂災害警戒避難ガイドライン」の
市町村への周知と併せて、防災行政無線、携帯電話
による情報配信、土砂災害ハザードマップ、現地標
識などによる土砂災害警戒区域及び避難所などの周
知、土砂災害警戒情報の提供、防災部局及び福祉関
係部局などとの連携による要配慮者の避難支援体制
の整備、「土砂災害・全国防災訓練」の実施にあた
りキャッチフレーズを設けるなどの防災意識の向上
のための取組みなどを推進しています。

5．海外技術協力
世界には土砂災害をはじめとする自然災害が支障
となって、発展が妨げられている地域が数多く存在
します。特に、途上国の中には防災技術が不足し、
毎年のように繰り返される災害に十分な対策を講じ
ることができない国が多く存在します。このような
途上国からの要請に基づき、海外への技術協力が積
極的に行われています。砂防事業における本格的な
海外技術協力は、1967年（昭和42年）のコスタリ
カ共和国に対する長期専門家の派遣に始まり、技術
協力・学術交流を行った国は、40カ国以上に及ん
でいます。また、短期専門家としてスリランカ、ネ
パールなどへ現在までに40カ国以上に派遣されて
おり、海外からの研修員も毎年多く受け入れるなど、
技術協力や国際会議などにより砂防技術交流が行わ
れています。今日では「SABO」という言葉は世界
に通じる国際語となっています。

崩壊の発生に対し、迅速な応急復旧対策や的確な警
戒避難による被害の防止・軽減のため、発生位置・
規模等を早期に検知する取組みを進めています。
６）警戒避難体制の整備
土砂災害から人命を守るためには、行政と住民が
土砂災害に関する情報を共有できる体制の構築及び
避難指示などの迅速な発令、避難所の安全確保、要

＜参考文献＞
１）全国治水砂防協会「砂防関係法令例規集（平成28
年版）」
２）全国治水砂防協会「土砂災害防止法の解説（改定
３版）」
３）国土交通省砂防部「砂防関係事業の概要（令和３
年度）」

配慮者の避難支援など、警戒避難体制の整備を図る
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2020年12月号より「学ぶ・つなぐ・広げる」を連載しています。インフラの整備・管理を通じて社会に貢献するという重要な
使命を果たすため、全国の建設技術関係者は、連携・交流を図りつつ、自らの技術力を向上させ、成長していく努力を積み重ね
ています。本コーナーでは、各地で進められている様々な取組を紹介していきます。

学ぶ・つなぐ・広げる

県の出先事務所における
「若手技術職員育成」の取り組み
あ

ごう

吾 郷
1．はじめに
この取り組みは、私が前任地の県の出先事務所に
おいて、若手技術職員の育成に向けた活動をまとめ
たものである。
現在、島根県の土木技術職員の年齢構成は、一時
期の新規採用職員数の大幅な抑制の影響により、

への教育や技術の継承が思うようにいかないなどの
問題が発生している。

じ

慎 治＊

・先 輩職員へ気軽に質問したり、若手職員
同士で相談できるしくみを構築。
・技術系職員として興味を持たせるコンテン
ツを取り入れる。
・楽 しく参加できコミュニケーションが活
性化する場の創造。
図−１

20代後半から30代の中堅職員が極端に少ない状況
である。このため、その後採用された若手技術職員

しん

取組方針

１）開催頻度・取組内容
初年度は手探りで活動開始した。開催頻度は毎月
１回とし、学習会と現場見学会を組み合わせながら
行った。途中、集中豪雨による災害が発生するなど

2．初年度（平成30年度）の取り組み
年度当初、当時の事務所長より「近年県職員の年
齢構成がアンバランスになっており、若手職員の育

したが、上司からの「一度やめたらずるずるやらな
くなる。毎月やらんといかん！」の喝の一言もあり、
なんとか毎月１回の開催を続けた。

成、ベテラン職員のノウハウ・技術の継承が思うよ

開催に合わせせっかくなので「いろいろな所の

うに行っていない。そこで事務所内職員が主体とな

ランチを楽しもう！」というちょっとした楽しみ企

り若手職員の育成を行ってほしい」と依頼があった。

画も追加した。（ランチ目当てで参加する若手職員

所長より実施に当たってのポイントが示されたた
め、これに従って取組方針を作成し取り組みを始めた。

も…）
取組内容について、学習会は、若手技術職員に広
く仕事の内容に触れてもらうため、土工数量の出し
方や入札・契約制度、管理の仕事などのさまざまな
内容の講義を開催した。現場見学会は、災害復旧、

＊前島根県 県央県土整備事務所 土木工務第二課長（現島根県 土木部 道路建設課 国道建設グループリーダー）
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砂防ダム、病院新築、ほ場整備、高速道路、コンク

を毎月１回のペースで開催した。が、初年度の課題

リートプラント、橋梁、耐震補強、補強土壁、法面

は解決されないままであった。

補修、トンネル、ICT土工、UAV体験など、多岐
にわたる分野についての現場見学を行った。初年度
初年度

取組内容

学習会・現場見学会の実績
開催回数

参加者

会

10回

219人

現場見学会

10回

175人

20回

394人

学
合

習

計

２年目

取組内容
学

の開催実績は表－１のとおり。
表－１

表－２
習

会

現場見学会
合

計

学習会・現場見学会の実績
開催回数

参加者

10回

288人

８回

179人

18回

467人

島根県では、平成28年度から若手技術者育成の
検討が行われており、平成31年３月に「土木部人
材育成計画」が策定され、組織的に若手技術者の育
成への取り組みが動き出したところであった。
そんな中、ある出先事務所で採用３年目の若手職
員が、採用１場所目の職員を対象に独自の「若手自
主勉強会」を開催した。
採用３年目のまさに若手職員が採用１場所目の１

写真－１

学習会の様子

年目、２年目の職員を指導するという大役を担った
わけである。通常であれば主任クラス、係長クラス
が指導担当となるが、歳の離れた先輩にはやはり聞
きにくかったり、気を使うことが考えられる。その
点、採用３年目の職員であれば気安く質問が出来る
ことは良い点である。また、講師自身が採用１年目、
２年目の時に分からなかったこと、解決した方法を
教えることが出来るため、より身近に感じることが

写真－２

ICT土工現場現場見学会

２）課題
初年度を振り返ると、最初に掲げた「取組方針」
は概ね達成できたと考えるが、とにかく毎月１回開

できる。
この取り組みについては、発案した３年目職員が
県内の技術発表会で発表し、聴講者が優秀な取り組
みを選考する「聴講賞」を受賞している。

催することに一生懸命で、学習会の内容、進め方に
これといった方向性が無く、仕事に関するあらゆる

4．３年目（令和２年度）の取り組み

分野を取り上げていた。また、現場見学会もその時

１）進め方の再検討

に見学可能な工事を見つけ、ひたすら現場に行くと

３年目は改めて進め方を考え直すこととした。

いう感じで、現場見学のポイントを事前に学習する

まずは、受講対象を絞ることとした。その年の事

時間が取れないなどの課題を残した。

務所技術職員の年齢、経歴を確認したところ、２場
所目以上の職員はすでにある程度の学習、経験を

3．２年目（令和元年度）の取り組み
２年目も初年度の流れのまま学習会と現場見学会

積んでいるため、特段の学習会の開催の必要性は低
いと判断した。
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１場所目の若手職員は７名おり、彼らを対象とし
た学習会とすることとした。

④実践で使えるCAD技術を習得しよう！
⑤実際に土工数量を出してみよう！

次に、学習内容の検討を行った。どんな内容にす
べきか考えていた際に、県庁の担当部署が取りまと
めた若手育成に関するアンケートの集計結果を見た。
その内容を確認していくと若手技術職員が何を学
びたいと思っているのか、どのような指導が有効で

⑥工事積算に関する勉強会
⑦台帳を作成し、維持管理システムに登録
⑧参考図書・基準書はどこにある？
＋模型でわかるドボクの秘密
⑨先輩に失敗事例を聞いてみよう！
図－３

あったかなど本音がまとめられていた。これは参考
になると思い見てみると、昨年度に行われた前述の

座学カリキュラム（案）の目標は「１場所目（概

「若手自主勉強会」が非常に好評であることが分かっ

ね３年）で自立できるレベルに！ 」とした。これは、

た。このアンケート結果を参考に、上位計画である
「土木部人材育成計画」を基本として、次のとおり

「土木部人材育成計画」と同じである。
学習会は毎月１回の開催とし、最初、公共事業の
進め方や工事発注のスケジュールから始め、次に工

検討結果をまとめた。
【若手技術職員は何を学びたいのか？】
①スケジュール感・流れ
②目先の技術（システム、積算、CAD等）

事発注に必要な資料の作り方、さらにCADや数量
計算の仕方、積算の内容などと、徐々に細かな部分
になるように構成した。また、台帳作成や維持管理

③専門用語、設計時のポイント

システムなど維持管理部門へ引き継ぐ内容も盛り

④情報取得の方法・仕事の進め方

込んだ。さらに、参考にすべき図書や基準書はどこ

⑤コミュニケーション力

にあるのか、模型実験から原理をイメージする内容

等

【若手技術職員をどのレベルまで育てるのか】
＜目標＞
１場所目
（概ね３年）
で自立できるレベルに！
図－２

検討結果、目標

２）採用１場所目職員向けの座学カリキュラム（案）
この検討結果をもとに、
「採用１場所目職員向け
の座学カリキュラム（案）」を作成した。
＜目標＞
１場所目（概ね３年）で自立できるレベルに！
１年目：全体の流れ～基本的事項を学習

なども盛り込んだ。
講師は基本若手職員とし、採用３年目の１場所目
職員にも依頼した。最後には、前述のアンケート調
査で若手技術職員から要望が多かった「先輩の失敗
事例」を聞く場も設けた。
また、採用１場所目３年間のうちどこかの段階で、
小さい現場（一部の工種でも可）で良いので、現場
技術員等に頼ることなく、最初から最後まで自分で
設計書を作成し、図面の見方、数量の出し方を実戦
の場で学習出来るようにした。
座学カリキュラムは、事務所内の執務室の一角を

２年目：上記＋発展的内容を学習

使い、講師、受講者は自分の業務用PCを持参し、

３年目：講師を勤め自ら説明・理解

所内LANに接続した状態で講義を受けるスタイル

＜座学学習内容＞
①公共事業の進め方～流れ
②工事発注のスケジュール
③工事発注資料の作り方
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座学カリキュラム（案）
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にした。
講師は自身が作成した資料を説明しつつ、受講者
に質問をしたり、講義に関連する資料をPCから所
内サーバーや共用サーバーにアクセスして「ここに

学ぶ・つなぐ・広げる

あるので参照してください」などと講習を行った。

回を重ねるごとに、採用１場所目の職員も雰囲気

結果だけを教えるのではなく、どこを調べれば良い

に慣れていき、講師も基本若手職員が行ったので、

のかも一緒に教えるように努めた。

気兼ねなく参加できたと思われる。

5．おわりに
これまで述べてきた内容は、ある出先事務所の取
り組みであるが、県内の他の事務所ではまた違う取
り組みが行われている。今後は、各事務所の取り組
写真－３

座学カリキュラムの様子

３年目の取り組みでは、座学学習内容の①から⑨
までの内容すべてを実施することができ、さらに、
飛び込み企画が追加されるなど、活発に活動するこ
とが出来た。⑨の先輩の失敗事例は若手職員にとっ
て参考になるとともに、先輩方もいろいろ経験（失
敗）していることがわかり安心感がわくようである。

みが蓄積されてきているので、その中から成功事例
を抽出し、県下の全事務所で同じような取り組みが
できる仕組みが構築されることを望む。
全職員、必ず新規採用の時があり、先輩方に指導
してもらった経験があるはずである。
誠意と熱意を持って若手技術職員の育成に今後も
取り組んでいきたい。

【著者紹介】 吾郷 慎治（あごう しんじ）
平成６年度島根県入庁（土木職）。道路、河川、砂防、災害復旧事業等の職務に従事。島根県県央県土整備事務所土木工務第二課
長を経て現職。

「2021 年度建設系公務員賠償責任保険制度」中途加入受付中！

どうしますか？!
・インフラの管理瑕疵で･･･ ・入札契約で･･･
◎ ９月末日現在の加入者は、 4,382 名 と昨年の同時期と比べ351名も増加しています。
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！ 2021 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。
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2021年９月号より「災害発生！そのとき」を連載しています。地震、洪水、土砂災害など大規模災害への備えに役立つよう災
害発生時の初動対応や災害発生直後の被害状況把握、住民対応、応急復旧、被災地支援に携わった職員の経験、知見、教訓等を
掲載していきます。

災害発生！そのとき

呉市天応地区での道路啓開及び
河川内土砂撤去
〜平成30年７月豪雨災害〜

もり

おけ

森 桶
1．はじめに
私は、平成30年度、県南西部にある広島県西部

じ

浩 二＊

は20箇所以上で崩落、落橋するなど甚大な被害が
発生し、数日間、道路網は寸断された（写真－１、２）。

建設事務所呉支所に勤務していた。当時、呉地域は

天応地区の中心部を流れる大屋大川周辺では、土

近年にない空梅雨で、予報では前線の通過で、早や

砂・洪水氾濫により、土砂や瓦礫が扇状に８万㎥堆

梅雨明けかと報じられていたが、夕方から線状降水

積し、先ずは、県道上0.4万㎥、河道上2.1万㎥、計

帯による滝の様な豪雨により、県内全域で7,000箇所

2.5万㎥の土砂撤去が至上命令となった（図－３）。

以上の斜面が崩落し、特に呉市天応地区
では、土砂・洪水氾濫※や土石流による甚
大な被害を受けた。
その発災から約１ヶ月半、天応地区で
の道路啓開及び河川内土砂撤去に専念し
た経験について紹介する。

2．呉市天応地区の被害状況
呉市天応地区（図−１）では、７月６

呉市天応地区位置図

図－１

日夕方から、線状降水帯と見られる積乱
雲がかかり続け、18時から20時の１～
２時間で98㎜、累加雨量459㎜を観測
した（図−２）
。
この豪雨により、呉市天応町から焼山
町の約６㎞区間において、多数の土石流
が発生し、天応地区では、土砂・洪水氾
濫や土石流の直撃により、人的被害死者
12名、家屋の全半壊多数、県道、国道
＊広島高速道路公社 保全管理部 保全課長
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こう
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図－２

天応観測局雨量

ダンプの侵入を阻んだ。
この課題に対し、濁流を跨ぐ仮橋設置（橋長６m、
幅５m、高さ１m）の検討に入った。資材は方塊ブ
ロック・H鋼・鋼板、期間は下流からの土砂撤去が
追いつく数日間、この混乱で資材屋が捕まらず、使
える資材を探し回り、搬送を含め何とか工面し、検
討から４日後、設置することが出来た（写真－３）。

写真－１

天応地区被災状況

写真－３

仮橋の設置状況

２）橋梁の閉塞
天応地区を横断するNEXCOの広島呉道路（以下、
写真－２

天応地区被災状況

広呉）高架下交差点に架かる床板橋（橋長９m、高
さ３m、幅39m）が土砂や流木で閉塞し、その後の
台風等で出水した場合、再度氾濫し下流域が再び浸
水する恐れがあった。
この課題に対し、先ずは、橋梁上流端の隙間から
流水を流し込み、洗掘・洗浄効果を期待し、閉塞物
の除去を試みたが、全く効果はなかった。
続いて、橋梁上流端の開口部の土石をバックホウ

図－３

県道及び河川の土砂堆積状況

3．土砂撤去にあたっての課題
１）濁流を跨ぐ仮橋設置

で除去し、大型ポンプで強制排水した上で、ミニバッ
クホウを橋下に潜り込ませ閉塞物の除去を試みたが、
流木・瓦礫・転石が絡み合い文字通り歯が立たな
かった。

土砂・洪水氾濫は、山地で多数発生した土石流と

最終手段で、橋面のCo床版（t＝60㎝）をカッター

洪水が一体化し、下流域の平地で氾濫するもので、

でロの字に切断し、橋上からバックホウで強制的に掴

被災地では、辺り一面が背丈ほどの真砂土に覆われ、

み出したところ、流木や巨根・転石・被災車両が絡

あたかも砂漠の中にいる様な光景であった。

み合う閉塞物を、オペさんの粘り強い作業のお陰に

その真砂土の上を行き場を失った濁流が、中流部

より７月20日には取り除き通水させることが出来た。

で左岸側の民有地へ大きく蛇行し、下流部で元に戻

この後７月29日に関東から逆走台風12号が襲来

る形状で、その蛇行する濁流が土砂を搬出する10t

したが、この措置により被害はなかった（写真－４）。
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も市域から発生する土砂約40万㎥を同様に海上搬
出することで了解が得られた。調整開始から10日
後の７月23日には、呉ポー駐車場での１次仮置き
（0.3ha、約１万㎥）、マリノでの２次仮置き（１
ha、約３万㎥）、最終処分場を広島港出島地区とす
る搬出計画が決定した（図－４）。

写真－４

床版を開削しての掘削状況

３）土砂の搬出計画

広島港出島地区
（最終処分場）
海上運搬

呉ポートピアパーク
（１次仮置）
○天応地区
陸上運搬

発災から１週間は、土砂をダンプ３～４台で現場か
ら1.5㎞離れた公園へ運搬し仮置していたが、２週目
後半には満杯になる見込みから、新たな仮置き場と

○阿賀マリノ
（２次仮置）

最終処分を見据えた土砂の搬出計画が必要となった。
そこで、Googleの航空写真を見ながら呉ポート
ピアパーク（以下、呉ポー）の駐車場に目を付けた。
ここは現場から１㎞と近いうえ、広呉と国道31号
とのアクセス道路を使えば渋滞が著しい国道31号
を通らずに搬出可能と考えた。
至急、呉市を通じ、呉ポー管理者と調整した結果、

土砂の搬出計画

４）10ｔダンプ不足への対応
発災から13日、何とか確保した10ｔダンプ10台
のうち、現場の掘削を優先し、現場から１次仮置き
場へ５台、１次仮置き場から２次仮置き場へ５台の

２日後には駐車場の半分（約0.3ha、
土砂約１万㎥分）

割り振りで搬出していたが、１次仮置き場から２次

の使用許可が下り、新たな仮置き場が確保出来た。

仮置き場への搬出が５台では全く足りなかった。

続いて、土砂2.5万㎥に対する土砂搬出計画の検
討に入った。

２次仮置き場までは16㎞と遠いうえ、国道の渋滞
は甚だしく、１日４～５往復ダンプ５台では、１日

10ｔダンプの不足、広呉の盛土崩壊（坂町水尻）

100㎥程しか搬出できず、このままでは数日中に１

に伴う国道31号の慢性的な渋滞、広域災害で民間の

次仮置き場が満杯となり、現場の掘削を止めざるを

処分場は何処も満杯、搬出先がない。万事休すか…。

得ない状況になりつつあった。またも万事休すか…。

呉は港町、昔、警固屋音戸BP（第二音戸大橋）

『その時！』、維持業者の現場代理人から「週末、

工事で切土約70万㎥を海上搬出した経験を思い出

他の復旧工事で休む一匹狼のダンプをかき集め（33

し、広島港出島地区への海上輸送が合理的と考えた。

台）、１次仮置き場から２次仮置き場へ土砂搬出（約

１次仮置き場に近く、海上搬出可能な岸壁はない
か、広島方面は坂・小屋浦での同規模の被災で皆無、
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図－４

1,500㎥／日）させたい」旨の連絡を受けた。
業者も本気となれば、こちらも出来る事はないか、

そこで、呉市街地方面の港湾施設である阿賀マリノ

全線通行止め中の広呉（天応⇔呉間）が使用できれ

（以下、マリノ）に目を付けた。マリノまでは陸路

ば更に効率が上がる。県庁を通じNEXCOに頼み

で16㎞あるが、通行止めの広呉（天応⇔呉：無傷

込んで貰った結果、目論見通り通行許可が下りた。

区間）が使用できれば国道31号の渋滞は回避でき

この結果、国道の渋滞を回避でき、２次仮置き場

ると考えた。そこで、港湾管理者の呉市と調整、市

への日運搬量が約1,500㎥／日から約2,000㎥／日
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災害発生！そのとき

に上がり、これを週末毎に繰り返し、現場の土砂掘

場へ足を運び、早期復旧に向けての課題を見出し、

削のペースを落とすことなく土砂搬出を続けること

業者の意見に傾聴しつつ、行政サイドで動けるとこ

が出来た。

ろを先回りし、課題を解決する「露払い的な動き」

５）土砂撤去の完了時期

が求められていると思う。

初動から先の見通せない状況下、目下の課題１）

二つ目は、安全対策について、混乱状況下、炎天

～４）の対応に追われていた中で、発災から10日

下かつ劣悪な環境下での作業に加え、現場内にはボ

が過ぎたあたりから、外部から「県道・大屋大川の

ランティアなど一般の方々も往来し、平時では想定

土砂撤去の進捗が遅い」
「民地内土砂撤去を８月末

し得ない危険な状況が発生し易く、作業員や一般通

に終えるには、県道・大屋大川の土砂撤去は盆まで

行者の安全を第一に考え、対応措置を施すとともに

に完了させよ」など、現場の諸事情は差し置いて、

業者へ日々の声掛けが必要となる。

撤去完了時期が決定事項のようになっていった。

三つ目は、情報共有について、職場への報連相は、

同じ頃、県庁からは天応地区の復旧に係るロード

小まめかつ簡潔に入れながら、日々の進捗状況（位

マップが策定公表され、県道・大屋大川の土砂撤去

置図に写真や進捗を記載）を関係者へ夕方一斉メー

は盆までに、民地内土砂撤去を８月末までに完了さ

ル送信すると効率的に情報共有が図られる。

せる」工程が決定となった。このままの搬出ペース
では、県道・河川の土砂撤去完了は、早くても８月
下旬、盆までの完了は到底困難であったことから、
至急、所内会議を開き、至上命令の完了目標を達成
させるべく、検討に入った。

これらを３つを意識し、あとは、自らの経験値を
総動員し『その時』にあたって貰いたい。

5．終わりに
最後に、当時、猛暑の中、懸命に作業に当って下

検討の結果、今回の被災規模の対応を年間維持業

さった業者の皆様方、並びに職場を始め、ご支援、

者のみで期限に間に合わせることは物理的に困難と

ご協力を賜った国土交通省、並びに呉市役所など関

いう結論に至り、地元大手企業及び維持業者のグ

係機関の皆様方へ改めて心より、お礼と感謝を申し

ループ会社に対し応援要請に動いた。

上げる。

広域的な災害で何処も手一杯であったが、トップ
が直々に頼み込んだ結果、地元大手には壊滅的な被
害のあった上流部の県道の応急工事を焼山側から、
グループ会社には中流部へ先回りし、重機数台を投
入し、巨石や流木等の除去作業に加勢して貰った。
これらの要請応援により、地区中流部までの完了

【用語解説】
※土 砂・洪水氾濫：豪雨によって、複数の箇所で同時に発
生した土石流などが増水した川に入り込み、下流側へ運
ばれて堆積。そこで河床上昇や河道閉塞を起こし、川か
ら土砂や泥水が氾濫する現象で、勾配の緩い市街地付近
で被害が拡大しやすい。

目標８月上旬が７月末に、県道・河川の土砂撤去完
了目標盆までが８月11日に前倒しでき、公表され
た目標に間に合わせることが出来た。

4．教訓、知見
これらの対応を振返り何か今後に伝えるとしたら、
一つ目は、私達の役割として、災害の規模や段階に
もよるが、身の安全を確保した上で、可能な限り現
【著者紹介】 森桶 浩二（もりおけ こうじ）
昭和44年生まれ。鳥取大学工学部卒。平成５年広島県庁入庁（土木職）。道路整備課、西部建設事務所呉支所を経て、令和元年度より現職。
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技術資格試験合格体験記

技術士試験って面白い！？かもしれない…
取得した資格：技術士（建設部門：都市及び地方計画）
資格取得年度：令和元年度

受験の動機・経緯
静岡市では、
「静岡市技術職員人材育成ビジョン」
を策定しており、
「世界に輝く静岡」の実現に向け、

わた

なべ

渡 邉

こう

いち

康 一＊

ますので、国土交通省のHPや専門誌を定期的に
チェックし、情報収集に努めました。
次に、論文作成の練習ですが、まずは過去問を解

人口減少や少子高齢化に伴う都市構造の変化や市民

きながら出題の形式を掴み、その後、自分で問題を

ニーズの複雑化、多様化に対応するため、技術職員

作成し、起承転結を意識しながら論文の練習をしま

の専門的知識の定着を掲げております。

した。作成した論文をなるべく第三者に見てもらい

具体的な目標の１つとして、2026年度までに技

ました。本市では、技術士の資格取得を推進するた

術職員の６割が技術系の資格を有していることを目

め、先輩技術士を中心とした「二次試験対策セミ

指しております。そのような状況の中、私も何か資

ナー」があり、セミナーの一環で論文を添削してい

格を！と考えました。受験当時、都市計画の政策的

ただきました。

な業務を担当しておりましたので、技術士の勉強が、

初学の頃は、いざ書いてみると非常に難しく、問

現在の都市環境の課題や今後の展開など、直接業務

題に対する回答が論理的でなかったり、的確な言葉

に活かせると思ったのが受験したきっかけでした。

が浮かばなかったりと苦労しました。そのような中

今回、主に私の勉強方法について紹介させていた

の対策として、専門誌の表現を参考にしました。普

だきますが、
後半に私なりに感じた技術士試験の「面

段は斜め読みをしていた記事も実際に論文に活用で

白さ」について記載させていただきますので、少し

きそうなキーワードや、役立つ表現が含まれおり、

でも皆様の受験動機に繋がれば幸いです。

特に自分の選択科目に直結する記事についてはコ
ピーを取りファイリングしておりました。

筆記試験（２次試験）における留意点や学習
のポイント

と時間が足りなくなることが多く、一番肝心の「結」

筆記試験対策ですが、テーマごとのキーワードの

の部分に充てる時間が無くなってしまう傾向にあり

整理と、論文の作成練習を繰り返し行いました。

ました。その対策方法として、「起」の部分につい

キーワードの整理では、キーワード別に解説のある

ては、ある程度は事前から書けるようにしておく準

参考書を中心に勉強しました。また、技術士の問題

備をしておりました。例えば、我が国の課題として

は、最近の話題から出題されるケースが多いと思い

「人口減少」や「高齢化社会」など考えられますが、

＊静岡市 建設局 道路部 道路保全課 主査
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また、論文の練習では実際に手書きで書いてみる
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技術資格試験合格体験記
このキーワードから想定される現状や問題点等はス

さながらの雰囲気で模擬面接を行っていただきまし

ラスラと書ける練習をしておりました。回答を丸暗

たので、当日は慌てずに回答できたかと思います。

記することは得策ではないと思いますが、論文の一
部として使える文章をいくつか考え、本番で時間を
かけずに書くことができれば、少し時間に余裕がで
きると思います。

技術士試験の面白さ
前述でもありましたが、これから受験を考えてい
る方や、モチベーションのアップに向け、私が感じ

続いて、勉強時間の確保についてですが、論文作

た技術士試験の面白さを少しでもお伝えできればと

成練習にまとまった時間は欲しいとこいろではあり

思い、建設部門の必須科目の過去問題を２つ紹介さ

ますが、私はあまり時間が取れなかったので、通勤

せていただきます。

時間を利用して勉強しました。通勤前に試験問題の

１つ目は、平成21年度に出題された「建設業界

お題を１つ考え、頭の中で起承転結を構成し、キー

の解析、設計等のコンピューター導入により、計算

ワードを含めて組み立てられるかどうかを練習しま

結果の妥当性を判断することが困難になっている状

した。自分の不得意分野については、時間がかかっ

況の中、技術力を維持するための方策」という問題

たり、キーワードが出てこなかったりすると思いま

です。

すので、そこを重点的に後で調べて少しずつ知識を
広げていくイメージで勉強しておりました。

私も発注者として、橋梁の耐震補強工事など解析
が必要な業務に携わりましたが、コンサルタントか
ら提出された解析結果をどこまで詳しく確認すれば

口頭試験の対策

良いかなど、疑問に思うことがありました。

口頭試験の対策というと、まず、
「業務経歴書」「業

２つ目は、平成19年度に出題された「団塊の世

務詳細」の作成がスタートかと思います。私は、ほ

代が定年退職することによる技術に与える影響」と

ぼ筆記試験のことしか考えておりませんのでしたの

いう出題です。近年も、「技術の継承」というテー

で、今思えば口頭試験をイメージしながら作成する

マで出題がありましたが、建設業界の抱えるその時

と良かったと思います。

代の課題の変遷を感じました。

具体的には、口頭試験時の対策に必要な「技術士

このように、過去問では、普段の業務を進めてい

法」や「技術士倫理綱領」を念頭に作成すると良い

く中で、共感できる問題や、時代を感じ取れる問題

かと思います。口頭試験対策は大きく分けて技術士

があり、私は、気分転換に時々、自分の受験する専

としての「実務能力」と「適格性」に分かれますが、

門科目以外でも日頃から関心を持っておりました。

想定質問としてそれぞれ約50問ずつ作成しました。
私は、回答が長くなりやすくなる傾向にありました

おわりに

ので、質問に対して真っ直ぐに短く回答できる練習

受験にあたり、ご協力いただきました本市のセミ

をしました。回答は、
「技術士として相応しいか」

ナー関係者、先輩技術士、家族に感謝を申し上げる

という視点を入れることが重要かと思いますので、

とともに、これから受験される方に適切なアドバイ

業務経歴書作成と同様に、
「技術士倫理綱領」を意

スができるよう継続研鑽していきたいと思います。

識した回答になるよう心掛けました。また、本市の
技術士セミナーにおいても、先輩技術士による本番

【著者紹介】 渡邉 康一（わたなべ こういち）
平成18年度静岡市入庁（土木職）。都市計画、道路整備等の職務に従事。平成23年度には国土交通省都市局市街地整備課へ研修員として派
遣。現在は、道路保全課交通安全施設係として、通学路や生活道路の交通安全対策を担当。
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仙台市蒲生北部被災市街地復興土地区画整理事業
〜東日本大震災における津波被災地区の復興〜
さ

さ

き

佐々木
1．はじめに

ふみ や

史也＊

2．事業の概要

本地区は、仙台駅から東方に約10㎞、仙台塩釜
港（仙台港区臨港地区）の南側に位置し、七北田川

１）津波防災対策
⑴ 施設による防御対策の基本的考え方

河口部に形成された市街地である。被災前は、仙台

発生頻度が比較的高い数十年から百数十年に一

港に隣接することから住宅と工場等が混在し、人口

度程度の津波（Ｌ１クラス）に対しては、国・県

は約3,000人、世帯数は約1,150世帯が存する地域

と連携しながら整備する海岸・河川堤防により対

であった。

応し、東日本大震災のような最大クラスの津波（L

東日本大震災の津波により、地区内にお住まい

２クラス）に対しては、それらに加え、かさ上げ

だった方々のうち157名の方がお亡くなりになった

道路や海岸防災林などの複数の施設により、津波

こと、被災前約1,500棟あった建物のうち約８割が

による被害を軽減するものである。

流失することなど甚大な被害を受けた。被災後、災

本地区については、Ｌ１クラスの津波に対して

害危険区域に指定（平成23年12月）し、防災集団

県施行の七北田川河川堤防及び海岸堤防にて対応

移転促進事業で住宅地など地区全体の約６割

し、仙台港および周辺部については、港湾の機能

（38.5ha）を買取った。

を維持しつつ、浸水や流出物による被害を抑える

買取った跡地を含む土地の整理集約と業務系土地
利用にふさわしい都市基盤の再整備を目的として土
地区画整理事業を実施したものである。
仙台市蒲生北部被災市街地復興土地区画整理事業

ための対策を、県等の関係機関と連携して講じる
こととした。
仙台港臨港道路
中央分離帯
＋

位置図
緩衝緑地盛土
＋

仙台港
防潮堤ライン
＋

仙台塩釜港

仙台駅
仙台駅から東方 約

県道塩釜亘理線の
西側に津波防護壁
＋
へ擦付

仙
台
東
部
道
路

図－１

蒲生北部被災市街地
復興土地区画整理事業地区

位置図

図－２

七北田川両岸堤防
及び海岸堤防
＋

蒲生北部地区

蒲生北部地区・仙台港周辺における津波対策

⑵ 本地区における津波浸水の想定
本地区の平均満潮位時における、東日本大震災
（Ｌ２クラス）の津波シミュレーションの結果は、
ほぼ全域で４mを超える浸水深が想定されたこと

＊仙台市 都市整備局 市街地整備部 蒲生北部整備課 主任
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から、冒頭にも記載したように災害危険区域（非

より買取った土地等の市有地を集約して大街区化を

可住）に指定し、防災集団移転促進事業を行った。

図ったエリアである。

２）整備方針と整備概要
整備方針の決定には、地元説明会や都市計画決定
に関する公聴会等を開催し、広く意見を取り入れ進

3．事業の特徴
１）包括委託業務

めた。被災状況やこれまでの土地利用状況、被災後

通常、土地区画整理事業は、地積の実測等のほか

の現状、市有地利活用の見通しに合わせた基盤整備

に、仮換地（案）の作成及びその後の工事施工に向

を行うため、本地区を西側（Ａ地区）、中央部（Ｂ

けた区域内の土地・建物の現況及び補償調査、工事

地区）
、東側（Ｃ地区）の３つのエリアに分けると

設計と造成等の工事など、多岐にわたる業務を実施

ともに、文化財である貞山堀遺構の保存と蒲生干潟

する必要があり、一日も早い事業完了が求められて

の環境に配慮するため、東側に緑地を集約し、避難

いる復興事業において、業務の効率的な実施が不可

ルート確保と土地利用向上を図るため、地区中央部

欠であった。

を東西に貫く幹線道路（都市計画道路）を整備した。

また、従来の市施行の区画整理事業では、業務委
託や工事の発注を年度単位で行うことが多く、年度

西側

単位では発注ロットが小さいこと、復興需要の増加

中央部

に伴う労務単価や資材が高騰することなどから、当

北側
東側

時、不調不落が発生していた状況下において事業の
進捗の遅れが危惧された。

南側

そのため、民間の技術やマンパワーの活用、民間
視点を活かした土地利活用、一貫した事業管理によ
る業務効率化等を目的とした、調査・設計から工事
図－３

整備方針図

西側（Ａ地区）は、被災後に修繕または新築して

施工までの業務（法的手続き、合意形成、補償契約
行為等を除く。）を一括して発注する「包括委託方式」
を採用することとした。

営業を再開した事業所や、修繕して居住している住

委託先の選定にあたっては、民間の様々な提案を

宅等の建物が存在している地区であるため、可能な

検討できるように公募型プロポーザル方式により、

限り移転対象建物を少なくするとともに、出来るだ

外部有識者等で構成される「蒲生北部被災市街地復

け街区の整形化を図り中小街区を構成したエリアで

興土地区画整理事業等包括委託提案審査委員会」を

ある。

立ち上げ、検討、公募、審査を経て基本協定を締結

中央部（Ｂ地区）は、被災後に修繕または新築し
て営業を再開した事業所等が散在する地区であるた

し、事業の促進を図ったものである。
２）防災集団移転跡地としての整備

め、同地区北側は、既存街区をそのまま活かし、可

本事業地区は、中野小学校区内の一部に位置し、

能な限り移転対象建物を少なくするとともに、既存

震災時には、児童・生徒と周辺住民が小学校の屋上

事業所と同規模の事業所の立地を想定。同地区南側

に避難し難を逃れた。震災後、災害危険区域に指定

は、全体を一つの街区として整備し、大規模な事業

されたことから防災集団移転促進事業の対象となり、

所の立地を想定したエリアである。

中野小学校も閉校となった。

東側（Ｃ地区）は、津波によりほとんどの建物が

本事業において、中野小学校跡地には、公園を整

流失した地区であるため、防災集団移転促進事業に

備し、その敷地内には、震災で犠牲となられた方々

月刊建設21−10

63

ひ

ろ

ば

の追悼・鎮魂と蒲生北部地区の歴史を後世に伝え続
けるため、地元中野地区の４町内会役員を中心とし
た中野小学校区復興対策委員会（現「なかの伝承の
丘保存会」
）などの協力のもと、かつてお住まいだっ
た皆様方の意見を踏まえ、「なかの伝承の丘」（中野
地区地域モニュメント）が整備された。
また、防災集団移転促進事業により買取った土地
等の市有地の集約化を図り、新たな産業用地として

写真－１

地区全景（被災前）

倉庫、ヤード、工場等の立地が進んでいる。
３）基盤整備工事
本市震災復興計画に基づき、復興交付金の対象事
業として平成26年度に事業着手し、平成27年８月
から造成工事等の整備が本格化した。
現地で事業を継続している権利者や居住を継続す
る権利者等に配慮しながら玉突き移転や、仮設道路
の確保、分割施工による基盤整備を進め、震災後
10年目を迎える令和２年10月末に基盤整備等の工

写真－２

地区全景（被災直後）

事が完成した。

4．事業完了に向けて
基盤整備等工事の完了に伴い、土地区画整理事業
の実質的な完了とする換地処分については、令和３
年３月に換地計画（案）に基づき、土地所有者等の
権利者に対し、３つの会場に分けて個別説明会を実
施し、５月に換地計画（案）の縦覧を行った。
この縦覧期間中に意見書の提出がなかったことか
ら、５月に換地計画を決定するとともに、７月に換

写真－３

地区全景（令和２年10月末）

を通して経験したことを、技術者として今後に活か
していきたいと強く感じた。

地処分通知書を発送し、９月末に換地処分の公告を

最後に、地域の皆様方をはじめ、設計・施行者、

予定しており、令和３年度末に事業が完了する見込

携わっていただいた方々のご支援、ご協力により、

みである。

復興・創生期間内に基盤整備工事を完成することが

5．おわりに

出来たことに、この誌面をお借りして心より感謝申
し上げたい。

本事業を進めるなかで、被災された皆様方の想い
に触れる機会が多くあり、こうした皆様方の想いや
蒲生の歴史等を後世に伝えていくことで、震災の記
憶を風化させてはいけないと思うとともに、本事業
【著者紹介】 佐々木 史也（ささき ふみや）
1985年生まれ。平成20年度仙台市役所入庁（土木職）。建設局道路部道路管理課、建設局百年の杜推進部公園課、まちづくり政策局震災
復興室を経て、平成31年度より現所属。整備工事の監督業務、事業費（復興交付金）の管理調整等の業務に従事。
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職場の風通しを良くし
しっかりコミュニケーションを！
お

がわ

とし

あき
＊

小 川 俊 昭
1．はじめに

ちに被災地の復旧作業に着手した。私は、一乗地区

私は、昭和62年１月に国鉄から県庁に入り（研

の副本部長として２週間余り市職員および地区住民

修職員）
、63年４月に正式採用、本庁19年、出先

と一緒に現地本部に張り付き、連日早朝より夜遅く

15年、計34年間にわたり一般土木行政のみならず

までワンチームとなって復旧作業を指揮した。

主に都市計画および交通行政に携わってきた。
令和元年度をもって一旦福井県庁を定年退職した
ものの、令和２年度も引き続き任期付き採用として
再登板することとなり、土木部長を最後に令和３年
３月末に退職し、地方公務員生活を終えた。
このような異色の経歴をもつ私に本誌への執筆依
頼があり一瞬躊躇したが、これまでの経験を振り返
り皆様の今後の業務に少しでも役立てていただけれ
ば幸いと思い、お伝えしたいことを記すこととした。

写真－１ 福井豪雨被災状況（福井市安波賀町）
写真提供：福井豪雨映像アーカイブス作成委員会

【現場指揮に当たって心掛けていたこと】

2．思い出に残る仕事
34年間14の職場においてそれぞれ印象深い仕事
ばかりであったが、誌面の関係もあるため４つに絞
り、その時々の仕事への取り組み姿勢等についてご
紹介したい。
１）平成16年福井豪雨
平成16年７月18日、一級河川足羽川の流域を見
舞った「福井豪雨」は、福井市他２市３町を中心に
死者４人、行方不明１人、重軽傷者19人、床上浸
水4,052世帯、床下浸水9,675世帯という未曽有の
被害をもたらした。

⑴災
 害現場ゆえに自らが元気を前面に出し、住民
に勇気と希望を与える。
「お疲れ様です」
「一緒
に頑張りましょう」等、積極的な声掛けをする。
⑵ 住 民の声を丁寧に聴き、先ずはできるところ
から実行。双方向でコミュニケーションをとる。
⑶復
 旧作業では、県・市の管理区域や土木・農林
等の所管区域の垣根を取り払い迅速に対応する。
⑷ 作 業の進捗状況等を毎日地区役員に説明し、
見える化・共有化することで安心感を与える。
以上のような対応をしたことで、地区住民から大
変喜ばれ信頼関係も築くことができたため、その後

当時私は、福井土木事務所地域整備第２課福井南

の河川・砂防事業等の災害復旧事業実施時には、用

グループリーダーとして足羽川支流一乗谷川流域の

地交渉や工事を円滑に進めることができ、結果的に

災害現場を担当した。18日未明からの局地的集中

早期の本格復旧に繋がった。

豪雨（最大時間雨量71㎜、最大日降雨量338㎜）

２）福井駅付近連続立体交差事業

により堤防決壊、土砂崩れ等壊滅的な被害を受けた。
このため県では各地区に現地災害対策本部を設け直

県庁生活で12年間は福井駅付近連続立体交差事
業（以下「連立事業」）や密接に関連する福井駅周

＊福井県並行在来線準備株式会社 代表取締役社長（前福井県 土木部長）
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辺土地区画整理事業（以下「区画整理事業」
）等ま

架位置・構造が定まり同24年12月にえち鉄単独

ちづくりに係わってきた。

高架方式として都市計画変更した。

連立事業は、福井駅を中心にJR北陸線（以下「JR

高架化に当たっては、先行して完成した新幹線

線」
）と前身の京福電鉄（現えちぜん鉄道、以下「え

高架をえち鉄の仮線として利用することで（全国

ち鉄」
）を高架化し、踏切除却や交差道路等の整備

で初）、仮線用地が不要となった他、２箇所の踏

を行うことで東西交通の円滑化を図るものである。

切除却と交差道路整備を３年前倒しして行うこと
ができた。そして紆余曲折の結果、平成30年６

〖県施行、平成３〜31年、総事業費約686億円〗

月に無事高架完成・開業となった。以上のように、

また、同時施行の区画整理事業により駅前広場の
拡張整備等を行い交通結節機能強化および市街地の

北陸新幹線の計画具体化に伴い高架方式の度重な

一体化を図るものである。

る見直しを余儀なくされる中、多くの困難を乗り
越えて柔軟に対応したことが評価され、第33回

〖市施行、平成４〜30年、総事業費約436億円〗

全国街路事業コンクール（令和３年６月）におい

両事業は、合わせて1,000億円をゆうに超える

て北陸地方で初となる国土交通大臣賞を受賞した。

ビックプロジェクトとして県民の注目の的となって
いた。また、本県の連立事業は北陸新幹線と密接に
関連しながら様々な課題を乗り越えてきたが、最大
の課題は高架化方式の度重なる変更にあった。

新幹線

ＪＲ線

新幹線

京福線

ＪＲ線

京福線

ＪＲ線

新幹線

えち鉄

【高架化方式の変遷】
⑴ 当初の二重高架方式（昭和63年頃）
北陸新幹線がまもなく着工されるとの期待の中
で、JR線と新幹線を二重高架・一体構造とし、京
福線は単独高架方式で進める。
⑵ 見直し後の二重高架方式（平成３年頃）
北陸新幹線の着工見通しが立たず在来線の高架
化（まちづくり）が遅れるため、新幹線を待たず

当初の二重高架方式 見直し後の二重高架方式

図－１

新幹線整備に伴う
高架方式

高架化方式の変遷

【まちづくりを進める上で心掛けていたこと】
⑴ ビ ックプロジェクトに携われる喜びと使命感
を持ちながらモチベーションを上げる。
「感謝」
と「情熱」を忘れず。

にJR線高架を先行し、新幹線と京福線を二重高

⑵ 多 くの関係者との信頼関係を築くため情報・

架・独立構造とする方針に変更。平成８年に起工

意見交換の場を積極的に設け、何でも話しや

式が行われ、９年の歳月を経て平成17年４月に

すいリスペクトの精神で相手に寄り添う。

JR線の高架が完成・開業となった。
⑶ 新幹線整備に伴う高架方式
（平成17年〜24年頃）

⑶ 県 都の玄関口の都市改造の実現に向け、計画
実行を貫く。「夢なき者に成功なし」

JR線高架工事の完成が迫ってきた平成16年頃、
北陸新幹線の整備方針が大きく進展。同16年末
に北陸新幹線の富山・金沢間と福井駅部の新規着
工が政府決定。同17年４月に福井駅部800ｍ区
間のみ先行認可・着工となった。この段階で新幹
線は３階から２階構造に変更され、新幹線とえち
鉄は単独高架化する方向となった。その後、えち
鉄の高架化を進めるに当たり、新幹線金沢以西の
認可が下りないため高架方式が定まらず６年間程
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写真−２

国土交通大臣賞を受賞した
「福井駅付近連続立体交差事業」

３）平成30年福井豪雪

混迷していた。同23年12月末、漸く新幹線金沢・

平成30年２月５日から13日にかけて本県の嶺北

敦賀間の着工方針が示されたことで、えち鉄の高

地方を中心に短時間の強い降雪が継続し大雪となっ
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た。福井市では「昭和56年豪雪」以来37年ぶりの

期に完了できた。

記録的な積雪（最大積雪深147㎝）となり越前市、

⑵ 市 町が管理する道路除雪支援のため、市町に

大野市等でも観測史上最多の積雪を観測した。この

県職員を派遣し除雪機械等の調整、交差点の

大雪により北陸自動車道や中部縦貫自動車道が通行

除排雪等を行い県市町が連携して作業を進め、

止めとなり、国道８号では最大で約1,500台の車両

県民の日常生活を早期に回復できた。

が長時間にわたり滞留、JRや地域鉄道・バスも運休、
ガソリン・灯油等生活物資の一部不足等、県民生活
に大きな影響を与えた。
当時私は、越前市、鯖江市、越前町、南越前町、
池田町を所管する丹南土木事務所の所長として過去
に経験のない道路除雪の対応に迫られた。
【除雪対応状況】

【職員等に対するケア】
⑴ 降 雪量が多く期間も長かったため、睡眠不足
等による職員の体調を常に気遣い、疲労困憊
する職員に元気よく声掛け活気づけていた。
⑵現
 場で日夜作業を行っている建設業会の会長や
責任者等に対し、直接私から電話を小まめにか
けて「御礼」と「激励」の気持ちを伝えていた。

⑴ ５日18時からの24時間で65㎝という異常な降

⑶ 心一つに、「One for all All for one」の精神

雪であったため、夜中から日中連続する除雪

で鼓舞し合っていた。「１人は皆のために、皆

作業に伴い人出不足が生じた。このため、降

で１つの目的のために」

雪が少ない嶺南地方の建設業会等に除雪応援
を求め人海戦術で対応した。
⑵作
 業効率を高めるため、市町と連携し警察の協
力のもと交差点毎に通行規制を行い集中かつ
短時間で除雪を実施。さらに排雪場所の増設や
開設時間の延長等を柔軟かつ迅速に実施した。
４）令和３年福井豪雪
今年１月７日から10日にかけて嶺北地方を中心
に平成30年２月豪雪に匹敵する大雪を記録。特に
福井市では２日間で約100㎝、大野市では３日間で
約140㎝を記録。北陸自動車道では約1,600台の滞

写真－３ 令和３年１月大雪
（左）自衛隊による車両救出 北陸自動車道
（右）大雪による大渋滞
国道８号

3．おわりに

留、国道８号でも最大約15kmの渋滞が発生、JRや

私が各職場で心掛け職員に伝えてきたことは、

地域鉄道・バスも運休する等、３年前と同様記録的

①職場の風通しを良くし、いつでも誰とでもしっ

な大雪で地域活動に大きな支障が生じた。
私は、土木部長として災害対策本部長（知事）の

かりコミュニケーションを取れるような雰囲気
づくりを率先して取り組む。

指揮のもと、除雪による道路の早期開通や県民生活

②明るく・元気に・前向きにそして笑顔で接する。

への影響を最小限にするための対応に迫られた。

③先輩、同僚、後輩との信頼を大切に、早め早め

【除雪対応状況】
⑴ ３ 年前の大雪を踏まえ、広域応援（近畿地方

の「ほう・れん・そう」を徹底する。
の３つである。

整備局・日本建設業連合会等の除雪車）等に

34年間の長きにわたり、貴重な経験と素晴らし

よる除雪体制の強化、除雪機械増強等ハード

い方々との出会いに恵まれ、充実した県庁生活を送

対策および交通規制を伴う集中除雪を実施し

ることができ心より感謝申し上げる。最後に、皆様

たことにより、主要幹線道路や病院・物流拠

のさらなるご活躍を祈念し、私からのメッセージと

点へのアクセス道路、バス路線等の除雪を早

させていただく。

【著者紹介】 小川 俊昭（おがわ としあき）
昭和34年生まれ。昭和62年福井県庁入庁（土木職）。交通まちづくり課参事（地域鉄道支援）、都市計画課長、土木部技幹（都市計画）、丹
南土木事務所長、福井土木事務所長、土木部理事等を歴任。
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会計検査の指摘事例とその解説
（103）
は

が

芳 賀
1．はじめに

あき

ひこ

昭 彦＊

本件工事は、屋上における住戸相当部分等から

今回は、国土交通省関係の交付金事業による公営

ハッチを除いた部分（以下「平場」という。）等に

住宅の屋上防水工事に係る積算過大と経済産業省の

断熱材を張り付けた後、屋上全体に改質アスファル

補助事業による設備工事に係る施工不適切の２事例

ト防水シート（以下「防水シート」という。）を張

を紹介します。

り付けるなどするものです（図−２）。
北

南

2．防水工にパラペットを含めて積算過大

9.375 m

0.110 m
パラペット

この交付金事業（防災・安全交付金（公営住宅等

1.015 m

0.640 m

0.110 m
パラペット

平場

ストック総合改善））は、Ｋ県が、平成29年度に、

既存コンクリート

Ｓ市M区Ｏ地内において、県営Ｏ団地にある７棟の

ひさし

ひさし

住戸

1.125 m

建物（鉄筋コンクリート造５階建て）の屋上防水改

0.750 m

修工事を事業費87,640千円（交付金39,438千円）
屋上の断面図の拡大図

で実施したものです。この７棟の屋上は、北側及び
南側に張り出したひさしのある陸屋根構造（注１） と

防水シート
断熱材

なっており、屋上にはハッチ、パラペット（注２） 等

既存コンクリート

が設置されています（図−１）
。

図−２

（注１）陸屋根 勾配が水平か極めて緩い屋根
（注２）パラペット 高さの低い壁の総称で、建築では屋上
等に見られる手すり壁
ひさし

定に当たり、７棟の防水シートの設
計数量について、屋上全体を平場、

0.110 m

24.000 m～63.000 m

パラペット等及びパラペット等を除

0.750 m

0.640 m

パラペットの天端幅を除いた
ひさしの南北両側の長さ計
1.015 m＋0.640 m＝1.655 m

1.015 m

同県は、本件工事の予定価格の算

24.220 m～63.220 m

0.110 m

ハッチ

排気筒

排気筒

排気筒

排気筒

パラペットの天端幅を含めた
ひさしの南北両側の長さ計
1.125 m＋0.750 m＝1.875 m
1.125 m

N
パラペット

パラペット等を除くひさし
誤ってパラペット等を除くひさしの面積に含めていたパラペット

図−１
＊元会計検査院 農林水産検査第４課長
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しかし、同県は、７棟の防水シー
トの設計数量を算出するに当たり、
パラペット等を除くひさしの面積に

平場
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の部位ごとの面積を足し合わせるこ
ました。

0.110 m
住戸

くひさしの３部位に分割し、これら
とにより計3,289.2㎡と算出してい

誤って 2 倍していた
1.875 m×2＝3.750 m

0.110 m

屋上の断面図

屋上の概念図

ついて、パラペットの天端幅（両端
の計0.220m）を除いたひさしの南

北両側の長さ計1.655mに東西の長さ（24.000m〜

に係る仕様書において、複数人でのチェックを行い、

63.000m）を乗ずるなどして計444.68㎡と算出す

その結果を県に書面で提出させること等を明記する

べきところ、誤って、パラペットの天端幅を含めた

などの処置を執ったとのことです。

ひ さ し の 南 北 両 側 の 長 さ 計1.875mを ２ 倍 し た
3.750mに 東 西 の 長 さ（24.220m〜63.220m） を
乗ずるなどして計1,082.75㎡としており、638.07
㎡を過大に算出していました（図−１）
。

3．温水配管等の設置に係る施工が不適切
この補助事業（エネルギー構造高度化・転換理解
促進事業）は、安定的かつ適切なエネルギー需要構

このため、７棟の防水シートの設計数量は上記の

造の構築を図ることを目的として、原子力発電施設

ほ か 平 場 等 の 面 積 誤 り を 考 慮 し て、 正 し く は 計

が立地する地方公共団体等がエネルギー構造の高度

2,656.4㎡となり、前記の3,289.2㎡は632.8㎡過大

化等に向けた地域住民等の理解促進に資する事業を

となっていました。

実施する場合に、必要な経費の全部又は一部を補助

したがって、適正な防水シート等の設計数量に基

するものです。

づき、本件工事費を修正計算すると、過小に算出し

Ｓ県Ｕ市は、平成29年度に、Ｕ市Ｋ海洋センター

ていた断熱材等の設計数量を考慮するなどしても、

の機械室（鉄筋コンクリート造）において、温水プー

78,660,772円 と な る こ と か ら、 本 件 契 約 額

ルの水を加温するための木質チップボイラー、消火

87,640,920円はこれに比べて8,980,148円割高と

用補給水槽、温水を送水する配管（以下「温水配管」

なっており、これに係る交付金相当額4,041,066円

という。）等の設備機器等を設置するなどの工事（事

が不当と指摘されました。

業費56,284千円）を業者に請け負わせて実施し、

このような事態が生じていたのは、同県において、

国庫補助金（56,284千円）の交付を受けていました。

本件工事の予定価格の算定に当たり、指定管理者か

同市は、本件工事の仕様書等において、請負人が

ら提出された数量調書等における防水シート等の設

「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」（独立行

計数量の確認が十分でなかったことなどによるとさ

政法人建築研究所監修。以下「耐震設計指針」とい

れています。

う。）に基づき耐震設計計算を行うなどして設備機

本件の担当調査官によれば、発見の端緒は、図面

器の設置を行うこととしていました。

により自ら算出した面積と設計書の数量が大きく相

耐震設計指針によれば、設備機器を据え付けるた

違したことによるとのことで、発生原因にもあるよ

めに架台等の支持構造部材を用いる場合は、支持構

うに、県は指定管理者から提出された設計図書等や

造部材をアンカーボルトで鉄筋コンクリートの壁等

図面を確認する機会が発注までの各段階で何度も

に緊結することとされており、アンカーボルトは、

あったにもかかわらず、単純な積算ミスを見逃して

地震時に作用する引抜力（注）が許容引抜力（注）を上

いることから、指定管理者任せにせず、数量の確認

回らないようにすることとされています。

等、最低限必要な確認は県の方で実施することの必
要性を指摘していました。県は、再発防止策として、
新たに数量チェックシートを作成し、設計時に図面、
設計書及び数量チェックシートを用いて複数人での

（注）引 抜力・許容引抜力 「引抜力」とは、機器等に地震
力が作用する場合に、ボルトを引き抜こうとする力が
作用するが、このときのボルト１本当たりに作用する
力をいう。また、当該ボルトに作用することが許され
る引抜力の上限を「許容引抜力」という。

チェックを行い、設計数量等に誤りがないか確認す

そして、請負人は、温水配管を設置するために鋼

るとともに、指定管理者に実施させている積算業務

製の架台（高さ1.25m、幅0.8m。以下「配管架台」
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機械室の壁

アンカーボルト 径 10 mm 4 本
により機械室の天井に緊結
消火用補給水槽

人造繊維製の断熱材

配管架台
実際の施

機械室の天井

温水配管

断熱材

水槽架台

機械室の
壁

耐震設計計算上
の施工
機械室の
壁

アンカーボルト 径 12 mm 4 本

厚さ 50 mm

図−３

配管架台の概念図

という。
）を用いることとして、配管架台をアンカー
ボルト（径10㎜）４本により機械室の天井に緊結
していました（図−３）
。
しかし、請負人は、当該アンカーボルトについて、

図−４

水槽架台の概念図

火用補給水槽等が機械室の壁から落下するなどのお
それがある状態となっていました。
したがって、本件工事により設置した温水配管、
消火用補給水槽等（工事費相当額1,623,361円）は、
温水配管及び消火用補給水槽の設置に係る施工が適

耐震設計計算上安全であることを確認していなかっ

切でなかったため、地震時における所要の安全度が

たことから、耐震設計指針に基づき耐震設計計算を

確保されていないなどしており、これらに係る国庫

行ったところ、地震時にアンカーボルトに作用する

補助金相当額1,623,361円が不当と指摘されました。

引抜力は14.5kN／本となり、許容引抜力0.75kN／本

こような事態が生じていたのは、請負人において

を大幅に上回っていて、耐震設計計算上安全とされ

仕様書等に基づく耐震設計計算を行うなどすること

る範囲に収まっておらず、地震時に温水配管等が機

の重要性に対する認識が欠けていたことにもよるが、

械室の天井から落下するなどのおそれがある状態と

同市において、温水配管及び消火用補給水槽の設置

なっていました。

に係る施工が適切でなかったのに、これに対する監

また、請負人は、消火用補給水槽を設置するため
に鋼製の架台（高さ0.6m、幅0.5m。以下「水槽架

督及び検査が十分でなかったことなどによるとされ
ています。

台」という。
）を用いることとして、水槽架台をアン

本件は、経済産業省の補助事業ですが、近年、同

カーボルト（径12㎜）４本により機械室の壁に密

省のエネルギー関係の工事の補助金等に係る指摘が

着させて緊結することとすれば耐震設計計算上安全

増加傾向にありますので十分な注意が必要です。

であることを確認し、これにより施工することとし
ていました。
しかし、請負人は、施工に当たり、機械室の壁に、

70

4．おわりに
検査院の令和２年度検査報告の取りまとめは最終

耐震設計計算上、圧縮に対する抵抗力を期待できな

段階を迎えており、例年であれば、今月末には各府

い人造繊維製の断熱材（厚さ50㎜）が張り付けら

省への検査結果の内示やマスコミ等への事前の説明

れているのに、水槽架台を断熱材の上からアンカー

が行われる運びとなっています。令和３年次の検査

ボル ト に よ り 機 械 室 の 壁 に 取 り 付 け て い ま し た

も昨年からのコロナ禍で思うように行えず、Web

（図−４）
。このため、水槽架台は機械室の壁に密

などによる確認などを行っているようですが、元年

着しておらず、地震時に消火用補給水槽に作用する

度検査報告に続いて件数、金額は減少すると思われ

水平力等によりアンカーボルトに損傷が生じて、消

ます。

月刊建設21−10

地区連の頁

北
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−北陸地方整備局−

ゆきみらい2022in白山
1．はじめに

4．ゆきみらい研究発表会

「ゆきみらい」は、国・地方公共団体・企業・団

今日的な課題である「冬期道路管理のICTと担い

体等により、克雪・利雪技術の課題や研究、雪に強

手」「地域資源を活かした雪国の観光」「冬期におけ

い街づくり、雪国の自然環境・歴史・文化の継承な

る災害対応」などに関する調査研究成果を発表する。

ど、ハード、ソフト両面にわたる様々な取組に対し、
意見交換、情報交換、全国への雪国の情報発信を行
うことにより、雪国の未来を展望し、地域の活性化
を図ることを目的としている。

5．ゆきみらい見本市
雪氷技術や情報、雪国に暮らす人々の文化・知恵
などに関する最新情報を展示する。

豪雪地帯を管轄する、北海道開発局、東北地方整
備局、北陸地方整備局の管内を順番に巡って開催し、
今回で、36回を迎え石川県白山市において開催する。

2．概要
日

時：令和４年１月27日（木）～28日（金）

場

所：松任文化会館ピーノ（シンポジウム）
白山郷公園（研究発表会、見本市、除雪
機械展示・実演会

など）

テーマ：
『古代から現在へ、白山の恵みを世界へ』
主

催：ゆきみらい2022in白山実行委員会

3．ゆきみらいシンポジウム

見本市開催状況（2018年富山開催時）

6．除雪機械展示・実演会
高度化された最先端の除雪機械や装置等を紹介す
るとともに、除雪機械の実演を実施する。

特別講演やパネルディスカッションにおいて、雪
との関わり、様々な分野の取組を議論し、ユネスコ
世界ジオパーク認定に向け申請中である、
「白山手
取川ジオパーク」を有する白山の魅力を世界へ発信
する。
除雪機械実演状況（2018年富山開催時）

7．おわりに
新型コロナ感染状況を見据えながら感染対策を徹
底し、安全に「ゆきみらい2022in白山」を開催し
ていきたい。
国土交通省 北陸地方整備局 企画部 広域計画課
シンポジウム開催状況（2018年富山開催時）

さわ だ

ようすけ

澤田 陽介
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北

陸

−北陸地方整備局−

けんせつフェア北陸in新潟2021
1．はじめに
「けんせつフェア北陸」は、産・学・官の優れた
新技術・新工法を一堂に集め、建設技術者の技術の
研鑽・高揚並びに技術情報の交流の場とし、建設技

録画したプレゼンテーション動画をYouTubeにて
10月20日から11月30日まで配信する予定である。

4．合同企業セミナー

術の高度化や、より広範囲な技術開発へとつなげ、

担い手確保の一環として、建設関連企業による情

積極的な活用促進を通じての地域づくり、建設業に

報発信、将来の入職促進等を目的として、学生を対

おける担い手確保の広報を目的に、1993年から隔

象としてセミナーを実施する。

年で開催され、今回で第15回目を迎えるものである。
本稿では、予定している開催内容を紹介する。

2．概要
日

時：令和３年10月20日（水）～21日（木）

場

所：新潟市産業振興センター

主

催：
「けんせつフェア北陸in新潟2021」
実行委員会

出展数：約150出展者
約400技術（うちインフラDX該当技術
が約100技術）

3．技術展示

合同企業セミナー（2019年富山開催時）

5．講演会
i-Construction、インフラ分野のDX、新技術に

「安全・安心」
「自然・文化」「連携・活力」の出

関する動向等について５件の講演を行う。また、土

展テーマに分類して展示し、インフラDX該当技術

木学会の谷口博昭会長により
「
「令和」
の暮らしとイン

も各テーマ毎に展示する。また屋外会場においては

フラ・建設業」と題して特別講演を行う。これらに

仮想法面を設置してICT建設機械に搭乗して操作を

ついてはYouTubeでもLIVE配信する予定である。

体験できるようにする予定である。
なお出展技術のうち約60技術については、事前

6．最後に（コロナ対策等）
展示ブース間の離隔確保、換気、消毒液の配置等
の他、来場者は事前登録制とし、当日は会場出入口
でQRコードによる入場者数管理を行い、必要に応
じ入場制限等を行う。
また今後、「緊急事態宣言」や「まん延防止等重
点措置」等の宣言などを踏まえて開催可否の判断を
行う予定としている。
国土交通省 北陸地方整備局 企画部 施工企画課

屋内展示状況（2019年富山開催時）
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地区連の頁

北

陸

−北陸地方整備−

大河津分水路改修事業におけるBIM/CIMの活用と今後の展開
1．はじめに

また、これらのモデルを大河津分水路改修事業に

大河津分水路改修事業は、課題となっている洪水

従事する設計受注者や施工受注者と共有することで、

老朽化、河床低下による構造物の安定性低下対策と

伝達できるとともに受注者側のモチベーション向上、

路拡幅とそれに伴う野積橋の架替といった複数の本

も繋がっているようである。

処理能力（流下能力）の不足や施設（第二床固）の

３次元活用に対する取組方針や意向を正確に共有・

して、河口左岸の山地部掘削、第二床固改築、低水

３次元データの活用やICT技術の導入の機運向上に

設・仮設構造物を同時並行で長期間に渡り施工する
必要がある。このため、多くの方々との協議・調整
と、現地状況の反映や工事進捗に伴う諸処の懸案・
調整事項により随時全体計画の修正が余儀なく求め
られる。

統合CIMモデル

3．３次元モデルの活用・展開
一部の工事では、試行的に３次元データ（３D-

主要工事

2．統合CIMモデルの活用
前述したような課題・懸案事項を解決するために

は、設計及び施工計画の立案を効率的・効果的に実

PDF）を契約図書とした工事発注、近接工事の設
計照査、施工手順の最適化など、様々な場面で活用
するとともにその効果・課題の抽出と対応策の検討
を進めている。

大河津分水路の改修事業に係わる工事については、

施することが重要である。上流段階となる設計の各

原則全ての監督・検査（施工状況把握・段階確認・

整・解決に取り組むことが、施工段階、維持管理段

ている。工事監督を通じて、工事の生産性向上の効

果として事業全体が円滑に進むことが期待できる。

督・検査においても３次元モデルを汎用し、インフ

段階において、できるだけ早く課題を洗い出し、調

完成検査）を遠隔臨場により実施することを試行し

階等の下流工程での問題発生の抑制につながる。結

果検証を進めている。なお、遠隔臨場とした工事監

このため、本事業では、各CIM活用業務、活用

ラ分野のDXがさらに図られればと考えている。

工事の３次元データを情報共有システム（本事業で
はKOLC＋）で収集し、CIMモデルを統合し、各

受注者に情報共有システムによりスピーディーに共
有している。これにより、事業全体の内容を確実に
把握し、各々の業務、工事間の干渉や工程上の問題
の有無、全体工程の調整など、様々な状況での確認
と課題解決のツールとして活用されている。

統合CIMモデルは、過去から現在、そして竣工

時のモデルまで保有しているので、関係機関協議、

地元説明や現場見学会等、各説明にあったモデルで全

体の位置関係や今後の進捗状況の把握が可能となる。

現場確認（検査官、監督員側）

国土交通省 北陸地方整備局 信濃川河川事務所
計画課

い か ら し

ひろあき

五十嵐 宏彰

月刊建設21−10

73

地区連の頁

北

陸

−北陸地方整備局−
みょう こ う お お は し

国道18号 妙 高大橋の開通
1．はじめに
国道18号は、新潟県上越地方と関東中京圏を結
ぶ重要路線である。妙高市に位置する妙高大橋は、
昭和47年に架設された長大橋梁であり、老朽化が
著しいことから橋梁架け替え事業に取り組んできた。
今回、事業化から約10年の期間を経て、新橋が
開通したので報告する。

桁内部のPCケーブル破損状況

3．架け替え事業の概要
新橋は、橋脚高が最大40mの高橋脚で地下水が
高く玉石混じりの地盤であることから、ニューマ
チックケーソン基礎を採用した。橋脚数が増えると
経済性、施工性が不利になることから、鋼２径間と
しコスト縮減と工期短縮を図った。また支間長が
100mを超えることからトラス橋とした。平成25年
度に工事着手、令和元年度から上部工の製作・架設
に入り、桁架設はクローラクレーンとトラベラーク
レーンを併用し工程短縮を図り、令和３年春に舗装
工事に着手し令和３年８月３日に開通をむかえた。

妙高大橋架け替え事業区間

2．事業の経緯
５年ごとの橋梁定期点検により橋桁下面のひび割
れやさびが確認されたため、平成21年に橋梁補修
工事を実施した。その際に箱桁内面のPCケーブル
の一部に腐食、破断が発見された。原因は橋梁上面
から侵入した水が桁内にたまり腐食を進行させたた
めである。
ケーブル破断が橋梁の安全性にどの程度の影響を
もたらすのか把握するため、平成21年度に学識者

4．おわりに

等からなる「妙高大橋保全検討委員会」を設置し詳

今回の開通により上信越自動車道とのダブルネッ

細調査、緊急対策工を検討した。補強ケーブルの設

トワーク化の信頼性向上や、平常時・災害時の安定

置、橋梁上面の防水等の対策を実施したほか、変位

的な交通が確保できたと考える。

計等の計測機器による監視体制の強化を行い安全性
の確保を行ってきた。
平成24年度には恒久的な安全性を確保するため、
現況の妙高大橋を新橋に架け替える事業に着手した。
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開通後の新しい妙高大橋（写真左）と現橋（写真右）
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現橋は今後、撤去工事を予定しているが、安全に
配慮し工事を進めていきたい。
国土交通省 北陸地方整備局 高田河川国道事務所
ふたかわ

調査第二課 二川

さとし

哲

地区連の頁

北

陸

−富山県−

富山湾岸サイクリングコース
1．はじめに
令和３年５月31日、
「富山湾岸サイクリングコー
ス」が、国土交通省において、日本を代表するサイ
クリングコースとして国内や海外にPRする「ナショ
ナルサイクルルート」に指定された。
今回の指定は、富山湾や立山連峰をはじめとする
美しい自然環境や、多様な歴史、文化、食などの観
光資源とあわせた、サイクリング環境の整備や「富
山湾岸サイクリング」などイベントの開催など、沿
線自治体やサイクリング関係団体等と連携した、こ
れまでの取組が評価されたものと考えている。

2．富山湾岸サイクリングコースの整備
富山県では、平成26年10月、富山湾の「世界で
最も美しい湾クラブ」への加盟を契機とし、平成
27年４月に「富山湾岸サイクリングコース」を開
設した。その後、平成30年度には、石川、新潟の
両県境に延伸整備し、延長102㎞のコースになって
いる。
富山湾に浮かぶ3,000m級の立山連峰、日本海側
最大級の斜張橋「新湊大橋」と帆船海王丸、美しい
エメラルドグリーンのヒスイ海岸、自然の光と風が
織りなす蜃気楼、これらの美しい景観を楽しみなが
ら走行できる点が最大の特色である。

また、平成29年度から、より安全で快適に走行
きるよう、海岸管理用通路等を活用して、自転車歩
行者専用道を整備しており、現在、専用道区間は約
22㎞となっている。

3．ナショナルサイクルルート
ナショナルサイクルルートは、自転車活用推進計
画に基づき、サイクルツーリズムの推進のため、国
が走行環境やサポート体制等の一定の要件を満たす
ルートを対象として指定するものである。
令和元年９月に創設された制度で、「富山湾岸サ
イクリングコース」は、「トカプチ400（北海道）」
「太平洋岸自転車道（千葉県、神奈川県、静岡県、
愛知県、三重県、和歌山県）」とあわせて第２次指
定された。
県では、ナショナルサイクルルートに指定された
ことを受け、さらなる走行環境の充実を図ることと
している。具体的には、
①国のガイドラインに基づく、矢羽根型路面標示
や自転車ピクトグラムの設置
②多言語表記による分岐点誘導標識の増設 等
の整備を予定している。
1m 以上

【分岐部（予告）】 【分岐部】

10m
または
100m
４０ｍ

４０ｍ

富山湾に浮かぶ立山連峰

コースの整備については、国や富山湾沿岸の９市
町と連携して、下記の整備を進めている。
①車道の左側や自転車道にコースの目印となる青
色破線のナビゲーターライン
②コース分岐点誘導標識・路面標示
③目的地やサイクルステーションまでの距離を示
した距離標
④道の駅などへの全体案内看板

矢羽根型路面標示、自転車ピクトグラム等イメージ

4．おわりに
県内には、他にも田園風景のなかを走る「田園サ
イクリングコース」も設定しており、引き続き魅力
あるサイクリングコース整備に努めていきたい。
県公式HP https://cycling-toyama.jp

たか た

りょうた

富山県 土木部 道路課 計画係 高田 遼太

月刊建設21−10

75

地区連の頁

北

陸

−上越市−

上越市立上越体操場「ジムリーナ」建設
1．はじめに
建設地である上越市大潟区には、地域を挙げて体
操の普及に取り組んできた歴史がある。
「ジムリー
ナ」は“体操のまち上越”として、総合的な体操競技
の発展はもとより、様々な運動の基礎能力の向上に
適した体操を通して、市民の健康増進や生涯スポー
ツの充実を図るとともに、大会や合宿等の誘致拡大
による県内外との人的交流を促進させ、まちの活性
化を図ることを目的に整備した施設である。

2．「ジムリーナ」建設の概要

上越体操場「ジムリーナ」外観

１）建設スケジュール
平成27・28年度
平成29年度

4．
「東京2020オリンピック」への関わり

基本設計

令和３年７月にドイツのホストタウンとして、東

実施設計

平成30年６月～令和元年11月
令和２年１月26日
同日

建設工事

京大会に出場する男女体操チームの直前合宿を受け

開館

入れ、国際レベルの練習環境との高い評価を受けた

完成記念式典・イベント

ほか、コロナ禍を踏まえた市民との交流を行った。

２）建築概要
用途
構造・階数

体育館・観覧場
鉄骨造

地上２階

建築面積

2,896.84㎡

延べ床面積

3,812.00㎡

１階

体操場（アリーナ）40m×42m
器具庫３室・事務室
更衣室・シャワー室

２階

ランニングコース 180m
多目的室３室（一体利用可能）
会議室３室（一体利用可能）

3．施設の特色
最大の特徴はアリーナを構成させた構造で、建物
中央部に梁成6.5mのスーパーフレームによるキー

5．おわりに

ル 梁 を 架 け、 全 体 操 競 技 に 対 応 可 能 な 天 井 高 さ

工事中はオリンピック需要による職人や資材不足

14mの大空間を実現した。また、見上げる事が多

による作業の遅れが懸念されたが、受注者、監理者

い競技において、グレアを最小限に抑える為、キー

を含めたチーム「ジムリーナ」で知恵を出し合い、

ル梁付近へのLED照明器具の集中配置を行ったほ

現場での創意工夫でこの困難を乗り越えることがで

か、滑り止め用の炭酸マグネシウム粉末の飛散、新

きた。この経験を今後に繋げていきたい。

体操のリボン競技等への影響を考慮し、気流が発生
しない輻射式冷暖房設備を採用とした。
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「ジムリーナ」で直前合宿をしたドイツ体操チーム
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おさ だ

としのり

上越市 都市整備部 建築住宅課 営繕室 長田 敏典

全建 NEWS
研修委員会の開催
−研修委員会−
令和３年８月20日（金）、森戸義貴委員長（国土
交通省大臣官房技術調査課長）をはじめ委員８名の
出席のもと、第269回研修委員会がWEB会議で開
催されました。
委員会では下記の議事が審議され、すべて了承さ
れました。
⃝令和３年度建設技術講習会実施計画（案）について
・第678回建設技術講習会（大阪市）
「都市行政の課題・河川行政の課題」
・第679回建設技術講習会（岐阜市）
「工事積算

（土木・建築）
の動向とi-Construction
の取り組み」

機関誌編集委員会の開催
−機関誌編集委員会−
令和３年８月23日（月）、杉中洋一委員長（国土
交通省港湾局技術企画課長）をはじめ委員11名の
出席のもと、機関誌編集委員会がWEB会議で開催
されました。
委員会では下記の議事が審議され、すべて了承さ
れました。
⃝月刊「建設」12月号編集計画
＊特集 社会資本のストック効果
⃝月刊「建設」１月号編集計画
＊特集 公共工事の生産性の向上にむけて

令和３年度公共工事品質確保技術者
資格登録更新講習が始まります
公共工事品質確保技術者資格試験に合格し資格登
録した資格保有者は、３年毎に更新講習を受講して
資格登録更新手続きをする必要があります。

【問い合せ先】事業課 下野、高野、春日
TEL：03-3585-4546 E-mail：hinkaku@zenken.com

「令和４年 2022全建手帳」を販売しています
「令和４年 2022全建手帳」を発行します。やわ
らかな作りで手に馴染みやすく、使い易いと好評を
いただいています。令和４年版は、建設技術者にとっ
て必要な「インフラ情報」を満載し、建設技術関係
の月間や記念日、高速道路等の開通日、大きな災害
の発生日、イベント予定日などの掲載をさらに充実
させました。
【主な特徴】
・Ａ６変形判サイズで、記入スペースが広く使いや
すい大きさです。
・便利なペン差し付き大型ポケットを備えています。
・資 料編には、近代日本の主な災害、災害用伝言
ダイヤル、都道府県データ、関係機関の電話番号、
年齢早見表など、多くの資料が掲載されています。
・カ レンダーの収録期間が2021年11月１日から
2023年３月31日までと長く、新しい手帳の移行
に便利です。
・定価 770円（税込）
【問い合わせ先】 企画課 露木、小沢
TEL：03-3585-4546 E-mail：kikaku@zenken.com

出題

持駒

角

角
桂

石田

和雄

九段

〔ヒント〕
上へ逃がさない。ト
ドメの竜捨て

持駒

〔あなたの棋力は？〕
５分……………二段

なし

〔あなたの棋力は？〕
５分………………初段
（解答は80頁）

飛

先手

〔ヒント〕
白のダメヅマリを誘う筋
は？

なし

八段

後手

先

誠

北海道・東北・関東・中国
令和３年10月13日（水）～令和３年11月12日（金）
北陸・中部・近畿・四国・九州・沖縄
令和３年10月27日（水）～令和３年11月26日（金）

玉

黒

土井

更新講習受講地区と期間

金
歩

出題

この資格登録を更新するための令和３年度更新講
習につきましては、昨年度と同様にWEBを利用し
て事前に収録した動画を任意の時間に自宅や職場で
受講できる方法で実施します。
受講者には、受講２週間前までに受講案内（ログ
インの方法などを記載）、テキスト等を発送します。

10分……………初段
（解答は80頁）
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ねぇ知ってる？！日本の国土のこと

クイズにチャレンジ！
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。

問題
日本で一番温泉の少ない県はどこでしょうか？
１．埼玉県
２．長野県
３．鳥取県

担い手確保の事例が
勉強になったにゃ

４．沖縄県
※たくさんのご応募お待ちしております。
クイズの正解は次号にて発表します。
お楽しみに！！

９月号の答え

３. 国道174号
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、解答してください。なお、ご意見・ご感想・お名前等ご記入下さい。
※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

Dr.クマの
“健康のヒント”
身近なクスリと毒
全ての薬は毒であり用量が毒性を決定する、とい

にしている。数日前見かけた可憐な花の名を調べる

う言葉を残したのは中世の錬金術師で近代化学の祖

とニチニチソウだった。驚いた。これに含まれてい

といわれるパラケルススである。学生への講義で必

るアルカロイドは抗腫瘍薬ビンクリスチンの原料で

ず紹介する名言だ。よく、これは自然由来のものだ

ある。副作用が強くさじ加減が必要な薬であり、当

から安心ですなどという表現を聞くが、自然由来の

然この花も毒性が強い。ニラと間違えて水仙の葉を

毒物の方が合成されたものの毒性より強いことが多

食べて中毒になる例が報道されることも多いが、イ

い。たとえば致死量で比べるとフグ毒は青酸カリの

ヌサフランも葉はギョウジャニンニクと、球根は

1000倍、サリンの40倍強い。自然界には毒性があ

ニンニクと間違えられることがある。これには痛風

る動植物が多く、その中から先人達は薬として使え

発作に使うコルヒチンが含まれており、量によって

るものを発見し、試行錯誤の後に適切な使用法を見

は死に至ることもある。自然の恵みはとてもありが

2いだしてきた。私はコロナ流行の自粛生活の中で、
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たいものだが、さじ加減がとても難しいと感じるの

自然の中での散歩を楽しみにしており、目についた

である。

植物や生物の写真を撮り、あとで名前を調べること
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北里大学医学部 教授

熊谷 雄治

会員だより

「会計検査情報」を毎回興味深く拝読しています。７月号に掲載されていた
河床の吸出しのメカニズムは、喫緊の課題になっている橋の維持管理・補修
にも応用出来る内容で、
自分の職務とマッチしていて大変参考になりました。

吉田大展（各務原市勤務、37）

７月号の「表紙」は、全国有数の急流河川の常願寺川で貯砂や
土砂の調節を行う本宮堰堤と副堰堤群でした。とても美しい自
然風景の写真となっており、心が癒されます。

匿名希望（市町村勤務、47）
７月号の「特集」は「インフラの魅力が伝わる広報へ」でした。
一般の方に公共事業を理解していただくにはPRが重要ですが、
どんな内容をどう伝えればいいのかは非常に難しいと思いま
す。７月号ではそれぞれの地域で取り組んでいる先進的な事例
が紹介されていて参考になりました。

匿名希望（都道府県勤務、54）
７月号の「特集」の「音が伝える！ひとが伝える！下水道の魅
力」は、下水道のイメージをポジティブに受け止めてもらえる
ような取組で非常に良いと思いました。当市でも参考に取り
組んでいけたらと思います。
匿名希望（市町村勤務、30）
７月号の「特集」の「ドローン撮影動画等を映像素材として提
供することとした報道案内」を読みました。これまでの行政の
広報では映像を録画・編集しマスコミに提供していましたが、
この事例ではドローンを使ってリアルタイムの映像を提供する
とともに、その提供の仕方が工夫されており、画期的な広報手
法だと思いました。
匿名希望（元地方整備局勤務、63）
７月号の「諸外国のインフラ情報」の「米国におけるインフラ
投資について」が興味深かったです。世界の主要国のインフラ
投資と財政事情に関して、直近の状況や近年の動向、歴史も踏
まえた記事を楽しみにしています。

匿名希望（地方整備局勤務、30）
連載されている「基礎から学ぶインフラ講座」の７月号は街路
事業でした。初歩から解説されており、改めて街路について学
ぶことができました。
匿名希望（都道府県勤務、46）
７月号の「寄稿」の「迅速な災害復旧に向けて」では、令和２
年７月豪雨等を受けて策定された「国土交通省直轄事業におけ
る災害発生時の入札・契約等に関する対応マニュアル」や「災
害復旧の入札契約方式適用ガイドライン」の改定の要点がわか
りやすく解説されており、地方自治体にも大変参考となる内容
でした。
匿名希望（都道府県勤務、46）
７月号の「新技術レポート」の「山間部での小規模土工におけ
るICT活用」を読みました。当県においても、山間部の小規模
工事におけるICT技術の活用が課題になっています。当記事は
施工者がICT施工に主体的に取り組んだ内容が具体的に紹介さ
れており、とても興味深く読ませていただきました。

川口滑也（奈良県勤務、54）

７月号の「建設技術者のためのこの１冊」で紹介されていた「大
暴落ガラ」を読みました。人は目の前に危機が現れないと、な
かなか現実のものとして受け止めることは難しい。そのような
人の心理を丁寧に描いている作品だと感じました。

匿名希望（市町村勤務、58）
８月号の「特集」は「令和２年度表彰」でした。全国の技術者
が熱意を持って様々な困難を乗り越え、創意工夫を行い、日本
の国土のために様々な事業を完成させていることに頼もしさを
感じました。私もいつか受賞できるように日々努力していきた
いと思います。
匿名希望（地方整備局勤務、41）
全建賞を受賞された方々、本当におめでとうございます。受賞
された事業それぞれに評価されるべきポイントが文中に示され
ており、いちいち納得させられました。インフラの整備、復旧
工事などのハード事業だけでなく、安全・安心、広報活動など
も受賞されており、多様性が必要とされている現代において、
懐の広い審査が行われていると感じました。

匿名希望（市町村勤務、52）
８月号の大石会長の「上徳不徳」では、自国通貨建ての国債発
行の国が財政破綻したことは世界的にも歴史的にも一例もない
ことなどが書かれていました。建設国債の意義と社会資本整備
を担う者としての責務を改めて自覚しました。通常のニュース
では示されない見解であり、とても参考になります。

匿名希望（都道府県勤務、56）
「技術資格試験合格体験記」は、試験の傾向と対策だけでなく、
苦しみながらなんとか資格を取得した達成感、自分の成長と自
信に繋がったことなどが書かれていて、これから技術資格の取
得を目指す会員にとって励みになると思います。

匿名希望（元都道府県勤務、60）
賠償責任保険には加入した方が良いと勧められていましたが、
どのような場合に該当しうるのかを理解していませんでした。
連載されている「公務員技術者の訴訟リスク」では、想定され
る事例などがわかりやすく解説されていると思います。

匿名希望（地方整備局勤務、43）
新人や若手職員への研修講師を行う機会が増えており、話す内
容に困ることがあります。「事例から学ぶ現場力の向上」は内
容もシンプルで分かり易く、解説図もあるため、研修ネタを考
える際に大変参考になります。匿名希望（都道府県勤務、39）
定年退職し、関連会社で第二の人生を送ることになった60歳
の新入社員です。全建会員を継続し、月刊「建設」を楽しく読
ませていただきながら、会員のためになる情報や面白いネタな
どあれば投稿していきたいと思います。

匿名希望（元高速道路会社勤務、60）
現在、私は管理職の立場ですが、月刊「建設」には、大石会長
の「上徳不徳」や日本大学の木下教授による「諸外国のインフ
ラ情報」等が掲載されていて、今後の政策を考えるうえで非常
に参考になります。引き続きこうした新たな視点を与えてくれ
る記事を期待しています。
武藤真（東京都勤務、48）

「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
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詰碁解答

詰将棋解答

（問題は77頁）

〈正解〉

〈正解〉
3 2 4
5
1

４一角成 ４三玉 ３二馬 同玉 ５二飛成
２三玉 １二竜 １四玉 ３五角成までの九
手詰め。

まず黒１の眼持ちが大切
です。以下白４まで白を
ダメヅマリに導き、黒５
で仕上げます。

〈解説〉

４一角成から ３二馬とあくまで上部脱出は
防ぐ。 ５二飛成は手順ですが ２三玉で一見
逃がしたように見えます。が、次の １二竜が
絶妙の好手でトドメを刺します。 １三同玉は
２二角成。 １四玉に ３五角成がピッタリ
で解決。

〈失敗〉
2 3 1
4

一般社団法人
全日本建設技術協会
令和３年度理事・監事等構成
会

長

大石 久和

副 会 長

後藤 敏行
小川 富由
小原 恒平
神山
守

理

西植
安田
藤井
髙吉
小林
永澤
金子
細島
牧野
棚橋
津坂
西出
有路
木村
植村
野田

事

博
吾郎
元生
晋吾
秀晃
親兼
勉
譲
裕之
元
英司
俊亮
稔
圭策
公彦
主馬

専務理事

泊

常務理事

西成 秀幸

監

加藤 利弘
花井 徹夫

事

宏

（問題は77頁）

黒１のオサエでは、白２、
４と運ばれ、簡単に黒死
です。

編集後記
建設業の担い手の確保は喫緊の課題であり、週休２日工事の拡大、工期の平準化、市場価格
を反映した積算等の対応にご苦労されている読者も多いと思います。
今月号の特集は「公共工事の品質確保に向けた取組み～担い手確保の推進に向けて～」です。
「巻頭言」の執筆を東京大学大学院の小澤一雅特任教授にお願いしました。
この中で、マズローの「欲求５段階説」等に触れつつ、次の趣旨のことが述べられています。
建設業の「働き方改革」で取り組まれている長時間労働の是正や給与等の処遇改善は、不満要
因を減らすもので、マズローの低次欲求に関するものである。一方で、仕事上の満足感は達成・
責任・仕事内容・承認を通じて得られ、これらは高次欲求に関するものである。あらゆる産業
が担い手確保を求めている。「働き方」の改革だけでなく、
「働きがい」の改革につなげていく
ことが必要である。
さて、ここで述べられているようなことは、全建会員自らの職場にも通じることではないで
しょうか。長年にわたる定員削減。頻発・激甚化する災害、老朽化する施設の増加、事業実施
や発注のための手続き。限られた人員で多くの業務に対処しなければなりません。
「残業を減らそう」
「便利なシステムやツールを導入しよう」といった対策が進められている
と思います。これらは行政機関における「働き方」の改革です。しかし、「自分の仕事ぶりが
認められている」「自分の技術力が社会の発展や地域の安全の役に立っている」という気持ち
を持つことが「働きがい」の向上につながっていきます。
会員の皆様の「働きがい」向上の力となることが、全建本部の「働きがい」となるよう、努
力してまいりたいと思います。
（本部事務局）
月刊「建設」編集委員─ ────────────────────────────────
委 員 長 杉中 洋一

委

副委員長 野坂 周子
菅原 寛明
高原 	洋介
大坪 祐紀
森田 裕介
松岡 佳秀
伊藤 直樹

広告掲載に関するお問合せ先
一般社団法人 全日本建設技術協会 事業課 機関誌編集担当
TEL 03（3585）4546・FAX 03（3586）6640 E-mail：kensetsu@zenken.com

員 藤井
増田
里内
大利
板倉
松井
道谷
猿澤
石川

佳人
達
俊介
泰文
舞
大生
健太郎
宗一郎
勝浩

委
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洸太
允宣
秀樹
彩
功介
昌孝
収
健
晴文

（令和３年10月１日現在）

※本誌の内容の全部または一部について、法律で認められた場合を
除き、無断で転載・複写等することを禁じます。

第65巻 第10号
発 行 一般社団法人 全日本建設技術協会
〒107‐0052 東京都港区赤坂３‐21‐13 キーストーン赤坂ビル７階
TEL：03（3585）4546 FAX：03（3586）6640
URL：http://www. zenken. com/
印 刷 大盛印刷株式会社
TEL：03（3971）1246
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員 山本
中村
秋山
南
河合
吉川
永野
桑嶋
三輪

（発行数59,700部）

インフラ情報満載！

令和４年
2022 全建手帳
本手帳は、建設技術者にとって必要な「インフラ情報」が満載です。
柔らかな作りで手に馴染みやすい全建手帳を今年もお使い下さい。

形

式 ： Ａ６変形判 縦 145mm 横 90mm、
厚さ 10 mm 程度 別冊アドレス帳付き
定
価 ： ７７０円（税込み）
送 本 料 ： 1 冊１００円（税込み）
ただし、地方協会取りまとめの場合、又は、２冊以上まとめて
ご注文いただいた場合は本部負担。
発
行 ： 令和３年８月末（９月上旬よりお届け）

東京地下鉄路線図▼
▼資料編近代日本の主な災害

インフラ情報

イベント等情報

＜月曜日はじまり、見開き週間予定表＞

▲月間予定表
ペン刺し付き大型ポケット▲
▲週間予定表
＜主な特徴＞
・カレンダーには、建設技術関係の月間、週間、記念日（トンネルの開通日、架橋記念日、大きな
災害の日等）の「インフラ情報」を掲載、また、地域のお祭り、イベント予定日等が数多く掲載
・手帳の用紙は裏抜けしにくい薄黄色
・カレンダーの収録期間が長いので、新しい手帳への移行時に便利。（2021 年 11 月～2023 年３月）
・資料編には近代日本の主な災害、災害用伝言ダイヤル、都道府県データ、関係機関の電話番号、
年号・西暦・年齢早見表等々を記載
・別冊アドレス帳／しおり２本付き
・資料編を見やすい２色化へ

お問い
合わせ

インフラ情報！

（一社）全日本建設技術協会 企画課
URL

http://www.zenken.com/ EMAIL kikaku@zenken.com

TEL０３-３５８５-４５４６ FAX０３-３５８６-６６４０

