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表紙
写真

現地で鬼怒川の緊急復旧工法を検討する関東地方整備局職員

平成27年９月関東・東北豪雨による鬼怒川の堤防決壊後、現地
対策本部が設置されて、施工管理、マスコミ対応、地元対応等を
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11

担い、氾濫した水の排水を行うとともに、延長約200mにわたり
決壊した堤防の緊急復旧工事を2週間で完了しました（本号P30
～33「堤防決壊時の初動対応」より）。
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巻頭言
次代につながる
「安全で安心な県土づくり」を目指して

1．はじめに
本県は、太平洋を望む九州南東部に位置し、緑
豊かな山々や美しい海岸線などに代表される優れ

けた道路ネットワークの機能強化を推進していく
こととしております。
２）重要港湾の整備

た自然環境に恵まれておりますが、毎年のように

本県の三つの重要港湾（細島港、宮崎港、油津

浸水被害や土砂災害に見舞われる全国有数の豪雨

港）は、地域の産業や経済を支え、企業立地や雇

地帯でもあります。加えて、頻発化、激甚化する

用創出に寄与する物流・人流の拠点であり、細島

自然災害や南海トラフ地震による甚大な被害が想

港においては、国際物流ターミナル整備事業とし

定されており、県民の安全で安心な暮らしを確保

て、原木の輸出に対応する水深10mの岸壁整備を、

するための防災・減災対策への取組は、他の都道

宮崎港においては、フェリーの大型化に対応した

府県と同様に、本県が抱える喫緊の課題となって

施設整備を行っており、それぞれの地域の特性に

います。

応じた港湾整備を進めています。

今回は、こうした課題を背景に、本県が進めて

また、これらの港湾は、災害時における防災拠

いる社会資本の整備を中心とした国土強靱化の取

点（救援物資等の備蓄拠点又は集積拠点）として

組についてご紹介します。

も位置づけられており、その機能を十分に発揮で

2．安全で安心な県土づくり
１）交通・物流ネットワークの整備
本県では昨年度、九州中央自動車道「蘇陽〜五ヶ

きるよう、防波堤の構造強化（粘り強い構造化）
や、地震に備えた岸壁改良などの整備を推進して
います。
３）河川の整備

瀬東」間や、東九州自動車道の新富スマートイン

全国有数の豪雨地帯である本県では、平成17

ターチェンジ（仮称）の新規事業化が決定される

年台風14号による大水害が県内全域に大きな被

など、交通インフラ整備が着実に進展しております。

害をもたらすなど、過去に多くの洪水被害が発生

また、本年６月には、本県の実情や将来像を踏

しています。このため、市街地などの緊急度の高

まえ、概ね20〜30年間の中長期的な観点から、
「九

い河川から整備を進めるとともに、中山間地域に

州の一体的発展に向けた広域的活動の連携を支援

おいては浸水被害対策の早期完了を図るため、宅

する道づくり」や「防災・減災、国土強靱化に向

地嵩上げや輪中堤による水防災事業を実施してい

けた道づくり」を基本方針とし、広域的な道路交

ます。また、流域に関わる国や市町村、地域住民

通の今後の方向性を定めた「宮崎県新広域道路交

等のあらゆる関係者が協働し、流域全体でハード・

通計画」を策定しました。

ソフト一体となった対策に取り組む「流域治水」

本計画により、高規格道路６路線、一般広域道
路７路線、構想路線６路線の計19路線を新たな
広域道路ネットワークとして位置づけ、平常時・

2

災害時を問わない物流・人流の確保・活性化に向

月刊建設21−11

を推進しています。
４）土砂災害対策
本県は、総面積の76％が林野で占められ、急

こ う の

宮崎県知事

河 野

しゅん

じ

俊 嗣

峻な地形が多く、シラス等の特殊土壌が県土を

した。本庁舎の整備にあたっては、免震構造の採

覆っているため、災害の発生しやすい地形となっ

用により高い耐震性能を備え、最大14日間の連

ています。また、年間降水量は約2,500㎜と多く、

続運転が可能な非常用発電機を設置したほか、国

台風などの集中豪雨のたびに土砂災害が発生して

や自衛隊等関係機関の活動スペースやヘリポート

います。

も整備するなど、災害応急対策活動の場を確保し、

こうした土砂災害から県民の生命、財産を守る
ため、避難場所などの地域防災計画上の重要な施
設がある地区において重点的に砂防関係施設の整
備を推進するとともに、土砂災害警戒区域の指定

大規模地震等においても継続的に活動することが
可能となりました。

3．おわりに

及び公表といった防災情報の提供や防災知識の普

これらのインフラ整備によって、本県の防災力

及など、ハード・ソフト両面から土砂災害防止対

の強化や物流機能の充実などの様々な効果が発揮

策を進めています。

されつつあるところですが、頻発化、激甚化する

５）地震・津波対策

自然災害や、南海トラフ地震への対応など社会資

南海トラフにおける地震（M ８以上）は、今
後30年以内に70〜80%程度と高い確率で発生し、

本の整備は道半ばであります。
今後とも、次代につながる「安全で安心な県土

最大死者数が１万５千人と予測されるなど、本県

づくり」を目指して、各種政策を進めてまいります。

にとって大きな脅威であり、地震・津波対策は喫

最後になりますが、来年１月には本県において、

緊の課題です。このため、河川・海岸において比

全日本建設技術協会の建設技術講習会・現場研修

較的発生頻度の高い津波（レベル１津波）を想定

会が開催されます。現場研修では、「東九州自動

した堤防の嵩上げや液状化対策等に取り組んでい

車道（芳ノ元トンネル）」「宮崎県総合運動公園津

ます。

波避難施設整備工事」「宮崎西インターチェンジ

また、重要港湾においては、前述のとおり防波

周辺防災支援拠点整備事業」の現場視察を予定し

堤の構造強化や岸壁の改良を行うとともに、津波

ております。また、令和２年度には、中心市街地

避難高台や避難階段・広場などの津波避難施設の

の活性化や観光・物産振興への寄与が期待される

設置にも取り組んでいます。さらには、住宅の耐

新たなにぎわいの拠点として、宮崎駅西口に大型

震対策として、耐震診断や、その改修工事の補助

商業施設や駅前広場が整備されており、本講習会

を市町村等に対して行うなど、地震・津波から県

へご参加の際には、是非お立ち寄りいただければ

民を守る取組を進めております。

幸いです。新型コロナウイルス感染症への感染防

６）新たな防災拠点の整備

止対策を徹底し、皆様のご来県をお待ちしており

令和２年度には本県の新たな防災拠点として、

ます。

大規模災害時などに県民の命と財産を守る司令塔
の役割を担う「宮崎県防災拠点庁舎」が完成しま
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巻頭言
インフラツーリズムが獲得するもの

土木と観光の接続
社会のあらゆる場面で価値観の多様化が進み、
さまざまな領域で情報化が加速し、さらに感染症
のリスクが突きつけられる中で、観光業は大きな

は、社会とともに揺らぐ土木のイメージの変化が
根底にあることを意識しておきたい。

土木のイメージの変遷

変革を余儀なくされている。すでに団体行動中心

私は大学で「デザイン」を学んだが、土木に関

のパック旅行を前提としたビジネスモデルは立ち

する知識はほとんど無い状態だった。それにもか

ゆかなくなり、個人客を中心とする新しい観光の

かわらず、縁があって卒業後に土木の世界へ飛び

ありようが模索され続け、体験型・交流型の要素

込んだ。そして早々に、「これほど社会的意義が

を取り入れたテーマ性が強い旅行形態に注目が集

ある仕事なのに、なぜ社会から疎まれているのだ

まっている。そして最近、橋やダムなどのインフ

ろうか」という疑問が生じた。そして、10年近

ラ施設が絡む観光に、あらためて「インフラツー

く携わった設計業務を通じて、土木側の慢性的な

リズム」という概念が与えられ、旅行メニューの

コミュニケーション不全が根底にあるのでは、と

ひとつとして成立しはじめた。

いう考えに至った。

そもそもインフラ施設は、重力・水圧・熱応力

戦後復興から高度経済成長を経てインフラ整備

などの物理現象に向き合う技術に基づきながら、

は急拡大し、人々の期待は「安全」から「安心」、

地理・地形・気候などの環境条件に起因する地域

さらに「快適」へとシフトしていった。その流れ

特有の課題に個別に対応してつくられている。さ

の中で、労働問題、環境問題、汚職問題などに関

らに、時代背景、経済環境、地域社会などの影響

わりつつ、バブル経済の崩壊とともに建設投資額

も反映されている。その結果、圧倒的なスケール

が減少に転じた。そのためインフラのリアリティ

感やリアリティー、機能性や経済性優先のダイナ

が感じられにくくなり、心理的距離が生じ、負の

ミックな造形、大胆さと織密さの混在などの魅力

イメージが増大していったのだろう。その一方で、

が表出してくる。つまりインフラの景観は、逆に

土木業界の大部分は社会との距離感やその変化に

遡っていくことで地域の成り立ちを深く知ること

興味を持てないほど、内向きの姿勢になったのか

ができるばかりか、観光行動の出発点となる感動

もしれない。

体験や面白さを十分に備えているコンテンツにな
るのだ。

4

うにも見える。このドラマチックな展開の背景に

そんなことを考えながら、私は土木業界から
いったん身を引いた。しかし、土木がつくり出す

インフラツーリズムの登場は、これまで「見ら

景観には以前にも増して魅力を強く感じるように

れる」ことをあまり意識してこなかった土木の世

なり、趣味的なスタンスでインフラ施設を眺めて

界に、突如として新たな価値観がもたらされたよ

いた。すると、ダム、水門、ジャンクション、鉄

月刊建設21−11

はち

千葉工業大学 創造工学部 デザイン科学科 教授

ま

八 馬

さとし

智

塔、工場などを対象に、感動体験や面白さを見出

山陽小野田にて2006年より実施されている産業

しながら「鑑賞」し、その情報を他者と共有しよ

観光プログラムの「大人の社会科見学（CSRツー

うとする人が少なくないことを知るに至った。そ

リズム）
」や、土砂災害が多い北安曇郡小谷村に

の動きは、2000年代の後半から数多くの写真集

て2012年より実施されている「土木アート砂防

が出版され、各種メディアに取り上げられるなど

ダムめぐり」などは、先駆的でありつつも、現在

の形で世間に知られるようになった。

に至る永続性を備えている。そこには参加者それ

それと同時に、かつての過剰な公共事業批判へ

ぞれの知的好奇心を満たすコンセプト、対象を狭

の反省や本質を見極めようとする冷静な観点、さ

く深く掘り下げるコンテンツの磨き方、客層を適

らには、多発する自然災害が浮き彫りにしたイン

切に絞り込む設定の仕方など、多くのヒントが含

フラの基本的な役割への認知などが重なり、社会

まれている。

における土木のイメージが徐々に好転してきたと
考えられる。

過去に私がコーディネートしたツアー企画では、
このような先行事例のエッセンスを参考にしてき

このことは土木業界にとって、社会とのコミュ

た。具体的には、対象の特徴を愚直に見つめ直し

ニケーションを適切に図る大きなチャンスと言え

て参加者の興味を刺激するポイントを絞り込むこ

る。これらの事象がインフラツーリズムの素地を

と、その企画がなにをもたらすのかの目標設定を

形成してきたと捉えられる。

明確にして広く浅い思考に陥らないようにするこ

健全なコミュニケーションの好機に

と、参加者が楽しむよりも前に関係者同士が「面
白がる」ことなどを目指してきた。

現在のインフラツーリズムに至るひとつのきっ

振り返ってみると、インフラツーリズムを実践

かけは、国土交通省東京国道事務所が2003年か

することは、インフラ施設とエンドユーザーたる

ら３年間実施した、エンターテイメントを交えな

ツアー参加者との間に「信頼」をつくる行為に他

がら日比谷共同溝の工事現場を一般公開した「東

ならないのかもしれない。だとすれば、やがて土

京ジオサイトプロジェクト」であろう。この一連

木と社会を健全な関係に導く有効なコミュニケー

の見学会は、社会の中に隠されたインフラ建設の

ションツールのひとつになるだろう。そして、永

現場を知りたいという需要が確実にあることをい

続的に取り組むこと自体が、これからの土木に

ち早く示した事例と言える。また、宇部・美祢・

とっての価値を生み出すだろう。

【著者紹介】 八馬 智（はちま さとし）
1969年千葉県生まれ。千葉大学工学部工業意匠学科卒業。同大学院修了。株式会社ドーコンに勤務したのち、千葉大学を経て、千葉
工業大学へ。2017年より現職。専門は景観デザインや産業観光など。都市鑑賞者として、さまざまな形で土木の魅力を伝える活動を
している。工学博士。著書『ヨーロッパのドボクを見に行こう』（自由国民社）ほか。
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特集

地域活性化の推進
～観光資源の魅力を極める～

近年、わが国では、地方から都市への人口流入が長年に
わたって進み、地方の過疎化が進んでいます。今後も高齢
化や人口減少により、地域がさらに衰退すると考えられて
おり、これまでも様々な地域活性化策が採られてきました。
観光は、雇用機会の増大等による国民経済の発展への寄与、
国や地域を越えた交流による相互理解の増進といった意義
を有しており、少子高齢化・人口減少が進んでいる状況の
もとでで、地域活性化にとって重要な産業です。
観光地を中心としたインフラ整備は、観光地を魅力的にし、
観光地へのアクセスを向上させるなど、地域の活性化に重
要な役割を果たしています。また、インフラは日常の生活
や経済活動を支えているだけではなく、それ自体が観光資
源として活用できる地域固有の財産であり、それらの特性
を活かし、普段触れることのできないインフラの内部や工
事中の風景などを見学する「インフラツーリズム」が各地
で実施されています。
今号の特集では総論として、
「インフラツーリズムによる
地域活性化の取組」について概説し、各論として良好なイ
ンフラ整備によって地域活性化につながった事例等につい
て紹介します。
特集担当：松岡 佳秀
国土交通省 住宅局 住宅総合整備課 課長補佐
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特集 地域活性化の推進〜観光資源の魅力を極める〜

インフラツーリズムによる地域活性化の取組
〜『インフラツーリズム魅力倍増プロジェクト』モデル地区を例に〜
くぼ た

しょう た ろう

窪田 上太郎＊
インフラ施設を観光資源として活用するインフラツーリズムでは、普段体験できない圧倒的な「スケー
ル感」や今しか見ることができない「非日常」を楽しむことができる。国土交通省では、
「インフラツー
リズム魅力倍増プロジェクト」を立ち上げ、インフラの付加価値を高めて周辺地域と連携し地域活性化を
図るインフラツーリズムの取組を推進している。

1．はじめに

１）インフラツーリズム拡大の手引き－試行版－

インフラは、私たちの生活に密着した存在であり、

懇談会における議論を踏まえ、インフラツーリズ

地域の経済活動を支えるうえで不可欠な基盤である。

ムを推進している先進事例からインフラの魅力を引

自然災害の多い日本で安全で豊かな暮らしを生み出

き出す工夫を学び、その工夫点を「インフラツーリ

すため、これまで、それぞれの地域・土地の特性に

ズム拡大の手引き－試行版－」として、2019年３

合わせてインフラ整備が進められ、様々な技術が活

月に取りまとめ、HP上で公開している（図－１）。

用されてきた。そうしたインフラが持つ機能美や存

手引きでは、従来、土木広報として行われてきた

在感には根強いファンが存在しており、施設本来の

インフラの見学会にどのように“＋αの付加価値”を

用途以外の役割として、近年では、インフラ施設そ

付け加え、インフラツーリズムとして持続的に展開

のものを観光資源として活用する「インフラツーリ

していくかのポイントを「勘所」として整理してい

ズム」が注目されている。また、各地でインフラ施

る。なお、この手引きは、後述する「インフラツー

設を観光資源として活用し地域活性化を図る取組も

リズム魅力倍増プロジェクト」などの取組を踏まえ

進んでいる。

て、より実用性の高いものとするために、2021年

本稿では、国土交通省で取り組んでいるインフラ

度末に改訂を行う予定である。

ツーリズムについて、これまでの取組と今後の新た
な展開・拡大に向けた取組を、各地で実施されてい
る具体的なインフラツーリズムの事例を交えて紹介
する。

2．新たな展開・拡大に向けた取組
国土交通省では2018年11月に「インフラツーリ
ズム有識者懇談会（以下、懇談会）」を設置して、イン
フラを観光資源として活用するためにその付加価値
を高め、周辺地域や民間企業等と連携した新たな段

手引きQRコード

階に育て、インフラツーリズムを展開するために必
要な方策について、幅広く議論を行っている。
＊前国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課 観光事業調整係長
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図－１

インフラツーリズム拡大の手引き－試行版－

２）インフラツーリズム魅力倍増プロジェクト
懇談会は、インフラツーリズムの今後のより一層
の拡大を目指すプロジェクトとして、2019年７月
に「インフラツーリズム魅力倍増プロジェクト」を
立ち上げた。本プロジェクトでは、懇談会での議論

な る こ

①鳴子ダム 【宮城県大崎市】
・日本人の技術者により造られた日本
初のアーチダムで選奨土木遺産
・周辺には温泉、名勝、史跡等があり、
農業遺産である大崎耕土も含めた流
域連携モデル

を踏まえて全国のインフラ施設からモデル地区を選
や ん ば

定し、各地区におけるインフラツーリズムの取組を

②八ッ場ダム 【群馬県吾妻郡長野原町】

推進し、そこで得られた知見を全国の他のインフラ

・建設中ダムでの多彩な見学ツアー（や
んばツアーズ）を開催
・建設段階から管理段階への移行モデ
ル

施設へ展開していくことを目的とした社会実験を実
施している。モデル地区は、2019年に５地区（鳴
子ダム、八ッ場ダム、天ヶ瀬ダム、来島海峡大橋、
鶴田ダム）
、2020年に２地区（白鳥大橋、日下川新
規放水路）を選定した。図－２は、各モデル地区の
概要を示している。
３）モデル地区での取組

あ ま が せ

③天ヶ瀬ダム 【京都府宇治市】
・宇治市街地に近接
・立地を活かし、ＤＭＯと連携したツアー
造成、淀川水系支流の高山ダムとの
組み合わせなど広域連携モデル

モデル地区においては、持続的なインフラツーリ
ズムの実現に向けて、各地域で主体的に様々な取組
を進めている。
具体的には、各地区において現地協議会を立ち上
げ、国や地方自治体に加えて地元の観光協会、民間
事業者等、様々な関係者を交えてインフラツーリズ

くるしま

④来島海峡大橋 他 【愛媛県今治市】
・しまなみ海道上の世界初の三連吊り
橋であり、塔頂体験ツアーを開催
・先行実施している明石海峡大橋のノウ
ハウも取り入れ、長大橋のモデル

ムに関する議論を行っている。現地協議会では、イン
フラツーリズムのターゲット層の設定や、販売を目
指すコンテンツの造成を行い、インフラ施設を周辺
地域と併せて観光資源と発展させるための検討、さ
らに、造成したコンテンツに対して、専門家や一般
消費者から意見をもらうためのツアー（ファムツ
アー及びモニターツアー）を実施し、ツアーの魅力
度の検証、改善点の把握を行っている。こうしたツ
アーの実施にあたっては、社会実験後においても地
域で持続可能なインフラツーリズムの運営体制を確
保していくために、実際の予約の手配やプロモー
ション手法、収支計画等も含めて検討を行っている。
また、持続可能なインフラツーリズムの運営体制
の構築において重要であるのが、施設を案内するガ

つ る た

⑤鶴田ダム 【鹿児島県薩摩郡さつま町】
・九州最大の重力式コンクリートダムで
水位低下時には明治期の発電所遺
構が出現
・霧島連山や桜島等の広域周遊モデ
ル

はくちょう

⑥白鳥大橋【北海道室蘭市】

・１９９８年に完成した東日本最大の吊
り橋で、寒冷地における国管理の長
大橋
・令和 年 月 日開業の民族共生象
徴空間「ウポポイ」や登別温泉、クル
ーズが人気を集める室蘭港等との地
域連携周遊モデル
くさかがわ

⑦日下川新規放水路【高知県高岡郡日高村】

への負担を減らすことが重要となってくる。そのた

・日本最長級（ ㎞）かつ高度な技術を
必要とする水路トンネルを現在工事中
・仁淀ブルー等の観光資源との連携を進
めるとともに、工事現場の見学を通して
、放水路、調整池等のインフラ施設と水
害の関わり、歴史を紹介・学習する工事
段階から管理段階への移行モデル。

め、各地域において、ガイドを育成できる体制構築

図−２

イドの確保である。通常の現場見学会では、施設職
員がガイドを務めることが多いが、土日祝日のツ
アー実施等、持続的なツアー運営を考えると、職員

各モデル地区の概要
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が必要であり、各モデル地区では、ガイド育成のた

オープントップバス

入 来麓武家屋敷群

めの研修やガイドマニュアルの作成にも取り組んで
いる。
ここからは、昨年度モデル地区にて実施したモニ
ターツアーの事例を紹介する。
＜鳴子ダム（図－３）＞

曽木の滝

鳴 子 ダ ム（ 宮 城 県 大 崎 市 ） で は、 令 和 ２ 年
10〜11月にモニターツアーを実施した。モニター
ツアーでは、ダムとその周辺観光資源を組み合わ
せて、異なるターゲットを取り込むために、個人
向けの高単価タクシープランと団体向けのバスツ

国立天 文台VERA

アーの２つを実施した。個人向けの高単価タク
シープランでは、ダム湖をパトロール船で遊覧し
紅葉を楽しんだり、ダム管理所長によるダム内部
案内、インクライン（ケーブルカーの一種）の乗
車体験ができるコースを、団体バスツアーでは、
日帰りで参加でき、ダム見学の他に道の駅等を周
遊するコースを設定した。
観光タクシープラン

点検放流状況

図－４
主塔登頂クルーズ

ゲート説明

鶴田ダムでのモニターツアー
アンカレイジ見学

団体バスツアー
地獄谷

ダム管理所での説明
パトロール船

試験放流見学

インクライン

図－５

白鳥大橋でのモニターツアー（案）

４）インフラタイプ別の拡大方策
インフラ施設によって、インフラツーリズムを取
図－３

鳴子ダムでのモニターツアー

＜鶴田ダム（図－４）＞
鶴田ダム（鹿児島県薩摩郡さつま町）では、ダム

10

り巻く環境は様々である。インフラの種別だけでは
なく、施設の立地や周辺観光資源の有無、地域の戦
略など、様々な要素を考慮する必要がある。そこで、

とダム周辺の観光資源（武家屋敷群、国立天文台

懇談会では、各地区の取組をインフラツアーとして

等）とを組み合わせたモニターツアーを、令和２

一括りにするのではなく、周辺環境等を考慮し、目

年11月に実施した。参加者からは、
「普段見るこ

指すべき姿を明らかにした上でタイプ分けを行い、

とができない体験だった」
「鶴田ダムの目的を理

実現性等を評価して取組を進めていくための検討を

解することができた」等、好評な結果が得られた。

行っている。タイプ分けは、インフラツーリズムの

＜白鳥大橋（図－５）＞

先進事例やモデル地区での取組を踏まえて、コン

白鳥大橋（北海道室蘭市）では、白鳥大橋の主

テンツの有料・無料、目的、手法の違いにより『収

塔登頂クルーズと橋のアンカレイジ（吊橋のメ

益型』『普及啓発型』『施設一般開放型』の３つに区

インケーブルを固定させる部分）見学、
「鉄のま

分し、
『収益型』については、
施設単独で観光コンテン

ち」室蘭の歴史を巡るモニターツアー等を企画し、

ツとして成立させる「単独モデル」と周辺観光資源

今後のツアー実施に向けて検討を進めている。

と連携して成立させる「地域連携モデル」に細別した。
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有料
収益型

無料

インフ ラが地域の観光コ ンテンツ の一部
として機能し、地域への観光経済波及に
貢献している取組

単独モデル

地域連携モデル

インフ ラ独自の体験コ ン
テンツや見学会が運営
される ことによって収益
を生み出している取組

インフ ラが地域の観光コ ン
テンツの一部として周辺観
光資源と連携す ることで収
益を生み出している取組

普及啓発型

施設一般開放型

ハード・ソフトの整備に
より、インフラ の意義や
価値を理解するための
機会を無利益で提供し
ている 取組

気軽に立ち寄ってイン
フラを見学したり併設し
たスペー スで一息つい
たりできる環境を整備し、
開放する取組

※補足：これら分類型は現在様々な形で「インフラツーリズム」として行われている取組を調査し、分析して立てた仮説である。
図－６

インフラタプ別の拡大方策

分類型の概要

図－６は、各分類型の概要を示している。
インフラツーリズムに取り組むうえでは、インフ
ラ施設単独または周辺観光資源との連携による『収
益型』の可能性を模索しつつ、地域の状況等に応じ
て『普及啓発型』
『施設一般開放型』を含めたタイ
プを各取組について分類し拡大方策を検討していく
ことが必要と考える。
なお、これら分類型は、現在様々な形で「インフ
ラツーリズム」として行われている取組を調査し、
分析して立てた仮説であり、取組の進捗等を鑑みて、
必要に応じてタイプは柔軟に再設定を行うことが必

図－７

インフラツーリズムポータルサイト

要である。

（https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/infratourism/）

3．インフラツーリズムポータルサイト

ツーリズムは、地域の地理や歴史、文化と寄り添っ

国土交通省では、上述したモデル地区での取組に

てきたインフラの価値を見直す機会となるだけでな

加えて、
インフラ施設・ツアーの魅力をより広く知っ

く、地域全体の活性化につながるものである。昨今、

てもらうために、2016年１月に、全国のインフラ

新型コロナウイルス感染症の拡大が、観光業界へ大

施設やツアー情報をまとめたインフラツーリズム

きな影響を与えているが、インフラツーリズムの今

ポータルサイトを開設し、定期的なツアー情報の発

後の拡大に向けて、コロナ後の社会を見据えて必要

信を行っている。ポータルサイトでは、インフラツー

な対策や方向性を検討し、今後も意欲的に取り組ん

リズムの魅力を紹介する動画や、明治期の公共土木

で参りたい。

施設など、様々な情報を掲載しているので、一度ご
覧になっていただきたい（図−７）
。

4．今後に向けて
本稿では、国土交通省でのインフラツーリズムに
関するこれまでの取組などを紹介した。インフラ
【著者紹介】 窪田 上太郎（くぼた しょうたろう）
平成31年４月国土交通省入省（土木職）。関東地方整備局港湾空港部クルーズ振興・港湾物流企画室、近畿地方整備局浪速国道事務所計画
課を歴任。浪速国道事務所計画課を経て総合政策局公共事業企画調整課。
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特集 地域活性化の推進〜観光資源の魅力を極める〜

シーニックバイウェイ
「秀逸な道」
の取組による
ドライブ観光促進
〜魅力的な道内各地の「みち」を新たな観光資源に〜

おお

にし

大 西

こう

き

功 基＊

令和３年４月、旭川開発建設部管内で活動を行っている２つのシーニックバイウェイ指定ルートにおい
て、それぞれ１区間ずつがシーニックバイウェイ「秀逸な道」選定区間に認定された。魅力的な景観や、
地域の方々と行政が一体となって取り組む道路の重点的な景観保全などについて紹介する。

1．はじめに
北海道開発局では、2005年より、競争
力のある美しく個性的な北海道を実現する
ことを目的として、地域発案の下、地域住
民等と行政が連携し、地域資源の保全、改
善等による美しい景観づくり、活力ある地
域づくり及び魅力ある観光空間づくりを行
う「シーニックバイウェイ北海道」（日本
風景街道）の取組を推進している。また、
北海道総合開発計画（平成28年３月閣議決
定）に基づき、
「世界水準」の魅力ある観
光地域づくりを進めているところである。

シーニックバイウェイ「秀逸な道」選定区間

本稿は、令和２年度に新たに創設されたシーニッ

道の各指定ルートから推薦された道路12区間を

クバイウェイ「秀逸な道」制度による取組について

シーニックバイウェイ「秀逸な道」の選定区間に認

紹介するものである。

定し、本格的な取組が開始がされたところである

2．シーニックバイウェイ「秀逸な道」の取組
シーニックバイウェイ北海道の新たな取組として、

（図−１）。
シーニックバイウェイ「秀逸な道」では、
地域の方々
と行政の協働により、良好な景観の維持・形成のた

シーニックバイウェイ北海道推進協議会（事務局：北

めの取組を行うとされており、道路管理者においては、

海道開発局）は、平成30年度から行った試行の結果

役割を終えた道路附属物の撤去や他の物への代替に

を踏まえ、地域の活動団体がお薦めする特に魅力ある

より景観を改善する取組を実施し、地域の活動団体

景観等を有する道路を認定し、多様な主体の連携の下、

においては、沿道の除草、除雪、清掃活動等により景

良好な景観の維持・形成や誘客・周遊の促進に向け

観を維持・改善する取組を行っている（写真−１、２）
。

た情報発信等を重点的に実施するシーニックバイ

また、魅力ある「みち」を知って、訪れていただ

ウェイ「秀逸な道」制度を令和２年度に創設した。

くための取組として、秀逸な道公式サイトの開設、

令和３年４月からは、シーニックバイウェイ北海

SNSへの投稿、道の駅等でのポスター掲示、札幌圏・

＊国土交通省 北海道開発局 旭川開発建設部 道路計画課 道路調査官
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図－１
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首都圏でのイベントにおけるPRなど、多様な主体
と連携し誘客に向けた情報発信を実施している。
役割を終えた道路附属物の撤去又は他の物への代替により景観を改善

門型標識柱の撤去前

撤去後

図－２

秀逸な道選定区間

撤去後

矢羽根撤去前

写真－１

大雪・富良野ルート

道路管理者による景観改善の取組例

沿道の除草、除雪、清掃活動で景観を維持・改善

除草

写真－２

除雪

清掃活動

地域の活動団体による取組例

3．旭川開発建設部管内の秀逸な道

写真－３ 十勝岳連邦の山並みと沿道の花畑の景色

⑵ 取組方針

旭川開発建設部は、北海道の中央に位置する４市

同ルートにおいては、秀逸な道の取組が始まる以

17町２村からなる地域を所管し、地形は南北に

前の平成17年度より、美しい景観づくり、魅力あ

224.4㎞と細長く、面積は10,619㎢で、東京都と千

る観光空間づくりの取組として、地域との協働によ

葉県、神奈川県の１都２県の合計面積（9,764㎢）

る景観診断を行い、景観形成マスタープランを策

に匹敵する広大な面積を有している。

定し、道路附属物の改善やビューポイント駐車場・

管内には、南部の大雪・富良野ルートと北部の天
塩川シーニックバイウェイの２つの指定ルートがあ

シーニックデッキの整備を行ってきた（写真−４）
。
【改善前】

【改善後】

り、特色ある様々な活動に取り組んでいる。
上記２ルートからそれぞれ１区間ずつが「秀逸な
道」に認定されており、各区間の魅力的な景観と景
観保全の取組や、道路を地域の観光資源として活用
することにより地域振興を目指す取組を紹介する。
１
）大雪・富良野ルート 十勝岳と四季を彩る花々

十勝岳の眺望を阻害する固定式視線誘導柱をスノーポールに変更

【改善前】

【改善後】

に出逢う道
⑴ コンセプト
−大雪山・十勝岳連峰を美しく見せ、親しむ道−
ふらの観光のゲートウェイとなる国道237号上
富良野町深山峠に位置し、紅葉や残雪の十勝岳連
邦の雄大な山並みとラベンダーをはじめとする沿
道の花畑など四季折々に違った表情が旅人を迎え
る絶景ロードとなっている（図−２、写真−３）。

ビューポイント駐車場の整備（平成20年度）

写真－４

大雪・富良野ルート

景観保全の取組

「大雪山・十勝岳連峰を美しく見せ、親しむ道」
の実現を目指し、さらなる道路附属物の撤去集約

月刊建設21−11
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KP146.5

地域が主体となった沿道清掃や花植、観光の道し

選定区間 L=4.6km

KP142.5

などのハード対策の他、過年度より実施している

＜国道（L=2.2km ） 町道（L=2.4km ）＞
平和基線

新成生南三号線

るべとなるサインツリーの植樹・維持管理などの

Ｂ

L=2.4km

ソフト対策を継続的に実施するとともに、観光ブ
ランド化を目指して情報拠点やアプリ等による情

至 市街地

報発信の強化を行うこととしている（図−３）。

凡 例

L=2.2km

ランドマーク
（景観資源）
Ａ

観光資源

道の駅
駐車場

Ｃ

ビューポイント
駐車場

旧深名線
沼牛駅

図－４

図－３

ドライブ観光アプリ「美瑛・富良野トラベルナビ」
による情報発信

２
）天塩川シーニックバイウェイ

日本一のそば畑

天塩シーニックバイウェイ

そばの生産量日本一を創り出す、そば畑の風景。
純白になる一カ月弱しか見られない貴重な風景。
（撮影：7月中旬）

写真－５

秀逸な道選定区間

刈り取りの後、真っ白の花の姿はどこにもなく、紅色の
茎だけが残り、陽に照らされた景色はまるで珊瑚礁の
よう。（撮影：9月中旬）

季節によって表情を変えるそば畑の景色

道」の取組が本格開始されたところではあるが、本

を走る道

取組をきっかけにシーニックルート内への立ち寄り

⑴ コンセプト

はもとより、道内各地の観光資源を訪れていただき

−くらしが生みだす食の風景〜日本一のそばの道−

ドライブ観光が促進するよう、地域の方々（ルート

７月中旬から８月中旬にかけて、そばの生産量・

活動団体、自治体、観光協会等）と道路管理者が一

作付面積“日本一”のそば畑一面に白い花が咲き誇

体となって、重点的な景観保全による魅力の磨き上

り、刈り取り後には、紅色の茎だけが残り、陽に

げと情報発信の取組による誘客を継続して実施して

照らされた景色がまるで珊瑚礁のように見え、季

いくことが重要である。

節によって表情を変える絶景ロードとなっている。

昨年からの新型コロナウィルスの影響により、い

周辺観光資源のJR深名線跡も含め、食と生活、歴

まだ海外からの観光客や国内の観光客による周遊観

史文化を感じられ、地域住民と行政が一緒に美しい

光が困難な状況下ではあるが、アフターコロナを見

沿道の景観を作り、
守っている（図−４、
写真−５）
。

据え多様な主体との連携のもとシーニックバイウェイ

⑵ 取組方針

「秀逸な道」の取組を推進していきたい。

過年度より、そばの花の開花時期の前には、地

「秀逸な道」12区間の情報、紹介動画については、

域と協働で、沿道の除草・清掃活動を継続的に実

下記のURLをご覧いただきたい。

施し、ビューポイントへ案内看板の設置やパンフ

◇「秀逸な道」公式ホームページ

レット等の配布、サイト・SNS等を活用した旬の

https://sbw-roads.sakura.ne.jp/share/

情報発信を行うなど、地域と連携した情報発信の

◇シーニックバイウェイ「秀逸な道」紹介動画

強化を行い、エリア全体（国道・町道）の景観向

https://www.youtube.com/watch?v=

上や観光振興を目指すこととしている。

vhIH6sJ47B8
◇大雪・富良野ルート「秀逸な道」紹介動画

4．おわりに
令和３年４月よりシーニックバイウェイ「秀逸な

https://www.youtube.com/watch?v=
OD9KDH50-Gs

【著者紹介】 大西 功基（おおにし こうき）
昭和52年生まれ。北見工業大学大学院工学研究科土木開発工学専攻修士課程修了。国土交通省北海道開発局帯広開発建設部道路計画専門官、
北海道開発局建設部道路計画課企画第2係長等を経て現職。
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特集 地域活性化の推進〜観光資源の魅力を極める〜

地域の強みを生かした観光誘客のための道路事業
〜日本一星空と花桃がきれいな村での光る歩道整備〜
さくら い

よし

櫻 井

ひろ

良 博＊

現在長野県では、地域戦略推進型公共事業として、地域と連携しながら戦略的に社会資本整備を進める
「地域発のインフラ整備」を進めている。本稿では、日本一「星空」と「花桃」がきれいな村において、
観光誘客につながる地域の強みを生かしたインフラ整備事業を紹介する。

1．はじめに

600,000

る歌枕の地であるとともに、長野県歌「信濃の国」
において「尋ねまほしき園原や」
（
「園原」
：阿智村
の地区名）と歌われている長野県屈指の名勝地を有
する阿智村をご存知だろうか。

500,000
観光客数（人）

奈良時代より、古今和歌集や万葉集に詠まれてい

400,000
300,000
200,000
100,000
0

阿智村は長野県南部に位置し、人口約6,200人の
村である。
阿智村には南信州最大の温泉郷である「昼

H20

図－１

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

R元

花桃の里がある阿智村園原の里の観光客数

（「長野県観光部山岳高原観光課観光地利用者統計調査結果」より）

神温泉」や、信州らしさが実感できる風景を選定し

さらに、平成24年には日本一の星空を地域や観

た「ふるさと信州風景100選」に選ばれた「花桃の

光の活性化に生かし、誘客推進することを目的とし

里」
、360度の眺望が楽しめる「富士見台高原」な

た「スタービレッジ阿智誘客推進協議会」が設立さ

どといった観光資源を有しており、県内外から多く

れ、同年８月から南信州屈指のスキー場である「ヘ

の観光客が訪れている（写真－１）
。

ブンスそのはら」を舞台とした「天空の楽園日本一
の星空ナイトツアー」（以下、「ナイトツアー」とい
う。）がスタートし、さらに観光客の増加につながっ
た（写真－２）。

中央道
リニア
阿智村

写真－１

阿智村の観光地（昼神温泉）
（出典元

阿智村）

また、当村は環境省が主催する「全国星空継続観
察」において、平成18年度に「夜空の明るさがもっ
とも星空の観察に適している場所」に選ばれ、信州
においても特に自然豊かな観光地として、年々観光
客数を伸ばしている（図－１）
。

写真－２ 阿智村の星空
（出典元 阿智村）

＊長野県 飯田建設事務所 整備課 整備第四係 課長補佐兼整備第四係長
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このように観光面での需要を高めるなか、南信州

２）設計計画

ではリニア中央新幹線や三遠南信自動車道路などの

本事業は、平成30年度長野県建設部施策方針の

整備が進んでおり、将来的に、ヒト・モノの交流が

一つである「地域戦略推進型公共事業」に則り、行

飛躍的に増大することが期待されている。

政機関である阿智村や、地域の観光運営を行う昼神

本稿では、このような背景を踏まえ、阿智村や地

観光協会、
「ヘブンスそのはら」と協議し、花桃シー

元観光協会と連携し、地域の「強み」を生かした観

ズンだけではなく、年間を通じて星空観察に訪れる

光誘客のためのインフラ整備事業について紹介したい。

観光客にも楽しんでもらえるよう、より魅力的な歩

2．地域特性に合わせたインフラ整備

道整備を目指し、設計を行った。
⑴ 景観に配慮した設計計画

今回、事業を行った阿智村智里西地区は、前述し

長野県内有数の観光地である善光寺参道も参考

た「花桃の里」や星空観察を目的に、年間約45万人

に、地元委員会との協議検討の結果、車道と歩道

の観光客が訪れる観光名所となっている（写真－３）
。

の視認性の向上や降雨時等のすべり止め対策、景
観との調和を考慮し、
「自然石舗装（樹脂性舗装）」
を採用した。また、舗装色についても、完成予想
パース図を作成し、関係機関と協議し決定した。
さらには、バリアフリー化やイベント会場として
の利用、駐車場増設など沿線の将来的な土地利用
に対応するため、歩道をフラットな構造とし、
「着
脱可能なボラードによる歩車道境界」を採用する
など、観光地にふさわしい歩道に留意の上、計画

写真－３ 花桃の里（智里西地区）
（撮影者 中田 大慈）

を行った（写真－５）。

１）整備前の状況
花桃シーズンである４月末頃には周辺道路に車両
が約２万台流入し、期間中は常に混雑した状態が続
いているが、歩道が未整備の区間については、歩行
者のための通路を車道を狭めて確保し、結果として
車両のすれ違いに支障をきたしていた（写真－４）。

写真－５

完成後の歩道（昼間）

⑵ 観光資源としての地域の「強み」を盛り込む
上記に加えて、花桃の里は「ナイトツアー」の
舞台である「ヘブンスそのはら」の入口にも位置
しており、シーズン中には夜間のライトアップイ
ベント等を実施していることから、歩道舗装面へ
「蓄光石」を埋め込み、夕刻から夜間においても
写真－４

観光シーズンの様子（整備前）

散策を楽しんでもらうよう工夫を行った。
蓄光石とは、太陽光などの紫外線を吸収し、半
永久的に蓄光と発光を繰り返す性質を有している
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（写真－６）
。蓄光石の種類は大きく３通りがあり、

なかった。なお、本年度の花桃シーズンは、イベン

セラミックでできたもの、樹脂に蓄光顔料を焼き

トの開催は中止となったものの、観光客は、整備さ

付かせたもの、樹脂に蓄光顔料の塗料を塗ったも

れた歩道で足を止め、花桃の写真を撮り、楽しんで

のが存在するが、本施工箇所においては、野外で

いる姿が見受けられた（写真－８）。

用いることから、劣化等を考慮の上、セラミック

【工事概要】
歩道設置工

素材を採用した。

Ｌ=266m

Ｗ=2.5m

表層工（蓄光石アート舗装） Ａ=627㎡
着脱式ボラード

写真－６

Ｌ=230m

蓄光石

舗装のデザインは、試作でサンプルを作成し、
地元委員会や有識者と協議を重ね、星の明るさや、
大きさ、線の太さなど細部に渡って試行錯誤の上、
決定した。また、日本で見ることができる主要な
12星座に加え、オリオン座やカシオペヤ座など
を選定の上、歩行者動線順に、春→夏→秋→冬と

写真－８

花桃の里（整備後）

3．今後の展望
現在、新型コロナウイルスの影響で先行きが見え

季節毎に足を止めて見ることができるよう工夫し、

ないが、設計当時に計画していた、阿智☆昼神観光

星座を配置した。
さらには観光地との融合を考慮し、

局によるイベントや、ヘブンスそのはらナイトツ

随所に花桃を模った模様を散りばめた（写真－７）
。

アーなどと連携し、今回新たに整備した「光る歩道」
の観光資源としての活用を検討している。また、よ
り快適に滞在できる観光地を目指し、関係機関と連
携の上、ビューポイントの設置や歩道の延伸、道路
の改良等、さらに検討を進めてまいりたい。

4．おわりに
本事業は、参考となる事例が少なく、関係者によ
る協議や試作を重ね完成に至った。改めて、関係さ
写真－７

完成後の歩道（夜間）

３）整備後の状況

れた皆様に感謝申し上げたい。
なお、本稿作成中は、新型コロナウイルスの感染

歩道工事は、令和元年７月から令和２年３月にか

が拡大しており、本来予定していた観光での活用が

けて実施したが、竣工直後の花桃シーズンは、全国

十分にできていない状態であった。今後、新型コロ

で緊急事態宣言が発令された時期と重なり、イベン

ナウイルスが収束し、多くの皆様に来訪して現場を

トが中止となったため、残念ながら観光客の姿は少

見ていただきたい。

【著者紹介】 櫻井 良博（さくらい よしひろ）
昭和46年生まれ。日本大学理工学部土木工学科卒。平成７年に入庁。松本建設事務所整備課主任、長野建設事務所計画調査課主査、長野
県企業局水道事業課担当係長等を経て現職。
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特集 地域活性化の推進〜観光資源の魅力を極める〜

道の駅「伊豆月ケ瀬」風景と
暮らしをつくる交流拠点
〜狩野川、天城の山々と調和した新たな観光資源の創出〜

すず

き

鈴 木

まさ

ひろ

政 宏＊

静岡県伊豆市において伊豆縦貫自動車道天城北道路の開通に伴い狩野川を大切な資源ととらえ、住民と
来訪者が共有できる地域活性化と交流拠点としての整備を行った道の駅「伊豆月ケ瀬」の事例を紹介する。

1．はじめに

表－１

道の駅「伊豆月ケ瀬」は、伊豆縦貫自動車道天城
北道路の月ケ瀬IC開通により伊豆半島南西部の新
たな玄関口として、防災機能と地域振興機能を併せ
持った施設として、国・県・市・地元の４者が力を

名称

道の駅「伊豆月ケ瀬」

所在地

静岡県伊豆市月ケ瀬78－２

延床面積

990.29㎡

施設

合わせ、地域住民と来訪者の新たな憩いの場として
令和元年12月14日に開駅した施設である。
伊豆縦貫道概略図

施設の概要

開業日

駐車場59台、トイレ19器
（うちオストメイト付２器）
カフェカウンター、レストラン「月ケ瀬テラス
キッチン」、地場産品直売所、情報・サイクル
ステーション、多目的スペース、防災倉庫、水
際公園
令和元年12月14日

ら育まれるおいしい水、わさびや椎茸、イズシカ（ジ
ビエ）など多くの地場産品に加え、日本を代表する
文人墨客たちに愛された文学の郷であり、また温泉
道の駅「伊豆月ケ瀬」

など多くの資源に恵まれた地域である。
２）構想段階から地域と協同で計画策定
この特性を生かすために国士舘大学二井昭佳教授
を委員長とし、地元自治会、観光商工関係者、農協
女性の市民代表等により構成された協議会や市民有
志によるワーキングで地域全体の将来像とIC周辺
の活性化構想に関する検討が行われ、平成27年度

図－１

位置図

2．周辺風景との調和
１）地域の特性を生かす
当駅の位置する、天城湯ヶ島地区（静岡県伊豆市）

提言された。これを踏まえ、平成28年度に道の駅
基本計画・基本設計の公募型プロポーザルを実施し、
「風景と暮らしをつくる道の駅」を整備コンセプト
とした基本計画を策定し、市民要望の強かった水際

は、狩野川の上流域にあり、谷あいの渓流の景観と

公園と建築物が有能的に繋がり、周辺の風景と調和

ともに自然のままの美しさが残る天城連山とそこか

する施設計画となった。さらに、指定管理予定者と

＊伊豆市 産業部 観光商工課 主査
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末に月ケ瀬地区への道の駅整備の必要性が伊豆市に
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事業運営計画を踏まえたうえで、施設配置や造成計

流れで地域の生活に溶け込んでいるだけでなく、わ

画・色彩・仕上げなども含めた調整を行いその結果、

さび栽培やアユの友釣りといった産業・文化を育ん

狩野川沿いの立地を生かしたトータル的なデザイン

できた重要な資源である。

となった。

本施設では、川に対して開かれた設えにすること
で川との視覚的な繋がりを創出するとともに、水際
公園やテラスを含んだ一体的な空間を形成している。
この景色の獲得は、地元住民や関係各団体とともに
検討・調整を行った成果であり本施設の最大の特徴
として他の道の駅との差別化に寄与している。
また、テラス席から一望できる伊豆縦貫自動車道
天城北道路矢熊大橋（上路式RC固定アーチ橋）の
佇まいは見事であり、その造形美は周辺風景と見事
狩野川と一体となったデザイン

写真－１

に調和している。

３）共通認識と綿密な調整
一般的な公共空間の整備においては、主体の違い
や所謂「縦割り」によって、近接する整備が十分な
調整がなされないまま進められた結果、まとまりの
ない風景となってしまう事例は多く見受けられる。
今回も複数の整備事業が同時に進められたため、
事業区域【道の駅地域振興施設・水際公園：伊豆市】
【道の駅道路休憩施設（駐車場等）
：国（国土交通
省中部地方整備局沼津河川国道事務所）
、県（静岡
県）
】が複雑だったが、計画段階から施工に至るま
で国・県・市による連携した綿密な調整により、基
本計画で策定した景観デザインの施設を実現できた。

写真－３

テラス席から一望できる狩野川と矢熊大橋

５）地場材と継続性
川に向かって緩やかに下る地形を活かすため２階
建の施設を川寄りの低いレベルに配置し内部に吹き
抜けを設け、大空間を実現するために鉄骨造で屋根
は地場のヒノキを現しで用いた木造を採用し、適材
適所の構造形式とした。

国土交通省提供
写真－２

道の駅「伊豆月ケ瀬」全景

４）川と向き合う風景
全国には、1,100を超える道の駅が整備されてい
るが、川沿いに立地しているもの自体がそれほど多
くなく、その中でも川との関係を上手く構築できて
いる事例は稀有であると言える。
この地域における狩野川の存在は、ただ清らかな

写真－４

屋根の構造材に地元のヒノキを活用

月刊建設21−11
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特殊な工法を用いず在来の技術で構成するととも
に、スギやヒノキといった地場材を建物の構造材・
仕上材として積極的に活用することによって、地域
の林業・建設業が継続的に建物の維持管理にも関与
できるように配慮した。

3．多彩な顔
１）地域住民の日常の居場所
伊豆市も全国の市町村が抱える難題である人口減
少や少子高齢化が進み、公共施設の移転・統廃合等
による地域コミュニティの希薄化への対応が求めら

写真－６

地産地消のメニューを取り入れたレストラン

３）災害時の機能と情報発信

れている。地域の人たちが日常的に利用し、子育て

伊豆市は、全国でも指折りの年間降水量を誇る天

や多世代の交流の場としての「居場所」づくりを目

城山があり、土砂災害による通行止めなどにより道

指し子供たちを遊ばせることができる水際公園や施

路利用者、観光客等の行動制限が発生する恐れがあ

設内には、地域の会合などができる多目的スペース

るため、一時的な避難所として駐車場の帰宅困難者

を確保した。物販エリアでは、地域住民の暮らしの

への開放、食料や毛布等の物資提供を行うことが可

支えとして日々の買い物ができる品々も取りそろえ

能である。
また、伊豆縦貫自動車道天城北道路は災害時にラ

ている。
２）地域経済活性化の拠点

イフラインとして機能する高規格幹線道路であり、

狩野川に面した自然風景を活かした屋内外の空間

当駅の接する国道414号は緊急輸送道路に指定され

を整備し、地場産品の直売所や地産地消のメニュー

ている等、防災拠点として機能可能な位置にあるこ

を取り入れた食事処などを配置することにより地元

とから、応援部隊や救援物資の受け入れ「基地」と

農産物を使用した加工品などの販売により、地域の

しての役割も担う。

６次産業化にも貢献している。

平時においては、交通情報や気象情報などの提供
を行い、また地域に密着した観光情報はもちろんの
こと、伊豆半島全体の広域的な観光情報の提供も
行っている。
また、伊豆市は東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会の自転車競技（トラックレース・マ
ウンテンバイク）開催地としてサイクリストにやさ
しいまちづくりを目指しており伊豆半島を訪れる利
用者の休息・交流の場として、この道の駅をさらに

写真－５

様々な商品がならぶ物販エリア

活用できるよう努めていきたい。
終わりに、地域住民はもちろんのこと、観光客に
もさらに満足いただける交流拠点施設となるよう努
力していきたい。

【著者紹介】 鈴木 政宏（すずき まさひろ）
昭和51年生まれ。静岡県立三島南高校卒。平成７年旧天城湯ヶ島町役場（現伊豆市）採用。建設部用地管理課主査等を経て現職。

20

月刊建設21−11

特集 地域活性化の推進〜観光資源の魅力を極める〜

ミズベリング
〜河川空間を「ワクワク」させる官民連携プロジェクト〜
や

もと

矢 本

たか

とし

貴 俊＊

「水辺を楽しむ」ことにおいては、誰であろうと平等に共感することができ、市民・企業・行政などの
肩書きの違いは関係ない。立場の境界を超えた連携により、水辺とまちが一体となった美しい景観や新し
い賑わいを生み出すプロジェクトである「ミズベリング」の取り組みについて紹介する。

1．はじめに
「ミズベリング」という言葉を読者の皆さんは聞

しい景観と、新しい賑わいを生み出すムーブメント
を、つぎつぎと起こしていくプロジェクトである。

いたことがあるだろうか。著者が初めてこの言葉を
聞いたのは2016年。当時著者が大学院生で、国土
交通省への就職活動の一環として実施されたグルー
プディスカッションであった。初めて聞いたネー
ミングであったが、
「水辺で何かをするのだろう」
ということは感覚的に理解できたという記憶はなぜ
か鮮明に覚えている。
「ミズベリング」はそのネーミングの良さも相まっ
て、日本の中でも代表的なデザイン賞である「グッ
ドデザイン賞 金賞（経済産業大臣賞）」を受賞して

図－１

ミズベリングの概要

いる。金賞はグッドデザイン賞の中でも、応募総数

我が国においては、かつて川は美しい景観を創造

5,000弱のうち、わずか20事例しか選ばれない狭き

し、また、人々は川で洗濯をし、舟運によって必要

門である。

物資を輸送するなど、川は人々にとって身近な存在

それだけ洗練されたネーミングであるがために、

であった。しかし、高度経済成長期を経て、まちは

初めて聞いても内容が分かり、かつ、その記憶が強

川から背を向け、いつの間にか疎遠な関係となって

烈に頭の中に残っていることにも合点がいく。

しまった。

前置きが長くなったが、この「ミズベリング」の

このような状況を打開するために2013年に始

魅力とは何か。この場を借りて紐解いていきたい。

まった「水辺とまちのソーシャルデザイン懇談会」

2．ミズベリングとは
ミズベリングとは、
「水辺＋RING（輪）
」「水辺

を皮切りにミズベリングのプロジェクトは始動し、
本年で８年目を迎え、ミズベリングのFacebook
フォロワーは6,000人を超えた。

＋Ｒ（リノベーション）＋ING（進行形）
」の造語

ミズベリングの最大の魅力は、「誰でも参加でき、

であり、水辺に興味を持つ市民や企業、そして行政

誰もが主役になれる」ところであると著者は考える。

が三位一体となって、水辺とまちが一体となった美

具体的な活動内容を紹介していきたい。

＊国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 河川環境教育係長
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１）ミズベリング定例会議

３）ミズベリング・フォーラム

ミズベリングの全体的な舵取りを行う「ミズベ

毎年テーマが設定され、市民・企業・行政など様々

リング事務局」では、毎週火曜日15時から17時まで

な水辺の活動家が登壇し、自らが行ってきた水辺の

ミーティングを行う。開始後まず行うことは、参加

成功体験を語り、全国の水辺の関心層にインスパイ

メンバーそれぞれが、１週間の間で得た水辺に関す

アを与えるイベントが「ミズベリング・フォーラム」

るトピックや身近にあったニュース（仕事、プライ

である。ここでも重要なのは「結果」ではなく、
「プ

ベート関係なく）
などを順番に発表していく「トピッ

ロセス」であり、「人」である。

クシェア」である。トピックシェアが終了した段階

イベントで生ま

で会議時間の半分以上が経過していることも多々あ

れるつながりはそ

るが、最新の水辺情報が共有されるとともに参加者

の後の各地の活動

の脳内は自然とほぐれ、良いアイデアが浮かび、結

に大いに影響を与

果的に定刻には議論がまとまり会議は終了する。

え、ポジティブな

ミズベリング定例会には水辺に興味がある人、水

連携の輪が生まれ

辺で活動を行っている人、誰でも参加ができる。定

るきっかけとなる。 写真−２ ミズベリング・フォーラム

例会の参加者同士が化学反応を起こし、水辺の面白

４）ミズベリング○○会議

い取り組みが生まれることも特徴の一つと言える。

我が国には大小さまざまな河川があり、それぞれ
に個性がある。河川（あるいは地域）の個性を生か
した水辺の活用について語り合うことを「ミズベ
リング〇〇会議（〇〇にはご当地名やテーマ名など
が入る）」と呼ぶ。
ミズベリング〇〇会議では、市民・企業・行政な
どの多様な参加者が、互いのアイデアを披露し、肩
書きを超えた自由な議論を行う。ここでも化学反応

写真－１

ミズベリング定例会議の様子

２）ウェブサイト・SNS・パンフレット

が起こり、アイデアがアイデアを呼び、そのアイデ
アに共感した仲間が集まる。

ミズベリングの公式ウェブサイトやFacebook

ミズベリング〇〇

ページでは、全国各地の水辺の取り組みがタイム

会議は全国で展開さ

リーに更新される。ミズベリングでは、起こった出

れ、 こ れ ま で に70

来事（結果）よりも、その背景にある人の思いや動

以上の箇所で開催さ

機など、プロセス面を大切にしている。また、水辺

れた。

の活動事例やノウハウなどを綴ったパンフレットも

５）水辺で乾杯

作成しており、公式ウェブサイトから閲覧できる。

写真−３

ミズベリング〇〇会議

水辺に行かずして水辺を語れず。会議室で考える
だけでなく、実際に水辺に行き、その良さを感じ、
多くの人と共感することも重要である。そのような
思想で生まれた取り組みが「水辺で乾杯」である。
水辺の関心層（ミズベリスト）が全国各地の水辺
に集まり、毎年７月７日７時７分に全国一斉に乾杯
を行う。ミズベリングウェブサイトには各地の実施

図－２ ミズベリング公式ウェブサイト
（https://mizbering.jp/）

22

月刊建設21−11

状況の写真が投稿され、全国にはこれだけ多くの水
辺の関心層がいることが確認できる。

2021年においては、新型コロナウイルスの感染

２）事例②

〜東京ミズマチ〜

状況も踏まえ、「今年は、SOLOKAN!ひとりで乾

東京都墨田区を流れる北十間川では、「伝統と先

杯!!」をテーマとし、北海道から沖縄まで（さらに

進が出会う水辺と街の賑わい交流軸の創出」をコン

遠方のニューヨークまでも!!）合計131箇所でソロ

セプトとして、官民連携による水辺・鉄道高架下・

乾杯が実施された。皆が水辺に一堂に会せずとも、

道路・公園が隣接する立地を活かした一体的な空間

水辺の良さは一度に共感された。

づくりが実現した。東武鉄道高架下商業施設「東京
ミズマチ」や、浅草から東京スカイツリーまでの観
光拠点間を結ぶ鉄道歩道橋「すみだリバーウォーク」
によって、水辺に新たな賑わいが創出された。

図－３ 「水辺で乾杯2021」実施箇所

3．ミズベリングによる地域活性化の事例
ミズベリング〇〇会議などで生まれたアイデアは、
「まずはやってみる」から始まり、やがて「地域の
名物」とまで言われるような大規模プロジェクトに
発展する。その好事例をいくつか紹介する。
１）事例①

〜ミズベリング信濃川やすらぎ堤〜

新潟市の中心街のそばを流れる信濃川の堤防が
「かわまちづくり※」によって緩傾斜化されたこと

写真－５

東京ミズマチ（墨田区）

4．おわりに

を契機に、世界的なアウトドアメーカーである「ス

我が国には、賑わいの可能性を秘めている河川が

ノーピーク」が区域全体のマネジメントを行い、
「ア

多く存在する。特に、コロナ情勢を踏まえた人々の

ウトドアと健康」をテーマに、オープンカフェや

空間の楽しみ方にも少なからず変化が生じてきてい

BBQなどの飲食店等が出店された。
「水辺アウトド

る中で、地域の特性を生かし、新たな価値を生み出

アラウンジ」として、自然と人、人と人をつなぐ水

していくことは非常に重要である。

辺の非日常空間でのひとときを提供することで、新
潟の夏の風物詩となっている。

地域活性化や観光振興において、河川は重要な役
割を担っており、ミズベリングの取り組みがさらに
社会に浸透し、これらの発展に寄与することが期待
されている。
【用語解説】

写真－４

ミズベリング信濃川やすらぎ堤（新潟市）

※か わまちづくり：河口から水源地まで様々な姿を見せる
河川とそれに繋がるまちを活性化するため、地域の景観、
歴史、
文化及び観光基盤などの「資源」や地域の創意に富ん
だ「知恵」を活かし、市町村、民間事業者及び地元住民
と河川管理者の連携の下、河川空間とまち空間が融合し
た良好な空間形成を目指すの取組み。国土国通省が平成
21年度より進めており、令和３年８月末時点で244地区
を登録。

【著者紹介】 矢本 貴俊（やもと たかとし）
1991年生まれ。2015年中央大学理工学部都市環境学科卒業。2017年同大学院理工学研究科都市環境学専攻修了。国土交通省国土技術政策
総合研究所下水道研究部下水処理研究室、水管理・国土保全局河川環境課河川保全企画室を経て現職。
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特集 地域活性化の推進〜観光資源の魅力を極める〜

港を核とした地域活性化と賑わいづくりの創出
〜飛躍するやっちろ〜
の

ぐち

野 口

ひろ

ゆき

博 之＊

世界に開かれた八代港を有する八代市、時代の変化に対応しながら施策を展開していく中、港を核とし
た地域活性化と賑わいづくりの取り組みについて紹介する。

1．はじめに
世界に開くゲートウェイ「八代港」を有する八代
市は、時代の変化に対応した施策を展開し、スピー

１）みなとオアシス八代誕生「ビッグくまモンがお
出迎え」
新たな観光スポット「くまモンポート八代」には、

ディーで切れ目のない物流環境の実現や産業競争力

普段から市民や観光客が楽しめる場所がたくさんあ

向上への支援、加えて、
「港」を核とした地域づく

り、間近でクルーズ客船を見ることができるのはも

りや、大規模災害に対する備え、港湾機能の拡充へ

ちろん、販売エリアで地元グルメを楽しんだり、特

の支援など、様々な取組を積極的に推進している。

産品を購入したり、多目的芝生広場で海を見ながら

本稿は、それらの内、みなとオアシス八代（既存

ゆっくり休憩もできる心地よい空間となっている。

インフラ）
、地域資源、歴史・文化など、港を核と

また、全国的に知られるご当地キャラクター「く

した地域活性化と賑わいづくりについて紹介する。

まモン」をテーマにした高さ６mのビッグくまモン

2．飛躍するやっちろ（正式には「やつしろ」
）
八代港は、熊本県の南西部、八代海に注ぐ球磨川
の河口に位置し、古くから球磨川を利用した物資輸

や54体（肥後54万石とリンク）のくまモン合唱隊
が訪れる人たちをお出迎えしており、緑豊かな日本
庭園や竹林なども含め、こちらも市民や観光客が楽
しめる施設となっている。

送の拠点として栄え、県南地域の発展に大きな役割

そんな中、コロナ禍で延期となっていたが、令和

を果たしてきた。明治以降も物流拠点として近代的

３年７月31日、みなとオアシス八代登録証交付式

な港湾整備が進められ、八代市は南九州随一の工業

が関係者約30人の出席のもと、くまモンポート八

都市へと発展した。

代で開催された。

また、海の玄関口である八代港は、平成29年に

みなとオアシスは、みなとを核としたまちづくり

過去最多となる年間66回（全国でベスト10）のク

を促進するため、住民参加による地域振興の取り組

ルーズ船が寄港し、令和２年３月にはくまモンポー

みが継続的に行われる施設を国土交通省港湾局長が

ト八代（国際クルーズ拠点）が完成した。クルーズ

登録するもので、八代の登録は、全国で151カ所目、

船が寄港した際には、地域の方々が歓迎イベントを

九州管内で22カ所目、熊本県内で３カ所目（平成

行うなど、国内外の観光客と地域の方々との交流の

23年牛深港、平成30年富岡港、令和３年八代港）

場となっている。

となる。
登録された施設は、旅客ターミナル、くまモンポー

＊くまモンポート八代・クルーズ活性化協議会 部会長（みなとオアシス部会）
（八代市 経済文化交流部 次長）
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ト八代、舟出浮き乗船場、三ツ島（無人島）
、エコエ

活用した「八代地域ならではのクルーズ船受入環境

イトやつしろ緑地広場など６つの構成となっている。

の充実」を図るとともに、「くまモンポート八代を

構成施設の１つである「三ツ島」（無人島）では、

核とした賑わいの創出」に向け、より一層の発展に

八代海の伝統漁法を間近で見学し、とれたての新鮮

努めているところである。

な海の幸を堪能できる体験型観光「舟出浮き 」を

今回の登録を契機に、今後、くまモンポート八代

楽しむことができる。また、八代港で毎年開催され

を中心に港や海岸を活用したイベントなどが開催さ

る「みなと八代フェスティバル」は、海上自衛隊や

れ、観光拠点としての機能が高まるとともに、地域

海上保安庁の艦船、港湾周辺の立地企業の協力によ

住民の交流や観光振興を通じた地域活性化の拡大に

り、
さまざまな展示や船による体験航海・クルージン

つながることが期待される。

※

グが行われ、子供から大人まで海や港に親しめる多
彩な催しが行われている。

また、コロナ禍が収束した暁には、令和２年３月
完成した新たな岸壁に、約5,000人が乗船する大型
クルーズ船が多数着岸することになり、寄港にあわ
せて、地元の方々が歓迎イベントを行うなど、更な
るにぎわい創出になる。
２）国際クルーズ拠点と世界に誇る遺産の宝庫「八
代市民俗伝統芸能伝承館、日本遺産との連動」
本市では、前述の国際クルーズ拠点「くまモン
ポート八代」と連動し、インバウンド需要にも対応

写真－１

上空から見た八代港、みなとオアシス八代

できるまちづくりの強化を図っている。
毎年11月23日に開催される「八代妙見祭」は九
州三大祭りの一つに数えられ、平成23年に国の重
要無形民俗文化財の指定を受け、平成28年には、
「京都祇園祭の山鉾行事」や「博多祇園山笠行事」
など全国32の祭りとともに「山・鉾・屋台行事」
としてユネスコ無形文化遺産に登録された。380年
余りの歴史を持ち、神輿や豪華絢爛な笠鉾、勇壮な
キ

ダ

獅子舞、亀と蛇が合体した想像上の動物である亀蛇
写真－２

くまモンポート八代の全景

（通称：ガメ）など40の出し物、約1,700人が参加
し、６㎞の道のりを練り歩く。県内はもとより、九
州内外から20万人を超える観光客が訪れる熊本県
を代表する祭礼行事である。
この八代妙見祭をはじめ、市内各地の無形民俗文
化財の保存継承と交流促進を目指した情報発信拠点
となる「お祭りでんでん館（八代市民族伝統芸能伝
承館）」が令和３年７月、開館となった。文化遺産

写真－３ 高さ６mのビッグくまモンと記念撮影する親子連れ

本市としては 、令和２年に官民一体となり、く
まモンポート八代・クルーズ活性化協議会を立ち上
げ、新たな観光スポット「くまモンポート八代」を

を活かした新たな観光戦略の一つとして、国内観光
客に加え、外国クルーズ船寄港に伴うインバウンド
需要を取り込むための重要な役割を担う施設になる
ものと期待されている。
また、令和２年６月19日、八代市に残るめがね
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橋や干拓樋門など、石造りの文化に関する構成文化

回のような訓練を継続的に実施することは大きな意

財24件を物語（ストーリー）として紡いだ「八代

味があり、くまモンポート八代を有するみなとオア

を創造（たがや）した石工たちの軌跡〜石工の郷に

シス八代が人流・物流の拠点並びに防災拠点として、

息づく石造りのレガシー〜」が、日本遺産に認定さ

今後さらに飛躍していくことが期待される。

れている。

写真－６
写真－４ 八代市産材を活用した
お祭りでんでん館（八代市民族伝統芸能伝承館）

有事への備え、八代港合同防災訓練
（令和３年７月21日）

3．おわりに
本市は、熊本地震、新型コロナウイルス感染症、
そして令和２年７月豪雨災害と、トリプルパンチに
見舞われた。そのような中、米中貿易摩擦、日韓関
係悪化による冷え込みなどにも関わらず、八代港と
台湾を結ぶ県内初の国際コンテナ定期航路の就航が
決定し、八代港の国際コンテナ航路は週４便になった。
写真－５

八代市に残るめがね橋などの日本遺産（笠松橋）

３）防災拠点として重要な八代港「熊本県内初の耐

さらに、前述のとおり、国際クルーズ拠点「くま
モンポート八代」が国土交通省より、「みなとオア

震強化岸壁」

シス八代」として登録されることにより、今後ます

平成28年４月16日に発生した熊本地震において、

ます南九州地域の国際物流拠点のみならず、人流拠

発災直後より、八代港の岸壁に海上自衛隊の艦船、
海上保安庁の巡視船が係留し、災害支援活動が行わ
れた。
当時、八代港には耐震強化岸壁がなく、更に強い
地震が発生した場合、使用できる岸壁が全くなく、
緊急物資搬送が出来ない可能性も否めなかった。

点としても、更なる発展が期待される。
また、クルーズ専用岸壁の一部は、熊本県内初の
耐震強化岸壁として整備され、災害時には救護物資
等の補給基地として利用可能となり、地域の防災機
能の強化にもつながる。
このように本市が持つ恵まれた港湾の既存インフ

近年、八代市を震源とする震度６強の地震（日奈

ラを含む地域資源や歴史・文化を全国・世界へ発信

久断層）が想定される中、令和２年３月、県内で初

し、本市の地域活性化、賑わいづくりをより加速で

となる「耐震強化岸壁」や「くまモンポート八代」

きればと改めて思うところである。

が整備され、コロナ禍で延期となっていたが、令和
３年７月21日、くまモンポート八代で、国土交通省、
九州地方整備局、第十管区海上保安本部、熊本県、
県港湾建設協会、本市による震度６強の地震が発生
した場合を想定した合同防災訓練が行われた。
近年の未曽有の災害に迅速に対応するためにも今

【用語解説】
※舟出浮き：約350年前のお殿様が鉾突きという漁法で遊ん
だ舟遊びが始まり。
現在の「八代舟出浮き」は漁師さんと一緒に漁船に乗
り込み、八代海の伝統漁法を間近で見学し、獲れたての
海の幸（イカ、エビ、カニ、チヌ等）に触れ、三ツ島（無
人島）でお好みのままに食事する八代の海のレジャーの
こと。
「出浮き」とは海のピクニックという意味。

【著者紹介】 野口 博之（のぐち ひろゆき）
平成元年熊本大学工学部土木工学科卒。港湾、海岸、防災等の職種に従事。九州地方整備局港湾空港部港湾計画課長補佐を経て現職。
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ようこそ!! 小田原漁港
〜「海と魚」で小田原の力を引き出す観光拠点の形成〜
うち

だ

内 田

たか

あき

貴 聡＊

小田原漁港では、神奈川県県西地域の水産物流通拠点の発展を目指して新港西側地区を中心に整備を
行ってきた。本稿では、これまで取り組んだ地域活性化に繋がる水産業の拠点づくりについて紹介する。

1．はじめに

2．水産業の拠点づくり

小田原漁港は、神奈川県の南西部に位置する第三

近年、食品の安全・安心やおいしさに対する消費

種漁港で、昭和43年に全国的にも珍しい「掘り込

者のニーズは高まっており、水産物についても高水

み式」の漁港として「本港」が完成した。また、昭

準の対応が求められるようになった。小田原漁港で

和56年には、沿岸漁業の陸揚げ拠点としての発展と、

は、消費者のニーズに対応した活魚、高鮮度水産物

漁船の大型化に伴い本港西側に「新港」が完成した。

の安定供給体制の確立、及びこれまでの流通ルート

小田原漁港の目の前に広がる相模湾は、日本三大

と併せ新たな流通ルートの確立のために蓄養水面を

深湾の一つであり、四季折々の豊富な魚が水揚げさ

基点に、施設の整備を行った（写真－２）。

れることが大きな特徴である。また、交通の体系で

防波堤（1）

は、国道１号、国道135号や西湘バイパス等の広域
的なネットワークが構築されており、県西地域の水

蓄養水面

産物の生産や流通の拠点となっている。
西部漁港事務所では、平成14年４月に改正され

漁獲物荷捌施設

た漁港漁場整備法に基づき、同年８月に策定した「小
田原地区特定漁港漁場整備事業計画」により、県西
地域の水産物流通拠点の発展を目指し、整備を行っ
た（写真－１）
。

水産加工施設
交流促進施設

防波堤（2）

防波堤（2）延伸箇所（L=30m）

写真－２

蓄養水面周辺写真

１）蓄養水面の整備
これまで、県西地域の主力漁業である定置網漁業
本港
新港
早川海岸

交流促進施設

蓄養水面

の大半が一度にたくさん獲れる多獲性魚であること
から、好不漁の波を大きく受け、量、価格ともに安
定した供給が困難な状況だった。漁獲物を一時的に
蓄え養い、消費者に水産物を高い鮮度のまま安定し
た供給を図るために、蓄養水面の整備を行った。

写真－１

小田原漁港の風景（現在）

＊神奈川県 環境農政局 西部漁港事務所 工務課 技師
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⑴ 防波堤（１）の整備
水産物を蓄養するための水面施設の条件として
主に①良好な水質保持、②静穏な水面が挙げられ
る。蓄養水面を囲んでいる防波堤の１つである防
波堤（１）は「海水交換機能」を有している。防

① 鋼材の組立完了

②コンクリートの打設完了

波堤の港外側の開口部から、海水が導入され、斜
板を通過し遊水部に送られた後に、海水は港内側
開口部から蓄養水面に導入される。外海と港内の
均一な水交換により、魚介類の生育環境を脅かす

④据付及び上部工完了

写真－３

原因となる海水の停滞を防ぎ、充分に酸素を含ん
だ海水の補給が可能である（図－１）
。

③海上据付

防波堤（２）完成までの流れ

２）小田原市漁業協同組合との連携
小田原市漁業協同組合が事業主体となり、蓄養水
面の魚などを水揚げ可能な「漁獲物荷捌施設」の整
備を平成29年に完了した。また、平成30年には消
費者のニーズに合わせた加工処理を行うことが可能
な「水産加工施設」を整備した。この結果、陸揚、
加工を連続した施設で行うことが可能になった（写
真－４）。

図－１

海水交換の流れ

⑵ 防波堤（２）の整備
近年、波浪の増大により蓄養水面からの安全な
水揚げ作業の確保が困難になってきている。
西部漁港事務所では、蓄養水面の静穏度確保、
及び平成30年に台風被害を受けた交流促進施設
や加工施設への越波対策を目的に令和２年度から
防波堤（２）を30m延伸する工事に着手した。

水産加工施設

漁獲物荷捌施設

写真－４

蓄養周辺施設状況

３）小田原市との連携
小田原市が事業主体となり令和元年に交流促進施
設「漁港の駅TOTOCO小田原」が開業した。

防波堤
（２）
には主要な構造体としてハイブリッ

TOTOCOでは、水産物及びその加工品、地域の

ドケーソンが使用されている。鋼材と鉄筋コンク

特産物や水産物を材料とする飲食物の販売の場を提

リートを強固に一体化した合成版と鋼板で構成す

供するとともに、地域情報の発信の場として、水産

るケーソンである。合成版は、通常のコンクリー

業の振興、水産物の消費の拡大を図っている（写真

トに比べ、優れた強度特性を有するので、従来工

－５）。

法であるRCケーソンよりも版厚を薄く軽量化が
可能である。小田原漁港で使用されているハイブ
リッドケーソンは、幅22.5m高さ11.5m長さ15m
重さ約20ｔの構造物であり、製作設備の整った
場所で製作され、引船により小田原漁港まで海上
を回航し、起重機船を用いて据え付けを行う。据
え付け後ケーソン上部にコンクリートの打設を行
い、高さを上げていく（写真－３）
。
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写真－５

交流促進施設「漁港の駅 TOTOCO小田原」

3．にぎわいの創出

４）道路整備
⑴ 臨港道路と国道135号の接続

蓄養水面や流通加工施設等の漁港施設に対して漁

加工施設や直販施設へのアクセス道として、１

港には自然環境と親しみ、快適にして潤いのある施

号臨港道路を整備し、隣接する国道135号と交差

設が不足しており、広場や親水空間の整備推進が必

点接続処理をするため交差点改良工事を行った。

要だった。また、漁港や海岸への年々増加する来訪

計画当初、新設する臨港道路により、毎週末に

者への受け入れの施設もなかったため、交通の利便

発生する国道135号の渋滞の増長や、臨港道路か

性や自然環境を活かした余暇活動の場として多目的

ら国道135号に進入する際の事故発生等の課題が

広場の整備を行った（写真－７）。
緑の空間を創出するため、広場、道路の植栽とし

挙げられた。
令和元年11月に「小田原漁港西」交差点が新

て、オリーブ・夏みかんを植えた。漁業だけでなく、

たに整備された。国道135号に右折専用車線の設

農業も合わせた地域産業の展示場としての利用を試

置及び道路の拡幅を行った。また、公安委員会に

みた。植栽時にはボランティア団体や地元の小学校

ご協力いただき最新の信号制御が可能な信号機を

にも協力していただいた。

交差点に設置した。交差点改良により、安心・安

また、漁港が非常時の輸送拠点とされていること

全な道路環境が確保され、新たな観光ルートが誕

から、発災後の復興の拠点を担うため、災害時の対

生した（図−２）
。

応を考慮し、防災マンホールトイレ、災害時に炊き
出しとして利用できるかまどベンチの設置を行った。
実際の災害に備えて、施設利用講習会も実施した。
今後は、漁港西側に位置する早川海岸の整備を進
め、快適で潤いのある漁港環境の形成を図っていく。

図−２

小田原漁港西交差点整備

⑵ 案内誘導サインの設置
車やバス等で、来訪するのではなく、徒歩で街
をめぐり、小田原漁港ならではの魅力を体感して
もらい、もう一度来たくなる漁港を見つけてもら
うことをコンセプトとし、回遊ルートの整備を
行った。歩行者を自然的にルート誘導するため、
視覚的・直感的な認知を促すピクトグラムによる
表現を基本としたサインをルート内の路面等に設

写真－６

多目的広場現況

4．おわりに
以上のように、小田原漁港では様々な地域活性化

置した（図−３）
。

の取組みを通して、水産業の拠点づくりに長い年月
をかけて行ってきた。現在、漁港施設全体が供用開
始からの年数経過による老朽化の進行、自然災害の
頻発化など様々な課題があげられる。
引続き、西部漁港事務所では、小田原市、小田原
市漁業協同組合と連携して、漁業者や漁港利用者に
図－３

案内誘導サイン

安全で快適な場の提供を行っていきたいと考える。

【著者紹介】 内田 貴聡（うちだ たかあき）
平成６年生まれ。静岡大学農学部環境森林科学科卒。平成28年神奈川県入庁（総合土木職）、平成28年〜令和２年道路補修、橋りょう補修
工事等の調査、設計、監督に関する業務を担当。県西土木事務所小田原土木センター道路維持課技師を経て現職。
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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

堤防決壊時の初動対応

〜関東・東北豪雨における
鬼怒川の緊急復旧工事〜
つつみ

堤

よし

盛 良＊

1．はじめに

2．堤防決壊発生

温暖化による気象の激甚化により、大河川の堤防
決壊による氾濫が多発している。かっては数年に一
度あるかないかの大災害あったが、ここ数年は毎年
のように、しかも同時期に複数個所の堤防決壊も珍
しくはない状況となっている。
ここでは、
「平成27年９月関東・東北豪雨」によ
る鬼怒川の堤防決壊を例に、主にその初動対応につ
いてまとめることとする。
記憶に残る「キーワード」を中心に留意すべきこ
とをまとめた。いざという時に対応に当たる皆様の
参考になれば幸いである。

鬼怒川の堤防は、平成27年９月９日から10日に
かけての「平成27年９月関東・東北豪雨」によっ
て10日12時50分、左岸の茨城県常総市三坂町地先
において約200mにわたって決壊した。
最初のキーワードは「線状降水帯」である。
１）線状降水帯
最近、テレビなどでも「線状降水帯」というキー
ワードを頻繁に耳にするようになった。この用語が
よく使われるようになったのは、平成26年８月豪
雨による広島市の土砂災害以降のようであるが、鬼
怒川の破堤もしかりである。
「線状降水帯」とは発達した雨雲が、線状に次々
に発生して、同じ場所に停滞する現象であり、結果、
強い雨が特定の地域に連続して降り続けることとなる。
この「線状降水帯」が河川の流域と重なった時、
想定しえないような大きな災害の発生の恐れがある
ことを肝に銘ずるべきである。
２）正常性バイアス
突然発生する地震災害と異なり、ある程度の猶予
時間があるはずの水害において、度々逃げ遅れ者の
救助が課題となる。鬼怒川においても約4,300人が
ボートやヘリコプターで救助された。
住民のほとんどの方は、鬼怒川は大丈夫という認
識を持っていた。とかく水害には「正常性バイアス」
がかかりやすいといわれているが、特にこの地域の
住民は、近傍を流れる小貝川に比してそれまで鬼怒
川での水害の発生を経験していなかったことから、

図－１
＊中村土建株式会社 技術部長

30

もり
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線状降水帯

強いバイアスがかかったものと思われる。
自治体関係者や水防関係者にもその傾向はあった
ようである。水害後に関係者に聞いてみても、小貝
川の心配はしたが、鬼怒川についての認識は希薄で
あったようである。一般住民ほどではないにせよ、
ここにも「正常性バイアス」が見られる。
自身の反省点であるが、筆者にも「正常性バイア
ス」がかかっていた。９月10日午前３時に緊急招
集の電話を自宅で受けたが、鬼怒川は大丈夫だろう
と思ったことを記憶している。急いで駆け付けた関
東地方整備局災害対策本部で見た諸々のデータで、
バイアスは完全に吹っ飛んだわけであるが。

備や移動中に行うこととし、当初は現場に近い
「道の駅さかい」に、その後は国土地理院駐車場
となった。
排水作業の序盤は待機車両も多かったが最終的
にはほとんどの車両が稼働した。

写真－２

排水ポンプ車の稼働状況

3．緊急復旧工事

写真－１

鬼怒川の氾濫状況

３）大きく構えて小さく収める
堤防決壊による氾濫という事態に際し、現場での
最優先かつ緊急の対応事項は破堤箇所の復旧および
氾濫の解消である。二つの最優先事項について、そ
の時点で考えられる最大限の対応を心掛けた。
決して戦力の逐次投入とならないよう「大きく構
える」ことを意識したわけである。
⑴ 緊急復旧工事の準備
工事に当たり最大限のリソース（人員、機械、
資材等）の確保が見込める（一社）日本建設業連
合会に対し、災害協力協定に基づく協力を要請。
会員企業19社が協力可能の意思表示。その中から、
現場条件を考慮し、最も多くのリソースを速やか
に集結可能な二社に緊急復旧工事を依頼すること
とした。
⑵ 氾濫水の排除
氾濫水の排除のための排水ポンプ車については
関東地方整備局保有のもの以外に、隣接する北陸、
中部の両地方整備局に（東北は災害対応中のため
除く）出動を依頼した。現場での稼働可能台数は
一旦無視し可能な限りの集結を目指した。
集結場所についての調整は、排水ポンプ車の準

関東地方整備局は、堤防決壊翌日の９月11日に
現地対策本部を設置した。緊急復旧工事の実施は先
に述べた建設会社が実施することとなるが、その施
工管理をはじめ、現地でのマスコミ対応や地元対応
を現地対策本部が担うこととなる。
現地対策本部は速度が最優先される緊急復旧工事
において不可欠な組織である。通常の土木工事は、
先ず地質調査や測量等の基礎的な調査を行い、その
結果を踏まえて基本設計、詳細設計を実施し、工事
に必要な図面を作る。良い工事にするためにここに
手間と予算をかけるのである。
しかし、緊急復旧工事にはその図面は存在しない。
スタート時にあったのは一枚のポンチ絵であった。

図－２

財務省との緊急協議に使用したポンチ絵
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図－３
写真－３

現地で復旧工法等を打合せ

従って、工事を進めながら必要となる設計計算を行
い、図面を起こし、その都度協議を繰り返す。
スピード重視
工事の目標工期は、消波根固めブロックや割栗石
で決壊口を塞ぐ荒締切工に一週間、同等の出水に備
える鋼矢板二重締切工に一週間の計二週間であった。
危機管理の対応はとにかく「スピード重視」だと
よく言われる。また、
「危機管理の基本は悲観的に
準備し楽観的に対処すること」とも言われる。
ここでの楽観的にの意は、色々と思いめぐらせ、
あるいは思い悩んで時間が経過することを戒め、多
少の失敗があってもスピード重視をということのよ
うである。

写真－４
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緊急復旧平面図

図－４

緊急復旧横断面図

まさに楽観的にスピード重視で対応し、上手く
いった実際のエピソードを紹介したい。
⑴ エピソード１
緊急復旧には多くのダンプが必要で、周辺の別
工事に入る予定のダンプをかき集め、現場周辺に
いったん集結させる段取りを考えた。ただしその
適地は無い。ホームセンターの大駐車場を地図で
見つけ、 夜間でホームセンターサイドと連絡が

昼夜を問わず施工する緊急復旧工事（連接ブロックによる法覆工）

災害発生！そのとき

4．おわりに

写真－５

写真－６

鋼矢板二重締切工を施工

完成した鋼矢板二重締切工

取れない中、事後承諾を得ることとしてホーム
センター駐車場を集合場所に指示。
営業時間前に駐車場の半分がダンプで埋まった
状況でようやく連絡が取れ、お詫びしをして事情
を説明したところ、了解をいただき、ホームセン
ター責任者からは激励を受けた。
⑵ エピソード２
堤内地側の決壊箇所近傍に施工ヤードの確保が
不可欠で、民有地を借地する必要があった。地権
者を調べ交渉に入ろうとするも、地権者が一時避
難をしていて連絡がつかない。やむを得ず地権者
探しと並行して施工ヤードの整地を実施。
作業中に地権者が一時帰宅し、現場にて遭遇。
事情を説明し一時借地契約に同意していただいた。

いくつかの条件が整い、何とか目標の二週間の工
期で緊急復旧工事を完了することができた。一つ目
は天候に恵まれたことで、雨はあったが現場が止ま
るような大雨が無かったことである。
二つ目は工事事故が発生しなかったことである。
24時間連続の極限状況の中での、工事関係者の集
中力に敬意を表する次第である。
三つ目は事前の準備である。緊急復旧工事には市
中ですぐに調達できない資材がいくつかある。消波
根固めブロックや二重締切用の鋼矢板がそれで、備
蓄が必要となる。防災ステーションの整備を計画的
に進め、そこでの備蓄資材をうまく活用することが
出来たと考えている。

写真－７

安倍内閣総理大臣（当時）現地視察

最後に、マスコミ対応の重要性について記してお
きたい。現地対策本部設置の翌日に内閣総理大臣の
現地視察があり、おびただしい数のマスコミが現地
に集まった。可能な限りの資料を準備してその対応
に当たった。メディアを通じて対応状況を正確に伝
えることも現場を任されたものの重要な使命である
と感じている。

【著者紹介】 堤 盛良（つつみ もりよし）
昭和31年生まれ。昭和54年中央大学理工学部土木工学科卒。主に河川関係の業務に従事。平成23年度水管理国土保全局災害対策室課長補佐。
平成27年度関東地方整備局河川部勤務時に鬼怒川の災害が発生し現地対策本部長を務める。平成29年国土交通省を退官し、（一社）関東地
域づくり協会を経て現職。
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令和４年度建設関係予算概算要求の概要
Ⅰ．国土交通省
第１

令和４年度予算概算要求の基本方針

⃝

以上の認識のもと、令和４年度予算は、「国民の安全・

安心の確保」
、
「社会経済活動の確実な回復と経済好循環の

（基本的な考え方）
我が国は、昨年来の新型コロナウイルス感染症との厳し

加速・拡大」
、
「豊かで活力ある地方創りと分散型の国づく

観光需要の減少等に伴い、関係事業者は未曾有の危機に直

メリハリを付けた要求を行うとともに、５か年加速化対策

⃝

い戦いの最中にあり、依然として続く感染拡大による交通・

り」に重点を置き、
「新たな成長推進枠」も最大限活用して、

面している。また、気候変動の影響により豪雨や大雪等の

の推進やコロナの影響に対応するための所要の経費につい

自然災害も年々激甚化・頻発化している。一方で、世界や

我が国の急速かつ大きな変化を受けた、2050年カーボン
ニュートラルの実現に向けたグリーン投資の加速、デジタ

⃝

社会資本整備は未来への投資であり、将来にわたり「真

ル技術の積極的な活用、新たなライフスタイルを見据えた

の豊かさ」を実感できる社会の構築に向けて、「総力」を

なければならない。こうした現下の状況の中、国民の命と

フラ経営」の視点に立ち、既存施設の計画的な維持管理・

リーン、デジタル、地方活性化、子供・子育てを原動力に、

の大きなプロジェクト等を戦略的かつ計画的に展開するこ

り、次の３点を柱に概算要求に取り組む。

な公共事業予算の安定的・持続的な確保を図る。

等に屈しない、強靱な国土づくりをより強力に進める必要

調な執行を確保するため、新・担い手３法も踏まえ、施工

復旧・復興を図るとともに、「防災・減災、国土強靱化の

用に配慮した適正な規模での発注等を推進する。また、新

の本格的展開や総合的な土砂災害対策の加速化・強化、線

プシステムの普及、週休２日の実現、外国人技能労働者の

等による持続可能なインフラメンテナンスの実現、地震、

えて、災害等に備え、防災体制等の拡充・強化を図る。

分散型の国づくり等の新たな時代の課題にも適切に対応し

挙げてストック効果の最大化に取り組む必要がある。
「イン

暮らしを守り抜き、未曾有の危機を克服するとともに、グ

更新を図りながら、上記の３本柱の実現に資する波及効果

ポストコロナの新たな経済社会を実現することが急務であ

とが不可欠であり、中長期的な見通しの下、必要かつ十分

⃝

第一に、激甚化・頻発化する風水害や切迫する地震災害

また、公共事業を効率的かつ円滑に実施し、引き続き順

がある。このため、東日本大震災や大規模自然災害からの

時期等の平準化や適正価格・工期での契約、地域企業の活

ための５か年加速化対策」を計画的に進める。「流域治水」

技術の導入やi-Constructionの推進、建設キャリアアッ

状降水帯等の観測・予測体制の強化、インフラ老朽化対策

受入・育成等、生産性向上や働き方改革等に取り組む。加

豪雨、豪雪等災害時における人流・物流の確保のための交
通ネットワーク整備、通学路等の交通安全対策等に取り組

第２

加えて、戦略的海上保安体制の構築等を図る。

１．国費総額

み、防災・減災が主流となる安全・安心な社会を構築する。
⃝

第二に、感染症の拡大防止を前提に社会経済活動を確実

に回復させるとともに、経済の好循環を加速・拡大させる

令和４年度予算概算要求の概要

Ⅰ．令和４年度予算概算要求額
⑴ 一般会計
（うち、
「新たな成長推進枠」


６兆9,349億円（1.18倍）
１兆5,989億円）

ため、グリーン化やデジタル化の推進、生産性の向上や国

公共事業関係費

６兆2,492億円（1.19倍）

る交通・観光の確保・維持に万全を期しつつ、ポストコロ

⃝災害復旧等

560億円（1.00倍）

際競争力の強化に取り組むことが重要である。危機に瀕す
ナを見据え、公共交通の活性化、地域経済を支える観光の
本格的な復興の実現等に取り組むとともに、我が国産業の
競争力強化等に資する社会資本の重点整備、住宅・建築物
の省エネ対策や次世代自動車の普及促進の強化等の「国土

⃝一般公共事業費

非公共事業

⃝その他施設費
⃝行政経費

⑵ 東日本大震災復興特別会計

６兆1,932億円（1.19倍）
6,857億円（1.07倍）
626億円（1.54倍）

6,230億円（1.04倍）

380億円（0.95倍）

交通グリーンチャレンジ」の実行、国土交通分野のデジタ

２．財政投融資

などを積極的に進める。

る。真の共生社会実現に向けたバリアフリー社会の形成、

○ 上記の他、下記項目については、事項要求を行い、予算編成過程で検討する。
・防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策
・盛土による災害の防止に向けた総点検を踏まえた対応
・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた地域公共交通・観光の確保・維
持等に必要な経費
・消費税率の引上げ等に伴う住宅取得に係る給付措置の取扱い
・一般会計から自動車安全特別会計への繰戻しに係る更なる増額分

マートシティ・次世代モビリティやコンパクトで歩いて暮

Ⅱ．重点項目別の要求内容

ルトランスフォーメーション、インフラシステム海外展開
⃝

第三に、ポストコロナにおける住まい方や働き方等を見

据え、豊かで活力ある地方創りを行い、これまでの東京一
極集中型から脱した分散型の国づくりを推進する必要があ
二拠点居住やワーケーションなど住生活環境の充実、ス

らせるゆとりとにぎわいあるまちづくり、孤独・孤立対策
の推進等を進める。

＊国土交通省 大臣官房 会計課 企画調整係

34

ては、予算編成過程において検討する。

（公共事業の適確な推進）

月刊建設21−11

片庭

浩輔

（参考）財投機関債総額

１兆7,634億円（0.88倍）
２兆7,892億円（0.92倍）

詳細は目次の別紙をご参照ください。
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度
額

費
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倍
率

令和４年度国土交通省関係予算概算要求総括表

Ⅰ．国土交通省関係予算概算要求事業費・国費総括表

第３

令 和 ４ 年 度
要 求 ・ 要 望 額
うち「新たな
成長推進枠」

国
前
予

費
年
算

度
額
対前年度
倍
率
考

660百万円

34,082百万円
398百万円
5,191百万円

い、予算編成過程で検討する。

4,700百万円を含み、更なる増額分については、事項要求を行

10．行政経費には、一般会計から自動車安全特別会計への繰戻し

については、事項要求を行い、予算編成過程で検討する。

９．消費税率の引上げ等に伴う住宅取得に係る給付措置の取扱い

い、予算編成過程で検討する。

観光の確保・維持等に必要な経費については、事項要求を行

８．新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた地域公共交通・

は、事項要求を行い、予算編成過程で検討する。

７．防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策について

37,978百万円がある。

６．本表のほか、東日本大震災復興特別会計（復旧・復興）

上分として28,116百万円がある。

５．本表のほか、令和３年９月１日設置予定のデジタル庁一括計

81,887百万円がある。

４．本表のほか、委託者の負担に基づいて行う附帯・受託工事費

である。

社会資本整備円滑化地籍整備事業費

防災・減災対策等強化事業推進費
官民連携基盤整備推進調査費
北海道特定特別総合開発事業推進費

３．推進費等の内訳は、

額は7兆1,249億円である。

省計上の他省庁関係分等を含んだ国土交通省所管の要求・要望

２．本表から、内閣府計上の国土交通省関係分を除き、国土交通

交通省関係予算の概算要求総括表である。

奄美群島振興開発予算等のうち、他省庁関係分を含まない国土

分を含み、国土交通省計上の北海道開発予算、離島振興予算、

１．本表は、内閣府計上の沖縄振興予算のうち、国土交通省関係

備

（単位：百万円）

第４

公共事業予算の一括計上

◦北海道総合開発、離島振興、奄美群島振興開発の推進
北海道、離島及び奄美群島において、地域の総合開発等の推進を図るため、国土交通省においては、これらの地域に係る公共

事業予算について、農林水産省関係等を含めて予算の一括計上を行っている。

（単位：百万円）

令和４年度要求・要望額
区分
北海道

対前年度
倍
率

離島

対前年度
倍
率

奄美

対前年度
倍
率

国土交通省関係
一般公共事業
災害復旧等

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

公共事業関係計
農林水産省関係
一般公共事業
災害復旧等
公共事業関係計
厚生労働省関係
環境省関係
合

計
一般公共事業
災害復旧等
公共事業関係計

※１ 本表のほか、令和３年９月１日設置予定のデジタル庁一括計上分として1,837百万円がある。
※２ 防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策については、事項要求を行い、予算編成過程で
検討する。

36

月刊建設21−11

Ⅱ．水産庁（水産基盤整備・漁港海岸・災害復旧）
1．水産基盤整備事業

・漁村における生活環境改善対策や、漁港にお
ける就労環境改善対策。

１）概算要求の概要
水産基盤整備事業の令和４年度概算要求について
は、次期漁港漁場整備長期計画（令和４年〜令和８

３）新規・拡充事項等
⃝ 拠点漁港の流通機能高度化・輸出促進対策
（拡充）

年）の初年度として、
「グリーン社会の実現」、「日
本全体を元気にする活力ある地方創り」、「防災・減

流通機能の高度化や輸出促進のため、拠点的

災、 国 土 強 靱 化 」 等 の 推 進 に 必 要 な 予 算 と し て

な漁港において、漁港全体の総合利用・運営計

85,967百万円（対前年度比1.18。デジタル庁計上

画の策定、既存施設や漁港施設用地の再編・整序、

の政府情報システムを含む。）を要求している。

共同利用施設の整備等の一体的な実施を推進。
⃝ 養殖生産拠点における一体的な施設整備（拡充）

この他、水産基盤の整備について、農山漁村地域
整備交付金（94,045百万円の内数）を要求している。

養殖業の成長産業化に向け、養殖の生産拠点

なお、
「防災・減災、国土強靱化のための５か年

において、放流種苗の海水馴致を行うための取

加速化対策」に係る経費や「総合的なTPP等関連

水施設や、消費地のニーズに合致した加工等を

政策大綱」を踏まえた農林水産分野における経費に

行うための荷さばき所、共同加工施設等の整備

ついては、予算編成過程で検討する。

を推進。
⃝

栽培漁業と連携した漁場整備の展開（拡充）
資源回復・増大促進のため、水産生物の棲み

２）施策の重点化と主な内容
次期漁港漁場整備長期計画を見据えつつ、水産業

処となる魚礁・増殖場の再生や、増殖効果を高

の成長産業化を実現していくために、以下の課題に

めるための水産環境整備マスタープラン対象種

重点的に取り組む。

の種苗生産施設の整備を推進。

⃝

水産業の成長産業化に向けた拠点機能強化

⃝

・世界的な水産物需要の高まりや漁船の大型化

（拡充）

などに対応するための流通機能の再編・強化

地震・津波・高潮等の災害による人命・財産

と輸出促進対策、漁船の大型化に対応した泊

の防護や地域水産業の機能不全の最小化を図る

地・岸壁の整備等。

ため、荷さばき所等の漁港の機能施設の用地嵩

・静穏水域の創出による養殖場等の大規模化や、

上げや胸壁等の整備を含めた総合的な防災・減

沖合・陸域の一体的整備による養殖生産拠点

災対策を推進。

の形成。
⃝

水産振興地域における防災・減災対策の推進

⃝

持続可能な漁業生産を確保するための漁場生

漁港施設の予防保全対策の推進によるライフ

サイクルコスト低減（拡充）

産力の強化、漁港施設の強靱化・長寿命化

ライフサイクルコストの低減を図るため、地

・水産資源の回復・増大と豊かな生態系の維持・

方公共団体等による日常点検の実施を前提とし

回復のための水産生物の生活史に対応した水

て、より詳細な点検の実施や、これに基づく機

産環境整備や漁場の再生対策。

能保全計画の見直しを推進。

・大規模地震・津波や激甚化する台風・低気圧

⃝

災害に対応するための岸壁等漁港施設の強化

持続可能な水産物生産体制の構築に向けた水

産基盤整備事業の展開（拡充）

対策、避難施設等の漁村インフラの整備及び

漁業生産活動から排出されるCO2の削減や、

漁港施設の戦略的な長寿命化対策。

CO2固定効果が期待される藻場・干潟の整備

⃝ 漁村の活性化と漁港利用促進のための環境整備

促進のため、漁船や冷凍トラックへの電力供給

・既存漁港施設の改良・除却等を通じた漁港の

設備の整備や、藻場・干潟の効果的な整備を可

有効活用や、漁港における海業・増養殖など

能とする広域調査・モニタリングを推進。

の事業活動を促進する環境整備。
＊水産庁
計画課
事業班 広域整備係長
〃
防災漁村課 防災・海岸班 海岸係長
〃
〃
水産施設災害対策室 災害調整班 災害復旧企画係長

浜辺
平良
辻

隆博
将悟
廣志
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2．漁港海岸事業
漁港海岸事業については、漁業地域における国土

漁港関係災害復旧等事業の令和４年度概算要求は、

保全を目的として、高潮、津波、波浪及び侵食によ

令和２年〜令和４年の３ヵ年の発生災害の災害復旧

る被害から海岸を防護するために必要な額として、

事業及び災害関連事業を所定の復旧進度まで復旧す

2,853百万円（対前年度比1.16）を要求している。

るための所要額として1,147百万円を要求している。

この他、海岸保全施設の整備について、農山漁村
地域整備交付金（94,045百万円の内数）を要求し
ている。

38

3．漁港関係災害復旧等事業

月刊建設21−11

災害査定の留意点

災害復旧事業の査定事例（15）

〜橋梁災害の留意点②（採択の適用範囲①）〜
国土交通省 水管理・国土保全局 防災課
1．はじめに
災害復旧事業の原則は、施設を原形に復旧（原形
に復旧する事が不可能な場合において従前の効用を
復旧するための施設とすることを含む）することで
あるが、原形に復旧する事が著しく困難又は不適当
な場合においては、これに代わるべき必要な施設と
することを目的とするものについても災害復旧事業
（表－１）とみなしています。この考え方は、橋梁
災においても適用されますので、今回は、前回に引
き続き「橋梁災害の留意点」と題して、橋梁災にお
ける公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（以下、
「負担法」という。
）上の適用条件などについて説
明していきます。
表−１

災害復旧事業の適用範囲

2．復旧設計の考え方
負担法における橋梁の復旧設計の基本は、被災し
ていない橋脚や上部工を、極力再利用することと
なっており、復旧設計の前提条件として「橋梁全体
を架替える場合」と「未被災部分を活用して復旧す
る場合」いわゆる「全橋被災」と「部分被災」に分
けられ、復旧の考え方が異なります。
①全橋被災
基本的に原形復旧となり、幅員、橋長ともに従
前の機能を復旧するものとなりますが、現行基準
に適合した復旧※１※２が可能となります。ただし、
原形復旧困難又は原形復旧不適当な場合には、延
長等を長くするなどの場合もあります。

なお、全橋被災の場合は、最新の道路構造令や
技術指針等を用いて設計を行うことができます。

※１ 耐震設計により落橋防止システムが必要であれ
ば、従前施設に無くとも設置できる。
※２ 旧道路橋示方書の荷重（TL−14）で設計・建
設されている橋梁の復旧設計においては、現道路
橋示方書に規定されているA活荷重での復旧が原
則となる。

②部分被災
原形復旧を原則とし、幅員・活荷重・その他設
計基準も現橋梁の設計当時のものを使用すること
となります。
災害復旧事業における技術基準の扱いについて
は、道路構造令などの技術基準を全く適用しては
いけないという事ではなく、できるだけ合致した
形で検討することが望ましく、必要に応じて災害
関連事業による方法を検討することも重要となり
ます。
従って管理者が、被災原因や被災橋梁の構造・
規格などを勘案し、再度災害防止のため「部分復
旧」に加えて耐震の補強、径間長、桁下高の見直
しなどを加味し架替えを行うなど「改良復旧事業」
を活用して復旧する場合も多々あります。

3．採択の適用条件
橋梁災の適用条件に関しては、負担法上の規定が
数多く定められており、その条件は複雑なところが
あります。
そこで今回は、「幅員の適用条件」「原形復旧不可
能」「原形復旧困難」について説明します。
１）幅員の適用範囲
道路被災では総幅員が２mに満たない道路は、小
規模施設として採択の適用除外となっていますが、
橋梁被災では、橋梁総幅員が２m未満であっても幅
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災害査定の留意点
員1.5m以上ある場合において、当該橋梁の前後道
路の総幅員が２m以上あるときは災害復旧事業によ
り現況幅員で復旧を行うことができます（図－１）。
橋梁の幅員 Ｗ

地覆内側

高欄内側

図－２

幅員が

～

の橋梁の採択

以上

以上

図−１

以上

橋梁幅員の採択基準

また、全橋を復旧する場合においては、橋梁に接
続する前後道路の幅員が拡幅されている場合には、
橋梁幅員を拡幅して復旧（要綱第３・
（二）
・ル適用）
することができます。
例えば、当該被災施設の前後・上下流がいずれも
改修済みであり、当該改修済の施設の位置、規模、
構造等に合わせて復旧した場合に一連施設の効用が
増大される場合となります（社会通念上不適当であ
ると解される）
。
なお、復旧幅員については、道路の種別、橋長、
前後の道路の幅員により、表－２のとおり定められ
ていますので留意が必要です。
表－２

橋梁の幅員一覧表

２）原形復旧不可能（要綱第２・２・（一）・イ）
原形復旧不可能とは、図－２の様に地形・地盤の
変動や図－３の様に河床の変動によって、原形復旧
では従前機能を回復させることが出来ない（技術的
に不可能な）場合をいい、その復旧工法としては、
「同じ位置で、形状寸法の変更及び材質を変更」し
て復旧し、従前の効用を回復させるというものです。
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橋梁の延長増加

図－３

基礎工法の変更

３）原形復旧困難（要綱第３・（一）・イ）
次に原形復旧困難とは、原形復旧（不可能含む）
することは可能であるが、図－４のように旧橋地点
において崩壊対策を実施し架橋することは技術的に
著しく困難又は高価になることから、新橋地点に位
置を変えて復旧するものとなります。復旧工法とし
ては、位置若しくは法線を変更すると共に形状若し
くは寸法を変更し、それに伴う材質変更するなどし
て復旧し、従前の効用を回復させるというものです。

図－４

橋梁位置の変更

4．おわりに
被災調査結果から「全橋被災」なのか「部分被災」
なのかを把握することが、その後の検討及び設計に
反映することとなりますので、この被災程度の見極
めが重要となります。また、橋梁本体の被災状況の
ほか、地形・地盤の変状や周辺環境などの変化を十
分に把握し、被災の要因を特定することも重要とな
ります。
こうした被災程度と被災メカニズムを把握した上
で、復旧計画を立案していくことが必要不可欠とな
ります。
今回は、「復旧設計の考え方」と「原形復旧不可
能及び困難の事例」について紹介しました。次回は、
「原形復旧不適当」による復旧の適用条件について
紹介し、今後実際の査定事例についても紹介してい
きたいと思います。

諸外国のインフラ情報
−米国の最近のインフラ政策−

米国の2021年度の年度末を控えた
インフラ出資計画に対する政権と
連邦議会の協議とその後の動き
ます

くら

益 倉
会計年度末を控えた９月末において、包括的な
1.2兆ドルのインフラ投資計画は、８月初めに上院
を通過し、下院で審議中であったが、大統領が提案
したメディケア拡張などを含む「社会的な」3.5兆
ドルの予算案への対応による混乱により、この時点
までには、解決されず、2021年度の期限の９月30
日では、予算継続決議（Continuing Resolution）
の形で、暫定予算のみが成立した。
しかし、年度末までの成立が望まれた2022年度
の本予算を含む多くの事項が積み残しのまま残され
たままになった。９月末までの１年間の暫定延長で
乗り切られてきた、ハイウエイと公共交通の財源で
あるハイウエイトラストファンドの不足分への資金
提供を再認可する法案は成立せず、資金不足の恐れ
が発生していたが、この部分だけが暫定案として切
り離され、上下院を通過後の10月２日に大統領の
サインにより成立し当面の資金不足は避けられた。
連邦の債務限度を中断する措置については、下院
は９月21日にこれを暫定予算案に含めて承認して
いたが、上院で共和党の反対のため行き詰り、最終
的にこの部分を除外した暫定予算になった。
以下に、算定予算の内容と他の法案の状況の報道
を紹介する。

1．2022年度の暫定予算の成立
2021年度末の９月30日に、2022年度の支出パッ
ケージを予算継続決議（Continuing Resolution）
の形で連邦議会が承認し、大統領のサインにより成
立した。
これには建設事業を含めて、連邦機関の閉鎖を一
時的に回避し、州に対する今年のハリケーンIdaな
どの自然災害からの復旧と再建を手助けするための

かつ

しげ

克 成＊

緊急資金の286億ドルの提供が含まれている。
上院が65対35票で承認した後に、下院が期限切
れの数時間前に254対175票で承認し、その後に大
統領がサインし暫定予算が成立した。これにより連
邦政府機能の停止の最悪の事態だけは回避された。
この中に含まれている災害後の緊急的な援助にお
ける286億ドルから米国陸軍工兵隊の土木事業が
57億ドルを受け取る予定である。その中で、30億
ドルは、工兵隊の洪水に対する被害縮小事業の建設
を早めるために使われる。30億ドルの半分は本年
９〜10月のハリケーンIdaによる大災害の宣言を受
けた州に割り当てられる。
また、連邦ハイウェイ管理局の非常時の救済プロ
グラムのための26億ドルを含んでいる。
さらに、新しい施策として、2020年と2021年に
起こった災害からの復旧を実施する住宅及び都市開
発省の地域開発政府補助金のための50億ドルが含
まれている。それらの補助金は、景気回復と災害緩
和の仕事のために使うこともできる。
しかし、年度末までの成立が望まれた多くの事項
が積み残しのまま残されたままになった。
９月末までの１年間の暫定延長で乗り切られてき
たハイウエイと公共交通の財源であるハイウエイト
ラストファンドの不足分に資金提供する再認可の法
案は1.2兆ドルのインフラ法案に当初は含まれてい
たが、10月２日にこの部分だけが暫定的に成立し、
当面の資金不足は解消された。
1.2兆ドルのインフラ法案は、超党派で上院が承
認し、下院で審議中であったが、大統領が並行して
提案したメディケア拡張などの3.5兆ドルの予算案
の同時の通過を民主党の革新派の議員が主張し、下
院議長が総額と内容の見直しを言及していたが、単

＊一般財団法人 近畿地域づくり研究所 上席研究員
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独の承認に反対したため行き詰ったままになった。
この3.5兆ドルの予算案については、枠組みを上
院が民主党の単独で承認し、下院の委員会で、法制
化の検討中のままである。
［参考記事］Engineering News-Record
（tiered subscription model）（9/30）
https://www.enr.com/articles/52556-congressvotes-to-avert-shutdown-adds-29b-for-post-disasterrebuilds?oly_enc_id=3970I1184045D5H

2．ハイウエイトラストファンドに出資する
法案の暫定的な再認可
残 さ れ た 懸 案 事 項 の 内、 ハ イ ウ エ イ ト ラ ス ト
ファンドに出資するための法制度を10月31日まで、
30日間暫定的に延長することを上下院が承認し10
月２日の大統領のサインによる成立により当面の混
乱が避けられた。この措置は上記のとおり、当初に
1.2兆ドルのインフラ法案に５年間の本格的延長と
して含まれていたが、上院が超党派で承認していた
法案が、民主党内の穏健派と革新派の争いにより下
院の承認を得ることに失敗したため、ハイウエイと
公共交通への出資が不能になり、連邦交通省が業務
停止に陥るなどの混乱が生じていた。ハイウエイな
どへの出資は民主党も共和党も大部分の議員が賛同
しているため、代案としてこの部分だけを抜き出し
て早期に妥協が成立したものである。
これにより、3,000人以上の連邦交通省の職員の
出勤停止は10月１日のみに留まった。
業界のグループは、出資のカットが延長されなかっ
たことを歓迎しているが、より広範な1.2兆ドルのインフ
ラパッケージ（Infrastructure Investment and Jobs
Act（すなわちIIJA）の承認が延期に直面している
ことに不満を表明している。
行き詰まりの原因は上記の通り、このインフラ
パッケージとバイデン大統領の3.5兆ドルの「Build
Back Better」の枠組み（大部分が教育、医療、お
よび気候変動などの社会政策問題に対応している）
との間の関連についての民主党議員の間での党内の
争いである。
穏健派の民主党員はIIJAのみの採決に賛成してい
るが、社会政策の枠組みが最優先事項である革新的
な民主党員は２つの法案を一緒に動かすことを望ん
で、インフラパッケージの単独の採決に反対している。
下院議長ナンシーPelosi（民主党、カリフォルニ
ア州選出）は、下院本会議でのインフラ法案の投票
を９月27日に行うことを８月に表明したが、後に
日付を９月30日に移動させて、さらに、通過が困
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難とみなして議場から法案を取り下げていた。
［参考記事］National Public Radio（10/2）
https://www.npr.org/2021/10/02/1042686970/
dot-furloughs-house-infrastructure-billtransportation

3．3.5兆ドルのより広範な社会的な法案に関
する動き
１） より広範な社会的な3.5兆ドルの法案の通過を
求めるバイデン大統領の表明
８月にバイデン大統領が提案し、上院が枠組みを
承認したメディケアの拡張などの３兆5,000億ドル
の「build back better」の法案は、上院と下院の
民主党に対し、この時点で９月15日までに法案化
を行うことを大統領が求めた。
［参考記事］ENR.COM 2021/9/7
https://www.enr.com/external_headlines/
story?region=&story_id=qS8QKbeInWM_NdRtXvl
a6EvHo0Ww4hJ0CV4Bsj8T0Z53KSapeEJA9xXM60jrat3Lm
63JwGCD4--P6KGJfBId4aNox2WQ-iSegvIlw7VmqvRM6Gk
tclksQ6W1A1lHjXFej-5oidfJ4664p1xyYL1BLjszUqcfL6Tg5j
xeURDhSHs*&images_premium=1&define_caption=1

２）下院の民主党による計画の検討の開始
有給の家族と医療の休暇を提供し、気候変化を緩
和し、教育を支えるための内容について、５つの下
院の委員会が管轄部分について検討を行っている。
過半数の余裕が少ない状況で、対共和党だけでなく、
民主党内の革新派と穏健派の対立にも直面している
状況である。
［参考記事］ENR.COM 2021/9/9
https://www.enr.com/external_headlines/
story?region=&story_id=NaOpt_ZSwLCSDsq0QtjI
K2U8oc9wOIbTpGF09gc5pGJkn3jqcrSScPO3H8aoVL3ttgC
IMxM0cj6Spgk79JNu3mPhKj-uFA1MKsgHu-CbcfYn7z6Kiy
BMCQnfH69C_9x7rr2NhC8OQQWj8Tul1ShD9AlLiQ9pHE8k89KNSGwHQ8*&images_premium=1&define_
caption=1&oly_enc_id=3970I1184045D5H

３）予算案の中のインフラ投資への配分
下院交通及びインフラ委員会で検討中の3.5兆ド
ルの計画の法制化において、公共交通、ハイウエイ、
排水処理、建築を含む400億ドル以上のインフラス
トラクチャー出資が承認され、201億5,000万ドル
が鉄道、公共交通に向けられることが検討中と公表
された。
［参考記事］Engineering News-Record
（tiered subscription model）（9/15）
https://www.enr.com/articles/52410-house-panelclears-40b-for-infrastructure-in-emerging-budgetpackage

「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（２）
ひら

た

りょう
＊

平 田

6．施設整備による土砂災害対策

遼

る必要があります。

土砂災害を防止するための対策は、大きくハード

土石流や流木による被害を防止するための対策施

対策とソフト対策に分けられます。ここではハード

設には、土石流や流木の発生そのものを抑制するも

対策に焦点をあて、砂防関係事業で整備される土砂

のや、発生した土石流や流木を捕捉、堆積させるも

災害を防ぐための施設の種類や目的、整備の考え方

の、導流するものなどがあり、対策を実施する地域

を紹介します。砂防関係事業による施設整備は、砂

の状況、施設設置位置において想定される土砂移動

防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災

形態等に応じて、適切な対策施設を選択する必要が

害の防止に関する法律、及び地方財政法に基づいて

あります（図−１、２）。

行われます。土石流や土砂・洪水氾濫、地すべり、
急傾斜地の崩壊（がけ崩れ）などの対策の対象とす
る土砂移動現象と目的に応じて、砂防堰堤工、遊砂
地工、地下水排除工、杭工、アンカー工、法枠工、
待受式擁壁工などの施設が整備されます。
対象とする土砂移動現象と、土地利用の状況や地
域の特性を踏まえ、適切な対策施設を整備し、地域
の土砂災害に対する安全度を向上させることが重要
です。
１）土石流対策
土石流は、山腹斜面や渓床の土砂が豪雨等に伴っ
て一気に下流へと流下するものです。その流れの速
さは規模等によって異なりますが、時速20〜40㎞
という速度で流下し、一瞬のうちに人家等を壊滅さ

図−１

土石流・流木対策施設の種類１）

せることがあります。土石流は主に土砂や石礫、水
で構成されますが、斜面崩壊に起因する場合や、土
石流が流下する渓岸に樹木が生育している場合には、
多量の流木が混じることもあります。そのため、土
石流の対策を行う際には流木への対策も同時に考え
＊国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 保全課 土砂災害対策室 課長補佐
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図−２

土砂移動の形態の渓床勾配による目安１）

様々な種類の土石流・流木対策施設の中で、土石

図−３

透過型砂防堰堤が土石流をとらえる働き

流、流木への対策として最も一般的に用いられるも

によって川底や川岸の土砂が侵食され、その土砂が

のは、砂防堰堤です。

下流へ運搬されます。このような場所に不透過型砂

砂防堰堤には、透過型砂防堰堤と不透過型砂防堰

防堰堤を整備すると、砂防堰堤に土砂が貯まること

堤の２種類があります。土石流対策として整備され

によって川底や川岸の侵食を抑えるとともに、渓流

る透過型砂防堰堤は、土石流に含まれる土砂等と水

の勾配がゆるくなることや渓流の幅が広がることで

とを透過部分で分離し、効率的に土砂等を捕捉する

水の流速が落ち、土砂を侵食したり運搬したりする

ことを期待して整備されるもので、土石流が流下、

水の力を弱めることができます。この働きにより、

堆積する区間に設置されます（写真−１）
。

土石流の発生を抑制します。
一方、渓流の下流域で勾配が比較的緩くなると、
上流や中流から水に運ばれてきた土砂が堆積します。
このような場所に不透過型砂防堰堤を整備すると、
その上流側では、堆積した土砂により渓流の勾配が
さらに緩やかになるとともに、渓流の幅が広がりま
す。この空間で上流から流れてきた土石流を捕捉、
堆積させます。なお、不透過型砂防堰堤には普段か
ら次第に土砂が堆積していくため、定期的に土砂の
堆積状況を確認し、必要であれば土石流に備えて土

写真−１

透過型砂防堰堤（鋼製）

また、不透過型砂防堰堤では土石流とともに流下

透過型砂防堰堤では、普段渓流を流れている土砂

してくる流木を十分捕捉できない事例が確認されて

や中小規模の出水時の土砂は堆積せずに下流に流下

います。流木の発生が想定される渓流では、不透過

することから、土石流が発生した際に効果的に土砂

型砂防堰堤とは別に、流木を捕捉するための施設を

等を捕捉することができます。また、流木の捕捉に

整備する必要があります（写真−２）。

も効果的です。透過型砂防堰堤が土砂等や流木を捕

渓流の下流域に整備された不透過型砂防堰堤が土

捉した後には、再びの土石流発生に備え、これらを

石流や流木を捕捉した後には、透過型砂防堰堤と同

取り除く必要があります（図−３）
。

様、再びの土石流発生に備え、土石や流木を取り除

不透過型砂防堰堤は、設置される場所に応じてそ
のはたらきが異なります。
渓流の上・中流域では勾配が急なため、水の働き
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砂を取り除く必要があります。

月刊建設21−11

く必要があります（図−４）。

土砂・洪水氾濫による被害を防止するためには、
計画規模の土砂移動現象が発生しうる一連の降雨に
よる土砂・洪水氾濫によって、被害が生じるおそれ
のある扇状地、谷底平野、沖積平野等に位置する保
全対象を抽出・設定し、有害な土砂を合理的かつ効
果的に処理するための土砂処理計画を策定する必要
があります。土砂処理計画は、生産土砂量の調査、
流出解析、河床変動計算、氾濫解析に基づき策定す
ることが基本とされており２）、砂防堰堤や遊砂地な
どの整備による保全対象への影響、効果を評価した
写真−２

不透過型砂防堰堤と流木捕捉工

上で、具体の施設配置を定めます。土砂・洪水氾濫
対策では、主に砂防堰堤や遊砂地等の整備が行われ
ます（写真−４）。

図−４

不透過型砂防堰堤が土石流をとらえる働き

２）土砂・洪水氾濫対策

写真−４

遊砂地の例

３）地すべり対策

土砂・洪水氾濫とは、豪雨により上流域から流出

地すべりとは斜面の一部あるいは全部が地下水の

した多量の土砂が谷出口より下流の河道で堆積する

影響と重力によってゆっくりと斜面下方に移動する

ことにより、河床上昇・河道埋塞が引き起こされ、

現象のことをいいます。一般的に移動土塊量が大き

土砂と泥水の氾濫が発生する現象です。土砂・洪水

いため、甚大な被害を及ぼします。また、一旦動き

氾濫では、土砂とともに上流域から流出した流木が

出すとこれを完全に停止させることは非常に困難で

氾濫する場合もあります（写真−３）
。

す。地すべりは特定の地質又は地質構造の所に多く
発生することや、地下水による影響を強く受けるこ
とが知られていますが、様々な要因（地形、地質、
地質構造、降雨、人為など）が組み合わさって発生
します。そのため、地すべり対策工の種類も多岐に
わたっています。 地すべり対策工は、大きく分類
すると抑制工と抑止工に分けられます。抑制工は地
すべりの誘因となる自然的条件（地形、地下水など）
を低減あるいは除去することを目的とし、抑止工は

写真−３

平成29年７月九州北部豪雨により発生した
土砂・洪水氾濫と流木（福岡県）

構造物により地すべりの運動を停止させ、安全度を
高めることを目的とするものです。一般には、自然
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条件を変化させて地すべり運動を生じ難くする抑制
工が優先的に計画され、更に必要な場合に抑止工が
計画されます。

⑴ 抑制工
地すべり対策の抑制工には、地下水排除工や排
土工、押え盛土工などがあります。

地すべり対策の実施にあたっては、事前に地すべ

地下水排除工は、地すべりの原因となる地下水

り調査・解析を行い、それぞれの地すべりの現象（地

を地すべり地から排除するための工法です。横

形、地質、ブロックの位置、規模、滑動状況等）と

ボーリング工は、浅い地層の地下水やすべり面付

事業効果（保全対象の重要度、想定される被害の程

近に分布する地下水をを排除する際に用いられま

度、工法の経済性等）について検討します。この調

す（図−７、写真−５）。地表からボーリングマ

査結果を踏まえ、地すべり防止施設の整備による

シンによって地下水が集中している部分に向け横

ハード対策の内容を地すべり防止計画において定め

向き（自然排水のためにやや上に向ける）に削孔

ます。地すべり防止計画では、地すべり運動ブロッ

し、集水管（多数の穴を開けた管）を孔内に設置

ク毎に計画安全率を定めます。一般的な地すべり防

して地下水を排水します。

止工事としては、現在の滑動状況に応じて現況安全
率を0.95〜1.00に仮定し、地すべり発生・運動機
構や保全対象の重要度、想定される被害の程度等を
総合的に考慮して計画安全率を1.10〜1.20に設定
します。また、応急対策などで当面の安全確保を図
る場合であっても計画安全率1.05以上を設定する
ものとされています。なお、ここで述べている安全
率は、地すべり防止工事の量を決定するために用い
られるものであり、工事後の斜面の安定性を示すも
２）
のではないことに留意する必要があります。

図−７

横ボーリング工のイメージ（投影）

地すべり対策工のイメージを図−５に、工法の分
類を図−６に示します。

写真−５

横ボーリング工の排水部

より深い位置の地下水を排除する必要がある場
合、地表からの横ボーリングでは延長が長くなっ
てしまうことがあります。このような場合には、
地中から集水ボーリングを行う必要があります。
図−５

そのための工法として、地すべり地の比較的安定

地すべり対策工のイメージ

した地盤内に井戸を設置して井戸の中から集水
ボーリングを行う集水井工や、すべり面より深い
位置の安定した基盤岩内にトンネルを設置し、
トンネル内から集水ボーリングを行う排水トンネ
ル工があります。

図−６
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地すべり対策工の工法の分類

３）

排土工は、地すべりの頭部を中心に切土を行い、

地すべりを滑らせる方向に働く地すべり土塊の重

入し、基盤内に定着させた鋼材の引張強さを利用

さを減らし、斜面の安定を図る工法です。排土を

して斜面を安定化させる工法です。

行う場合には、排土を行う箇所の上部斜面の安定
性等に十分注意する必要があります。

４）急傾斜地崩壊（がけ崩れ）対策
がけ崩れとは、雨や地震などの影響によって土の

押え盛土工は、地すべり斜面の末端部に盛土を

抵抗力が弱まり、急激に斜面が崩れ落ちることをい

行うことにより、盛土の重さによって地すべりの

います。がけ崩れは突然起きるため、人家の近くで

滑動力に抵抗する力を増やす工法です。盛土を行

起きると甚大な被害を瞬時にもたらすことがあります。

う箇所の地盤の安定性に注意する必要があります。

がけ崩れはその殆どが傾斜30度以上の斜面で発
生し、生じたがけ崩れの９割程度は、その崩壊の深

⑵ 抑止工
抑止工には、杭工、シャフト工、アンカー工等
があります（写真−６、７）
。
杭工は、鋼管杭等を、すべり面を貫いて不動土
塊まで挿入することによってせん断抵抗力や曲げ
抵抗力を付加し、地すべり移動土塊の滑動力に対
して直接抵抗する工法です。

さは２m以内となっています。また、地すべりと異
なり、地質に関わらず発生することや、大雨に伴っ
て発生するがけ崩れは、降雨の強度に強く影響され
ることが知られています。
がけ崩れ対策として設置する急傾斜地崩壊防止施
設は、その機能の違いから、主に、斜面に対して実

シャフト工は、立坑に鉄筋コンクリートを充填

施する斜面の崩壊又は滑動の抑制を図る工法および

し、シャフトの抵抗力で地すべり移動土塊の滑動

斜面の崩壊又は滑動の抑止を図る工法、斜面下部で

力に対抗するものであり、地すべりの滑動力が大

実施する崩壊土砂の保全対象への到達の防止を図る

きく、杭工では十分な安全率が確保できない場合

工法に分類されます。これらの工法を斜面の形状や

に計画されます。

地質、斜面周辺の土地利用状況等に応じて適切に選

アンカー工は、斜面から不動地盤に鋼材等を挿

定します（図−８）。
また、これらの工法に加えて落石対策が実施され
る場合もあります。

写真−６

鋼管杭工の例

図−８

がけ崩れ対策工法の分類３）

中でも、がけ崩れ対策として多く採用されるのが、
法枠工と擁壁工です。
法枠工は、安定性に不安のあるのり面に現場打ち
コンクリートや吹付モルタル、プレキャスト部材に
よって枠を組み、その内部を植生、コンクリート張
工等で被覆することで、のり面の風化、侵食を防止
するとともに、のり面表層の崩壊を抑制することを
４）
目的としています。

法枠工を施工する場合、景観づくりの観点から、
写真−７

アンカー工の例

枠内の方形に種子を混ぜた土（厚層基材）を20㎝
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基礎から学ぶインフラ講座
程度詰めることが多くあります。最近では使用する
種子は外来種を避けて地域の在来種を用いたり、あ
るいは、自然の発芽や植生の活着を期待したりします。

7．おわりに
全国各地で整備された砂防関係施設は、豪雨や地
震等による土砂移動発生時にその効果を発揮し、多
くの人命や資産等を土砂災害から守ってきました。
これまでの砂防関係事業による施設整備の効果事例
は、国土交通省砂防部のHPに掲載しています。是
非一度ご覧ください。
本稿では、砂防関係事業において土砂災害対策と
して用いられる基本的な施設やその目的等を紹介し
てきました。
土砂災害対策施設の整備は、地域を土砂災害の脅

写真−８

法枠工

擁壁工は、斜面下部の安定や、斜面上部からの崩

威から守ることを目的として実施されるものです。
一方、こうした施設の整備は一般的に豊かな自然環
境に囲まれた地域等で行われることが多いことから、

壊を斜面下部で待ち受けて被害を防止するなどの目

事業の実施に際しては自然環境や景観にも十分配慮

的で設置されます。擁壁工には、石積・ブロック積

して行う必要があります。

擁壁や重力式擁壁、もたれ擁壁などがあり、地山や

全国には、砂防関係事業の実施に際し、自然環境

基礎地盤の状況等に応じて使い分けられています。

や景観に配慮した施設構造としたり、公園との一体

また、待受式コンクリート擁壁は、構造的には重力

的な施設整備を行ったりしたこと等により、良好な

式擁壁と同じですが、崩壊土砂を擁壁背面に設けた

環境、景観の形成や親水空間の確保等に大きく寄与

ポケットで受け止め、人家等へ被害を及ぼさないよ

している事例が数多くあります。

うにするために整備されるもので、地山の切土を行

砂防関係事業を実施する際には、土砂災害に対す

うことなく施設を設置することができる利点があり

る地域の安全性を向上させるだけではなく、様々な

ます。 なお、急傾斜地は一般に勾配が急で斜面の

創意工夫により、地域の魅力を更に高めるような取

長さが長いため、崩壊を擁壁のみで防止できる場合

り組みが併せて行われることを期待します。

４）

は少なく、他の工法と併用する場合の基礎として設
計されることも多くあります。

写真−９
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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

“ 全建ながの ” の未来を育む組織の充実に向けて
〜全建未入会者（建築技術職員）へのアプローチ〜
せき

関
1．はじめに
長野県建設技術協会は、昭和21年に発足して以
来75年余りの間、諸先輩方からの伝統を引継ぎ、
数々の活動を展開し、建設技術公務員の地位を築い
てきた。発足当時238名であった会員数は、令和３
年６月現在で900名となっている。
会員数は、平成10年をピークに、新規職員採用
の減少や退職者の増加等もあり、年々減少してきた
が、令和元年度から会員数が増加に転じた。
その大きな理由の一つが、多くの建築技術職員を
全建会員の仲間に加えたことにある。他の地方協会
では、建築技術職員が会員になっているところもあ
ると思われるが、当協会の会員は、ほとんどを土木
技術職員が占めていた。本稿では、建築技術職員の
入会へのアプローチや、その後の成果等について紹
介する。

たか

ゆき

貴 幸＊

これまで市町村職員等に「あなたも全建の仲間に
なりませんか？」と題したチラシ等により、県内外
の研修、月刊「建設」の配布、独自の研修会などに
対する助成金や資格取得祝い金の支給、会員特有の
損害賠償責任保険などを説明し入会を促してきた。
しかし、会員数の維持が精一杯であり、今後の退職
者の増加等による会員数の一層の減少が懸念されて
いた。
また、激甚化・頻発化する災害への対応、インフ
ラ老朽化対策、住民への説明等の業務が増大し、技
術公務員を取り巻く環境（人員不足、技術力向上、
技術の継承、技術研鑽の機会喪失など）は益々厳し
い状況にある。これら課題に対する一助として、全
建の果たすべき役割は大きいと思われる。そこで、
魅力ある協会、更なる組織の充実に向け会員の拡充
を図った。

2．会員数の推移と課題
当協会は、長野県建設技術関係者の技術水準及び
地位の向上を図り、もって建設事業の合理化と進歩
発展に寄与するとともに、会員相互の親睦を図るこ
と を 目 的 と し て 活 動 し、 長 野 県、 県 下17市 町、
（公財）長野県建設技術センター、長野県道路公社、
長野県下水道公社等、土木系技術職員を中心とした
会員で構成されていた。
会員数は、平成10年の1,454名をピークに年々減
少し、平成30年には829名と、ピーク時の６割弱
になっていた（図－１）
。

会員数（人）
図－１

長野県建設技術協会会員数の推移

＊長野県 建設部 建設政策課 技術管理室 副主任専門指導員
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3．建築技術職員への入会のすすめ
長野県の組織改正により、旧土木部と旧住宅部が
建設部に統合して10年余りが経過し、平成30年度
には、それまで県の現地機関である地方事務所に所
管されていた建築課が建設事務所に移管された。県
庁、現地機関を含めて、土木・建築職員が一体的な
組織となったことを踏まえ、土木・建築の職種を超
え、垣根を取り払い、建設技術職員が一丸となって
未来に続く県土整備を推進するとともに、全建の目
的の一つである会員相互の親睦を図るため、建築技
術職員に全建入会へのアプローチを行った。なお、
建築技術職員のほとんどが全建の組織自体を知らな
い状況であった。
１）建築技術職員へのアプローチ
入会へのアプローチにあたり、建築技術職員の課
長補佐級のキーパーソン①に、全建の目的や活動内
容を紹介し入会を打診した。理解を得たうえで、キー
パーソン①とともに、課長級のキーパーソン②に建
築技術職員の入会促進を依頼した。建築技術職員に
対する動機付けとして、協会役員（副会長）と建築
系の資格取得祝い金の追加を行うことを検討し、県
庁の課長を呼びかけ人代表として、すべての建築技
術職員に対し、全建の紹介と入会を呼びかけた。
２）アプローチの結果
アプローチの結果、令和元年度より、建築技術職
員48名が新規加入した。新規会員からは、「土木・
建築技術職員の連携・交流に期待」
「土木現場と建
築現場を組み合わせた県内研修会を希望」などの意
見があり、今後の取組が、建築技術職員会員の維持、
更なる拡充のために重要となった。
３）規約等の改正
多くの建築技術職員が会員に加わったため、当協
会規約を改正し、建築技術職員も新たに副会長に就
任することとした。
また、建設技術資格取得祝金給付規程を改正し、
祝い金の対象資格に一級建築士、建築基準適合判定
資格者などを追加し、入会の動機付けとした。結果、
平成30年度に829名であった会員数は、令和元年
度は874名、令和３年度には900名まで増加した。

4．全建活動への参加
会員の技術力向上及び土木と建築技術職員の連
携・交流を目的として、建築技術職員が会員となっ
た令和元年度から、当協会の県内研修に建築をテー
マとした研修を取り入れた。
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令和元年度は、昨年度全建賞を受賞した「長野県
立武道館」を研修会場に建築工事現場を見学した。
多目的アリーナとしても利用可能な3,000人規模が収
容できる主道場において、県産材のカラマツと鉄骨
のハイブリット構造でできた大規模な屋根架構など
を見学するとともに、音響や照明の設備も充実してい
ることから、それらの模擬体験も実施した（写真－１）
。

写真－１

長野県立武道館

また、令和２年度からは、当協会事務局の研修担
当に建築技術職員を配置し、建築をテーマとした研
修内容の充実を図った。

写真－２

上田市役所新庁舎

令和２年度は、ゼロカーボンに向け、様々な省エ
ネルギー対策が導入されている上田市役所新庁舎
（写真－２）と、“ランドスケープミュージアム”を
コンセプトとし、建物が周辺の景観に溶け込むよう
な工夫を施した長野県立美術館（写真－３）で研修
を実施した。
建築技術職員が会員に加わったことから、建築現

学ぶ・つなぐ・広げる
建設技術公務員として更なる技術向上を目的とした
研修を企画している。このプロポーザル事例での研
修にあたっては、全国から集まった多くの提案応募
作品を掲載した記録集を冊子（図－２）としてまと
めた。若い建築家も参加し、全国から多くの提案が
集まるなど注目を集めたことから、これを研修資料
として活用し、公共建築設計に求められるものを考
える研修を予定している。この研修は、建築技術職
員が会員に加わったおかげで企画できたものである。
コロナ禍のため、未だ研修の実施に至っていないが、
無事の開催を願うばかりである。

写真－３

長野県立美術館

場研修の確保が容易となった。土木技術職員にとっ
ても経験の少ない現場を見ることで、知識や見聞が
広がり、技術力向上に繋がっている。
様々な研修の機会が得られたことから、市町村等
の会員を含む全会員にとっても魅力的で有意義な研
修となっていると思われる。

5．建築技術職員会員の声
建築技術職員の会員の声をいくつか紹介する。
①日頃携わることのない道路や橋梁などの工事を
間近に見る機会を与えていただきありがたい。
②土木技術職員との交流が広がり、仕事のやりや
すさ、建設部としての一体感を感じる。
③月刊「建設」、研修などにより、土木を含めた
建設工学の知識が広がり、技術力の向上に役
立っている。
④長野県立武道館整備事業が全建賞として受賞さ
れたのは大きな喜びであり、モチベーション
アップに繋がった。
⑤建設技術資格取得祝金の給付がありがたい。

6．今後の取組
当協会では室内研修として、様々な講師を招き研
修を実施している。今後は、
「これからの“まち”の
デザインを考える」をテーマに、県が令和元年８月
に設置した「信州地域デザインセンター（UDC信
州）
」によるまちづくり支援の活動事例や、御嶽山
ビジターセンター（仮称）整備事業設計プロポーザル
を事例に、土木・建築が相互に関わり合いながら、

図－２ 御嶽山ビジターセンター（仮称）
整備事業設計プロポーザル記録集

7．おわりに
これらの取組が評価され、令和２年６月に（一社）
全日本建設技術協会より「全建の未来を育む功労協
会賞」を受賞した。コロナ禍や、大規模災害が続く
当県にとって、久々の明るい話題であり、全会員の
モチベーション向上に繋がるものと大変嬉しく思っ
ている。
現在、コロナ禍で各種事業が予定どおり実施できな
いが、この賞に恥じないよう、今後とも研修や会員へ
のサポートの充実を図り、魅力ある協会活動を推進し、
更なる会員の加入促進を進め、未来にわたり全建の
活動が推進されるよう努めてまいりたい。

【著者紹介】 関 貴幸（せき たかゆき）
平成６年長野県入庁（土木職）。道路管理課、北信建設事務所、道路建設課、安曇野建設事務所計画調査係長等を経て現職。現在、長野県
建設技術協会事務局長。
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技術資格試験合格体験記

自分に合った一級建築士試験対策
取得した資格：一級建築士
資格取得年度：令和元年度

自分のスタイルで
私は令和元年度の一級建築士試験に合格しました。
就職した当初は、公務員という仕事柄を考えると、
必須の資格ではないと考えていました。しかし、設
計事務所やコンサルタントの方々と関わるようにな
ると、知識の差を感じることがあり、徐々に気持ち
が傾いていきました。モヤモヤしたまま数年が過ぎ
ましたが、やはり取得してスッキリしたい意向が強
くなり、受験を決意しました。
決意したのは良いものの、仕事や子育てをしなが
らの勉強に慣れておらず、始めは中々手に付きま
せんでした。しかし、受験される方の多くは社会人
であり、時間の確保が難しい中で挑戦されています。
言い訳はたくさん浮かんできましたが、大変なのは
自分だけではないと戒め、自分の生活スタイルを顧
みながら、勉強時間の捻出と効率的な学習方法を考
え直しました。今回の経験は、合格という結果だけ
ではなく、学習方法に試行錯誤した過程もとても良
い経験になりました。以下では、一次試験（学科試
験）
、二次試験（設計製図試験）のそれぞれの対策
において、具体的に工夫した点、心がけた点をお話
しします。受験者それぞれの生活スタイルがあり、
それぞれに適した学習方法があると思いますので、
一例としてご参考いただければと思います。

スキマ時間まで突き詰める
一次試験の対策は、基本的に参考書と過去問を使
い、覚えて、問題を解いての繰り返しでした。ただ
し、椅子に座って問題を解く時間はあまり確保でき
なかったため、通勤時間や昼休みを利用して、少し
でも進めることを心がけました。また、買い物の合
＊国土交通省 北陸地方整備局 営繕部計画課 営繕技術専門官
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よし

むら

吉 村

つとむ
＊

務

間やトイレなど、さらに短い時間でも学習に活かせ
るように、スマートフォンのアプリやWEBサイト
で問題を解いたり、用語の復習をしたりしました。
特にアプリは、１問だけ復習したいときなど、１、
２分でも学習できるため、重宝していました。一次
試験は足切り点があるため、確実に目標点をとれる
まで、ひたすら問題数をこなすことを心がけました。
また、一次試験で出題される５分野（計画、環境、
法規、構造、施工）のうち、個人的に最も苦労した
のは「施工」です。施工現場に直接関わった経験が
ないため、出題内容を具体的に想像できませんでし
た。そのため、問題を何度も解いても身につかず、
伸び悩む時期がありました。重点的に対策するため、
図 解 の 多 い 本 を 読 ん だ り、 実 際 の 現 場 施 工 例 を
WEBサイトで調べたりすることで、文字だけでは
理解しにくい情報を補填しました。これらもスキマ
時間でできる対策です。私の場合は「施工」でした
が、苦手な教科があれば、なぜ伸びないかを顧みて、
重点的に対策することは有効だと思います。

ひきこもり製図対策
一次試験終了から約一ヶ月後に合格発表、さらに
約一ヶ月後に二次試験という日程ですが、自己採点
でおよその合否を予測できるため、一次試験終了後
すぐに予備校の申し込みなどが始まります。そのた
め、二次試験をどのように対策するか、一次試験終
了後すぐに判断する必要があります。予備校に通っ
て対策される方も多いですが、私は通学する時間の
確保が難しいと考え、自宅で学習することに決めま
した。他の受験者の状況は全く見えませんが、翻っ
て考えれば、周りを気にせずひたすら自分の腕を磨

技術資格試験合格体験記
ける点はメリットだと思います。主な学習方法は、
練習課題を作図し、解答例と照らし合わせ、書き切
れていない部分を確認することを繰り返していまし
た。始めは慣れていないため、時間がかかり、書き
漏れも多いですが、徐々にポイントを理解して描け
るようになりました。試験日まで可能な限り多くの
練習をして、作図の早さと解答の精度を上げること
を意識しました。
また、製図は製図板などの道具が必要となり、練
習できる場所が限られるため、さらにスキマ時間を
活かすことはできないか考えました。出題の中には、
作図のほか、設計において工夫した点を解答する問
題があるのですが、Ａ３用紙１枚分もあるため、毎
回一から考えて解答すると、かなり時間を要します。
そこで、可能な限り出題されそうな内容をパターン
化し、頭の中に抽斗を作っておいて、何を聞かれて
も反射的に解答できるような対策をしました。文言
を覚えて復唱することは、スキマ時間でも可能です。
私は作図前の検討（エスキス）に時間をかけてしま
いがちでしたが、この対策により、苦手な部分に時
間を割くことができました。

最後の最後まで
以上のように、自分の身の丈を考えながら対策を

考えて、試験に臨みました。合格する方々は、それ
ぞれ対策方法も異なりますので、自分にどのような
方法が合っているか、まずは情報収集することが大
切だと思います。
一方で、どれだけ対策しても予想外の事態が生じ
ることがあります。私の場合、製図試験の終盤、最
後に断面図を仕上げようと思った矢先、残り50分
と思っていた試験時間が勘違いで残り20分しかな
いことに気がつきました。練習では20分以内に断
面図を仕上げられたことがなかったため、顔面蒼白
でした。１つでも図面が不足していると、その時点
で不合格となるため、とにかく描くしかないと覚悟
を決め、そこからは夢中で手を動かして作図しまし
た。試験終了の号令がかかる直前までペンを動かし
続けていましたが、何とか最低限の図面を描き上げ
ることができました。
試験時間を勘違いしたことは大いに反省していま
すが、これまで１枚１枚作図練習した積み重ねが生
きた瞬間とも思っております。これから受験される
方も、どのような場面でも必ず最後まで諦めずに頑
張ってください。どのような学習方法でも、ご自身
が納得できるだけの努力をすれば、必ず実を結ぶも
のと信じております。

【著者紹介】 吉村 務（よしむら つとむ）
平成26年度国土交通省入省。近畿地方整備局営繕部、本省大臣官房技術調査課、本省大臣官房官庁営繕部計画課を経て、現職。営繕工事
の計画、予算等の職務に従事。

Dr.クマの
“健康のヒント”
標準治療のすすめ
友人からがんが発見されたとの連絡があった。自
宅からアクセスの良い総合病院で検査を進め、標準
治療を行う予定とのことだ。賢い選択である。がん
の３大療法は、手術、放射線、化学療法である。こ
の３者を選択、あるいは組み合わせて、保険診療内
で最善と思われる治療をすすめていくのが標準治療
と呼ばれる。標準という言葉に反応して、もっと良
い治療があるならばそちらにしたいと言われる方も
あるが、標準治療より良い治療は「ない」のである。
具体的に列記するのははばかられるが、標準治療を
越えた夢のように効く治療法、代替治療とも呼ばれ
る方法がネットや書籍で宣伝されているのをみかけ
る。これらのほとんどはインチキである。人間は望

むことを信じたい動物で「がんが消える」という言
葉を信じたくなる。しかし、標準治療は松竹梅の竹
ではなく、最善の治療法であり、これを越えると証
明された代替治療はない。クリニックなどで行われ
る代替療法でも、免疫力アップ、体に優しい、自然
治癒力、がんが消える、などの言葉で飾られたもの
は、ほとんどが高額な自費診療であり、一度疑って
みる必要がある。標準治療を行いながらであれば、
たとえばサプリをとることを目くじら立てて止める
つもりはないが、代替治療だけに頼ることは危険で
ある。
北里大学医学部 教授

熊谷 雄治
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海外機関派遣者レポート

インドの道路整備と技術協力プロジェクト
なか

むら

中 村
1．はじめに
インドは、南アジアの中央部に位置し、世界第７

えい

すけ

英 佑＊

備が進められている。道路交通省は道路政策の企画
立案を担い、国道庁は高速道路及び一般国道の整備、

位の国土面積（約328.7万㎢）と世界第２位の人口

国道インフラ開発公社は山岳地域や国境周辺地域の

（約13.7億人）を有する。また、インドの道路の

道路整備を行っている。また、
インド道路協会（IRC:

総延長は約590万㎞であり、アメリカに次ぐ世界第

Indian Road Congress）が道路分野の技術基準の

２位の規模を誇る。このように世界の大国の一つと

策定、
インド道路技術者研修所
（IAHE: Indian Academy

も言えるインドでは、道路交通量が年率約７〜10%、

of Highway Engineers）が道路整備に従事する技

車両登録台数が年率約８〜10%で増加し、道路整

術者の研修を行っている。

備に対する需要が極めて高い状態が続いている。
インドの道路交通省（MoRTH: Ministry of Road

インドでは道路交通省によって指定された７路線
の高速道路（National Expressway、NE1〜NE7）

Transport and Highways）は、1998年に国道開発

が開通しているが、近年の経済成長に伴って急増す

計画（National Highways Development Project）
、

る道路整備の需要に対応するために他の高速道路の

2017年にバラトマラ計画（Bharatmala Pariyojana）

整備も急速に進めている。また、高速道路と一般国

を打ち出し、道路整備を精力的に進めている。また、

道の一部では、FASTagと呼ばれるRFID（Radio

これまでに整備した道路の多くが平野部に位置して

Frequency Identification）方式による自動料金支

いるため、地方及び国境周辺の連結性の向上を目指

払 い シ ス テ ム（ETC: Electric Toll Collection

し、北東州などの山岳地域の道路整備を重要視して

System）を導入している。2016年にインド政府が

いる。

旧高額紙幣の廃止を打ち出した際にキャッシュレス

こうした背景のもと、2016年４月から、独立行
政法人国際協力機構（JICA）の技術協力プロジェ
クトとして、
「持続可能な山岳道路開発のための能
力向上プロジェクト（以下、技プロ）」が開始された。
筆者は、前任者の後を引き継ぎ、2019年10月から

化の動きが 進み、2019年時点では料 金 徴 収の約
65%がFASTagによって行われるようになっている。

3．技術協力プロジェクト
技プロでは、インドの政府関係機関の職員（以下、

2021年３月まで、チーフアドバイザーとして技プ

C/P）を対象として、１）山岳道路整備に関するガ

ロの活動に従事した。本稿では、筆者の経験にもと

イドライン作成、２）モデル活動、３）本邦研修の

づき、インドの道路整備と技プロの概要を紹介する。

３つの活動を行っている。以下に概要を示す。
１）山岳道路整備に関するガイドライン作成

2．インドの道路整備

技プロでは、山岳道路の計画から設計、建設、維

インドでは、道路交通省、国道庁（NHAI: National

持管理までの一連のプロセスにおける技術的課題に

Highways Authority of India）
、国道インフラ開発公

対処するために、①道路計画、②斜面対策、③トン

社（NHIDCL: National Highway and Infrastructure

ネル、④橋梁、⑤運営・維持管理の５分野のガイド

Development Corporation LTD.）によって道路整

ラインを作成した。インドの山岳道路整備の実務で

＊国土交通省 国土技術政策総合研究所 社会資本マネジメント研究センター 社会資本情報基盤研究室 主任研究官（元JICA専門家）
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ガイドラインを活用できるように、単に日本の技術

３）本邦研修

基準を翻訳して渡すのではなく、インドの既存の技

日本の山岳道路整備に関する技術と経験をC/Pに

術基準をレビューし、インドの山岳道路の実状を

伝えることを目的として、延べ約40名のC/Pを対

C/Pと視察して問題意識を共有した上で（写真−１）
、

象として約２週間の日本での研修を行った。研修で

ガイドラインの作成を行った。また、C/Pの当事者

は、斜面対策工事やトンネル建設の現場、供用中の

意識を醸成することに細心の注意を払い、各分野の

山岳道路や高速道路などを視察し（写真−３）
、日本

ガイドラインを担当するC/Pを任命し、日印双方の担

の道路の設計、施工、維持管理に携わる道路管理者

当者が各技術分野に対して責任を持ち、密に連携す

や技術者の講義を聴講した。このような日本の土木

ることによってガイドラインの作成を行った。

技術を体感する機会は、C/Pの技術力の向上や日本
の土木技術への理解に加え、日印の関係者の相互理
解にも寄与した。この結果、本邦研修で視察した斜
面対策技術は日印双方の担当者の尽力によってガイ
ドラインに取り入れられ、その技術移転の場として
パイロットプロジェクトで採用されることとなった。

写真－１

崩壊した山岳道路の様子

２）モデル活動
作成途中のガイドラインに対するフィードバック
を得ることや、技プロの活動を多くのC/Pに伝える
こ と な ど を 目 的 と し て、 技 術 セ ミ ナ ー や ワ ー ク
ショップなどを開催した（写真−２）
。完成後のガ
イドラインについては、IRCの年次総会や技術委員
会での発表を通じて普及に努めた。また、C/Pの強

写真－３

本邦研修での現地視察の様子

4．おわりに

い要望を受け、斜面対策のガイドラインに準拠した

筆者の任期中に新型コロナウイルスが世界的に蔓

調査、設計、施工に関する技術移転を行うために、

延した。準備していた本邦研修が中止となり、技プ

シッキム州、アッサム州、西ベンガル州の山岳道路

ロの活動を一時的に日本から行うこととなった。こ

の斜面崩落箇所においてパイロットプロジェクトを

のため、今日では一般的となったWEB会議による

行っている。

活動をC/Pと手探りで始めた。その後、筆者の任期
終了後の現在もパイロットプロジェクトは継続中で
ある。今後の日本の技術協力によってインドの道路
整備が進むことを願っている。
附記：本稿は筆者自身の見解にもとづくものであり、
日本政府及びJICAの意見を代表するものではない
ことについて、ご承知おきください。本稿は2021

写真－２

日印の関係者による会議の様子

年７月に執筆されたものです。

【著者紹介】 中村 英佑（なかむら えいすけ）
平成16年国土交通省入省。国立研究開発法人土木研究所、国土技術政策総合研究所、テキサス大学などを経て、令和元年10月から令和３
年３月までJICA専門家としてインド共和国で山岳道路整備に関する技術支援を担当。令和３年４月より現職。博士（工学）。
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スマートグラス等を活用した
遠隔臨場による現場確認の効率化
にし

ぐち

やす

なか

し

1．はじめに

働き方改革の取り組みの一つとして、発注者側の
監督職員が建設現場に直接足を運ぶことなく、事務
所などの遠隔地からインターネットを介して各種検
査を実施する「遠隔臨場」が試行され始めている。
遠隔臨場のメリットは、立会場所への移動が省略
でき、必要なタイミングでの立会が可能となること
から、受発注者双方の負荷が軽減され、働き方改革
や生産性向上にも繋がる側面がある。
様々なIT機器が使用される中、本稿では、スマー
トグラス等を活用した遠隔臨場による現場検査の取
り組みとその有効性、今後の課題について報告する。

やま

中 山

西 口 泰 司＊
表−１

たい

すけ

泰 輔＊＊

本工事の概要

工事名

出雲湖陵道路東神西第２高架橋鋼上部工事

工事場所

島根県出雲市神西町地内
（自）2020年２月28日

工期

（至）2021年５月31日

発注者

国土交通省 中国地方整備局

受注者

日立造船株式会社

施工内容

鋼橋上部の工場製作および現場架設

橋梁形式

鋼６桁間連続合成少数曲線鈑桁橋

橋長

252.000m

支間長
床版

45.600m＋４×43.000m ＋32.600m
（CL上寸法）
PC床版

2．工事概要

本工事は、2008年度から中国地方整備局が進め
ている「出雲・湖陵道路」事業の一部である「出雲
湖陵道路東神西第２高架橋鋼上部工事」であり、橋
長252m、鋼６径間連続少数鈑桁橋の工場製作およ
び現場架設を行うものである。
本工事は広島県尾道市に位置する日立造船 向島
工場にて製作を行い、一連の作業（ブロック製作、
仮組立、塗装）が完了後、架設場所である島根県出
雲市東神西町へ出荷し、架設工事を実施した。
架設現場から中国地方整備局（広島市）
、松江国
道事務所（松江市）まではそれぞれ約180㎞、約
40㎞の距離がある（表−１、図−１）
。

3．スマートグラス等を活用した遠隔臨場

表−２

月刊建設21−11

使用したシステムおよび通信端末類

ビデオ会議システム

Microsoft Teams（Microsoft社）

スマートグラス

HMT-1（RealWear社）

スマートフォン

iPhone（Apple社）

タブレット

iPad（Apple社）

＊ 日立造船株式会社 機械・事業本部 鉄構・防災ビジネスユニット建設工事部（監理技術者）
＊＊国土交通省 中国地方整備局 松江国道事務所 建設監督官
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本工事の架設場所

アラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信を使
用して「段階確認」
「材料確認」
「立会」を行うもの」
と示されている。本検査においては、
「立会」が該当
することから、竣工検査時にも遠隔臨場を適用した。
２）システムおよび機器概要
遠隔臨場を行う場合、ビデオ会議システム、映像
の撮影・配信用の通信端末等の機器設備の事前準備
が必要となる。今回使用したシステムおよび機器類
を表−２、接続イメージを図−２に示す。

端末

本工事にて受注者希望型で実施した遠隔臨場の概
要、利用したシステム、機器の概要、実施要領とそ
の状況を紹介する。遠隔臨場は工場における製作時
から取り組んでいたが、本寄稿では現地における架
設工事における対応を紹介する。
１）遠隔臨場
今回は発注者による臨場確認の代替手段としての
適用を前提とした。国土交通省の「建設現場の遠隔臨
場に関する試行要領（案）１）」には「遠隔臨場とは、
ウェ

図−１

図−２

接続イメージ

「Microsoft Teams（以下、Teams）
」はMicrosoft
社のビデオ会議システムであり、国土交通省が近年
日常業務において使用し始めている汎用ツールである。
スマートグラス「HMT-1」の仕様を表−３に示す。
通信・ディスプレイ・ビデオ等の機能に加え、ビデ
オ会議システムに対応している。ヘルメットに装着
することが可能であり、ハンズフリーにて安全に撮
影することが可能であることから狭隘部確認や高所
での撮影などに適している。なお、スマートグラス
は書類検査時の書類撮影および寸法測定時の読み値
確認等の近接での撮影が難しいことから、場面に応
じてスマートフォンを適用した。
表−３
製

品

重

２GB RAM

信 Wi−Fi、Bluetooth

バッテリー
堅

Android、16GB内部ストレージ、

牢

3250mAhリチウムイオンバッテリー
（通常使用で約９時間）

性 IP66、MIL-STD-810G

量 380g

デ ィ ス プ レ イ 24ビットカラー LCD、解像度WVGA

ビ

デ

オ

LEDフラッシュライト付き、
最大1080p＠30fps

なお、「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領
（案）
」において、映像と音声に関する仕様は表−
４のとおり規定されており、本工事で使用したシス
テム・機器類はこの仕様が満足されていることを確
認している。
表−４
映像
音声
映像・音声

映像と音声に関する仕様

画素数：1920×1080以上（カラー）
フレームレート：30fps以上
マイク

：モノラル（１チャンネル）以上

スピーカ：モノラル（１チャンネル）以上
転送レート（VBR）：平均９Mbps以上

３）実施要領
遠隔臨場に関する一連の作業手順を以下に示す。
⑴ Teamsへの接続
発注者がTeamsの会議予約を行い、作成され
たURLを受注者へ送付する。受注者はTeams利
用可能環境のPC等から、送付されたURLにアク

検査内容
接続場所

通

表−５

HMT-1の仕様

名 HMT-1（RealWear社）

基 本 性 能

セスし会議に参加する。なお、当日までに受発注
者の全ての端末の接続テストおよびTeamsの操
作確認を実施した。当日、受注者は端末の接続状
況を確認した後、現場での説明および撮影を開始
する。検査官は適宜撮影箇所を伝え、検査状況を
把握し、内容確認を行う。
⑵ 撮影要領
タブレットは固定カメラとして、橋梁および検
査風景全般の撮影を行った。
スマートフォンは検査作業の詳細の撮影、画面
の撮影、検査官の指示に従った撮影を行った。特
に作業時の近接撮影に適している。
スマートグラスは、スマートフォンと同様に使
用するとともに、撮影者の安全性確保のため、ハン
ズフリーでの撮影に適している。なお、スマート
グラス使用時の考慮すべき点は 3．5）⑶に記載
している。
４）実施内容
遠隔臨場での検査内容を表−５に示す。

発注者

受注者

検査概要

竣工検査
中国地方整備局 （広島県広島市）
監督職員詰所

（島根県出雲市）

現場事務所

（島根県出雲市）

向島工場

（広島県尾道市）

本社

（大阪府大阪市）

参加人数

12名（発注者２名、受注者10名）

確認内容

書類確認、対物確認（寸法測定状況、
塗膜厚検査実施状況）

５）実施結果と今後の課題
今回の遠隔臨場で得られた所見と今後の課題は次
のとおりである。
⑴ 遠隔臨場による現地確認の適用全般
遠隔臨場による確認は、全体的な出来映え等確
認しづらい場面はあったものの、予定していた全
項目の確認ができたことから、今回の遠隔臨場は
有効であったと考えられる。また、監督職員をは
じめとした関係者の立会を省略することにより、
移動時間等の短縮による業務効率化に十分効果が
あったと実感している。
⑵ 遠隔臨場時の検査体制
遠隔臨場においては、現地での様々な制約を考
慮し、関係者によるリハーサルを行い、万全な検
査体制を構築しておくことが必要である。特に受
注者側が発言する場合は監理技術者から指名する
と進行が速やかとなる。
遠隔臨場による検査では、検査内容や機器類の
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表−６
機器
カメラ性能
通信性能

通信端末の比較

スマートグラス
タブレット
スマートフォン
△（手振れあり）
〇（移動時は手振れあり） ◎（手振れが少ない）
〇
〇
〇
△～〇
〇
◎
・音声操作でハンズフリー可能 ・画 面が大きく、操作性 ・端 末が小さく、取り
操作性
・環境音が大きい場合は音声操
に優れている
扱いが容易である
作が難しい場合がある
・対 象物への近接が難し ・対 象物への近接が可
・対象物への近接が難しい
い
能である
◎
△
〇
・ヘルメットに装着可能であり、・固 定用に三脚が必要で ・端 末が小さく、可搬
可搬性に優れ、移動時も安全
あり、移動時に手間が
性に優れている
可搬性
な作業が可能
かかる
・移 動中の使用時は周
（安全性）
・両 手での操作が必要で
辺の安全確認を要す
あるため移動中の使用
る
に適さない
・ハンズフリーとなるため、移 ・固 定カメラとして作業 ・検 査作業時、対象物
動しながらの構造物の撮影や
全般の撮影に適してい
への近接撮影が行い
使用方法
両手による支持が必要な場所
る
易い
での撮影に優れている

制約から複数人の撮影者が必要となる場合もある。
例えば、寸法計測の場面では機器や時間の制約が
あるため、
「読み値確認者」
「ゼロ値確認者」
「その
他状況撮影者」として端末を計３台同時に利用す
ることにより、移動や設定による段取りの手間等
が省略され、時間の短縮が図られた。
⑶ 使用機器
今回採用したスマートグラスを含め、各種通信
端末の操作性、利便性および有用性を表−６のと
おり確認できた。使用状況や用途を理解したうえで、
場面に応じて機器を選択することが必要である。ま
た、遠隔臨場においては、通信端末だけでなく、三
脚、WEBカメラ、イヤホン、スピーカーフォン、
照明等を準備しておくと、速やかな検査につながる。
なお、スマートグラスの音声操作を使いこなすに
は事前練習が必要であった。
⑷ ビデオ会議システム
今回選定したTeamsのシステムは、接続上の
問題も起こらず、遠隔臨場の通信手段として有効
性は高いと言える。
システムは、受発注者のIT環境を十分に確認し
たうえで選定する必要があるが、今回は受発注者
ともにTeamsを組織内で標準的に利用できる環境
であったため、導入・利用に対するハードルが低く、
最適なシステムであった。ただし、受発注者の情
報セキュリティの規約類があるため、情報システム
部門のサポートを得たが、接続要領の確定に相当
な時間を要した。受発注者が情報セキュリティ、認
証システムなどを確認のうえ、事前の接続確認が

ろ

ば

必要不可欠と考える。また、Teams以外にも同
様のビデオ会議システムがあり、受発注者のIT環
境によって採用できるシステムが異なる場合もあ
る。今後、遠隔臨場の本格的な普及を想定し、現
段階から他社から提供されるシステムの有用性の
確認を進め、その適否を確認しておくことが有効
であると考える。
⑸ 通信環境
遠隔臨場においては通信環境の事前確認が重要で
ある。通信速度は大型構造物による反射、通信端末
同士の電波干渉などにより低下する恐れがある。
本工事においては、進行要領案を作成し、本番
を想定した予行演習を実施し、機器ごとに実際の
使用場所での通信環境の確認を行った。本工事の
場所は山間部であり、撮影場所によりキャリアご
との通信強度に違いがあった。

4．おわりに

遠隔臨場におけるスマートグラス等の活用は、昨
今のICT活用推進の流れから普及を進めていたとこ
ろに、コロナ禍の状況下で活用が急速に進んでいる
ものと想定される。当工事においては未経験からの
遠隔臨場の実施であったが、無事検査の目的を達成
することができ、コロナ禍での有効な手段であった。
また、立会時の検査場所への移動・調整などの削減
等、働き方改革・生産性向上への有効性を実感でき
た。今後の課題は通信環境の向上と考える。マルチ
キャリアWi-Fiの利用や通信アンテナの設置等の検
討を行ったが、短期間の架設工事では安定した通信
環境の整備は難しいと感じた。ローカル５Gは製作
工場では検討の価値はあるが、架設現場での適用は
難しいと感じる。
今後もスマートグラス等の通信端末や通信環境に
関して、最新技術の動向を調査し、実証を行い、更
なる使用性・有効性の向上を目指すこととする。今
回の取り組みに対して、多くの方々のご協力を頂き
ましたこと、深く感謝いたします。
＜参考文献＞
１） 国土交通省、建設現場の遠隔臨場に関する試行要
領（案）、令和２年３月

【著者紹介】
西口 泰司（にしぐち やすし）
昭和32年生まれ。西日本工業大学土木工学科卒。平成８年日立造船株式会社入社。現在、機械インフラ事業本部鉄構防災ビジネスユニッ
ト建設工事部橋梁海洋グループ課長。
中山 泰輔（なかやま たいすけ）
昭和55年生まれ。平成10年国土交通省（当時は建設省）入省（土木職）。直近では中国地方整備局福山河川国道事務所保全企画係長、道
路工務係長、中国地方整備局技術管理課工事品質確保係長を経て現職。
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中部横断自動車道 山梨・静岡間全線開通
〜つながる。広がる。ミチの出会い。〜
まつ

さわ

松 澤
1．はじめに

なお

とし

尚 利＊

ワークが脆弱である一方で、都市内では交通集中に

我が国は、昨年来の新型コロナウイルス感染症と

伴う幹線道路の渋滞が発生しやすい特性を有している。

の厳しい戦いの最中にあり、依然として続く感染拡

こうした中で、甲府河川国道事務所は、広域ネッ

大による交通・観光需要の減少、関係事業者は未曾

トワークを形成する中部横断自動車道（富沢〜六郷）

有の危機に直面している。また、気候変動の影響に

の整備を行ってきたところである。

より豪雨や大雪等の自然災害も年々激甚化・頻繁化
している。

今回山梨・静岡間が全線開通したことから、事業
の経緯、開通式典の実施状況、期待される整備効果

このような中にあって、甲府河川国道事務所は、
地域の生活や経済活動を支える真に必要な社会イン
フラを整備・活用していく、河川事業及び道路事業

について紹介する。

2．事業の概要
中部横断自動車道は、東名高速道路、新東名高速

を担当し推進している。
山梨県は、南に富士山、西に南アルプス、北に八ヶ
岳、東に奥秩父山地など、海抜二千メートルを超す

道路、中央自動車道、上信越自動車道と接続し、太
平洋及び日本海を結ぶ重要な道路である。

風光明媚な山々に囲まれており、県内人口の約７割

本計画は、昭和62年６月、高規格幹線道路とし

が集中する甲府盆地を中心に、可住地面積が県土の

て閣議決定され、同年９月、静岡県清水市（現静岡

僅か２割しかないことから、都市間の道路ネット

市）から長野県佐久市間を予定路線として決定した。

図－１

中部横断自動車道（山梨～静岡間）路線図

＊国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所 副所長
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その後順次、基本計画決定、施行命令が出されている。

ICから南部ICの区間（延長6.7㎞）が開通している。

今回紹介する新東名高速道路から中央自動車道の

令和３年８月29日、最後の区間となる南部ICか

区間については、日本道路公団（現中日本高速道路

ら下部温泉早川IC間（延長13.2㎞）が完成し、山梨・

株式会社）が施行を担当し、平成14年３月、白根

静岡間が全線開通となった。

ICから双葉JCT間（延長6.8㎞）が初めて開通して

当日は、開通に先立ち、10時から開通式典を実

いる。

施した。新型コロナウイルス感染症対策をとりなが

１）直轄高速方式による施行

らの開催となったことから、参加者や会場施設の縮

平成18年２月、山梨県南部町の富沢ICから同県

小、受付での検温や手の消毒、参加者の離隔の確保、

市川三郷町の六郷ICの区間（28.3㎞）が直轄高速

マイクの交換、参加できなかった方のためのWEB

方式による整備に変更されたことから、甲府河川国

によるライブ配信を実施した。参加関係者130名の

道事務所が当該区間を担当し整備することになった。

なか、来賓からの祝辞、テープカットやくす玉割り、

当該区間については、平成18年度から用地買収に

関係車両による通り初めにより開通を祝った。そし

着手、平成21年３月からは、南部町内において起

て16時、中部横断自動車道を一般開放し、ついに

工式を開催し、順次、他の区間についても着工を始

山梨・静岡間の通行が始まったのである。

めた。
２）工事の難所〜トンネル５割、橋梁２割〜
富沢ICから六郷ICの区間は、糸魚川・静岡構造
線の付近を並行して計画されていることから地質が
脆く、トンネルの工事では、掘削面の崩落や断面変
形、さらに湧水や掘削土に重金属が含まれるなどの
難航事象のなか追加対策を行い、併せて安全対策を
実施しながら進めた。また、急峻な山岳地帯を通過
することから、延長の約５割がトンネル、約２割が
橋梁となる構造物の構成となっている。
■構造物の割合

全体の約75％
53%

0%

25%

○トンネル：19本
○橋
梁：41本

71%
50%

■ トンネル部
■ 橋梁部
■ 土工部

100%

高速自動車国道（全国）：道路統計年報2020（2019.3.31時点）より

図－２

構造物の割合

3．山梨・静岡間全線開通
平成31年３月10日、下部温泉早川ICから六郷IC
の区間（延長8.4㎞）と、中日本高速道路株式会社
が 担 当 す る 新 清 水JCTか ら 富 沢ICの 区 間（ 延 長
20.7㎞）が開通。続いて令和元年11月17日、富沢
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4．整備効果
されるとともに、沿線の方々が安心して暮らせる
ネットワークが構築されことになった。整備効果に

22%

高速自動車国道
13% 16%
（全国）

中部横断自動車道開通式（令和３年８月29日）

今回の開通により、静岡県との連携・交流が期待

中部横断自動車道（富沢～六郷）には、多くのトンネルと橋が
あります。延長28.3kmのうち、約75％はトンネルや橋梁です。

中部横断自動車道
（富沢～六郷）

写真−１

ついての一例を紹介する。
①山梨県庁から静岡県庁までの移動時間が、２時
間45分から１時間35分と、70分の短縮。
②山梨県から清水港（国際拠点港湾）へのアクセ
ス向上による海外輸出の促進。
③富士山を囲む広域周遊観光ルートの形成による
観光振興などの効果。
④企業立地促進などの効果の発現。
⑤並行する国道52号の代替路としての機能確保。

ひ

ろ

ば

山梨県から輸出港（国際拠点港湾）までの輸送ルート
中央自動車道利用の場合
・中央自動車道利用の場合、
東京港、横浜港までの
輸送時間は約180分※１

一般道（国道52号）利用の場合
・清水港までの輸送時間は

約160分※１

・通行支障箇所等により
走行性が悪い

中部横断自動車道の整備により
清水港までの輸送時間は約100分※１

山梨県から清水港へのアクセス性向上により、

農産品等の海外輸出を促進

図－３

※１:港への輸送時間と港における待機時間の合計
・輸送時間は、高速道路:80km/h、中部横断道:70km/h、一般道路:40km/hで算出
・待機時間は、東京都トラック協会海上コンテナ専門部会、神奈川県トラック協会海上コンテナ専門部会
（ともに平成27年12月）、清水港利用促進協会（平成27年10月）の調査結果

山梨県から輸出港までの輸送ルート

図－５

中部横断自動車道沿線への新たな企業立地

5．おわりに
中部横断自動車道の残るミッシングリンクである
山梨県北杜市長坂から長野県佐久穂町八千穂までの
区間については、山梨県及び長野県において都市計
画及び環境影響評価の手続きを開始したところであ
り、甲府河川国道事務所としても山梨県等の関係自
治体と連携して、ミッシングリンクの解消に向け、
意を注いで取り組んで参りたい。
最後に、今回の山梨・静岡の全線開通は、地元の
皆様、整備促進にご尽力くださった皆様をはじめ、
多くの関係者の皆様のご協力の賜物であり、心から
図－４

富士山を囲む広域周遊観光ルートの形成

深く感謝を申し上げるとともに、引き続きご支援、
ご協力をお願い申し上げる。

【著者紹介】 松澤 尚利（まつさわ なおとし）
昭和42年生まれ。中央大学理工学部土木工学科卒。国土交通省関東地方整備局常総国道計画課長、川崎国道工務課長、企画部企画課長補佐、
道路部道路工事課長補佐を経て現職。
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i−Construction 大賞受賞事例紹介
〜ベストプラクティスの水平展開を目指して〜

水門工事における生産性向上への取組み
〜最先端そして魅力ある現場を目指して〜次世代のために〜
うしじま

牛嶋

こういちろう

浩一朗＊

1．はじめに

2．ICT土工（掘削）

舞川水門は広大な遊水地に２年７ヶ月をかけコン
クリ－ト量2.5万㎥の巨大水門を建設するもので
あった（図－１、写真－１）。工事着手時の2017年
は建設産業の重要課題である週休２日（４週８閉所）
を確保することが働き方改革における重点項目であ
り、会社から週休２日のモデル現場として指定され
た。当初計画工程では週休２日を確保しながら工期
を満足することが非常に厳しかったため、抜本的な
生産性向上により工期を短縮する必要があった。こ
こでは2017年から2019年に実施した生産性向上へ
の取組みを紹介する。

水門掘削は、ICT建機（MCバックホウ、
写真－２）
を使用した。杭位置を含む３次元設計データを登録
し、杭頭へのバケツ接触や過掘りがないようオペ
レータへのガイダンス（写真－３）と機械制御機能
を併用することで丁張等の目印が不要となり、安全
で効率的な作業を行うとともに杭頭の損傷を防止し
た。杭頭モデル（図－２）は寸法を設計＋10㎝〜
20㎝の余裕幅を持たせ、形状は八角形とした。

写真－２ ICT建機による掘削

写真－３ ガイダンスモニター 図－２ 杭頭部の３次元モデル

3．ICT土工（盛土）
図－１

水門姿図

写真－１
＊株式会社鴻池組 土木工事事務所長

62

月刊建設21−11

完成写真

築堤盛土では、ICT建機を用いた敷均し・転圧、
法面整形（写真－４、５）を行った。出来形管理は
３次元設計モデル（図－３）と施工後の３次元測量
データ（写真－７）を用いて、パソコンで合否の判
定（図－４）を行った。このため、従来の直接測定
や検査書類が不要となった。水門堰柱部付近の転圧
では、GNSSの受信が悪く、ローラーの位置精度が
確保できなかったので、従来の転圧管理を行った。

図－３

３次元設計データ

写真－４

法面整形
図－６

写真－５

写真－７

敷均し・転圧

写真－６ ローラー転圧管理モニター

３次元出来形モデル

行い、３次元出来形モデル（図－６）を作成して直
接測定値と対比した。測定値の差は概ね５㎜以内に
おさまっており、最大でも20㎜程度と３次元計測
の精度としては良好な結果となった。
３）鉄筋干渉チェック
水門本体底版と堰柱・杭頭との接合部は過密配筋
になることから、鉄筋モデルを作成して干渉チェッ
クと組立方法の検討を行った（図－７）。

TLS 出来形測量 図－４ 出来形管理図表（ヒートマップ）

4．CIMの活用
CIM活用工事として、水門本体構造物を対象にCIM
を試行し、手戻り防止や施工管理の効率化を図った。
１）施工シミュレーション
本体掘削から本体構築、築堤盛土までの施工ステッ
プを３次元モデルで可視化（図－５）し、施工計画の
妥当性確認、工事打合せ、現場見学会などに活用した。

図－７

本体底版部のモデル

5．検査用カメラの活用
１）ウェアラブルカメラ
受注者職員が装着したウェアラブルカメラと発注
者事務所のパソコンをつなぎ、音声と映像による遠
隔検査を試行した（図－８）。通信方法は、現場内
に整備したWi-Fi環境とクラウドサーバを活用し、
映像・音声を現場検査場所と発注者事務所間でリア
ルタイム共有した。使用頻度は50％程度であった。
【建設現場】

【発注者事務所】

パソコン

図－５

パソコン画面

施工ステップの可視化

２）レーザスキャナによる出来形管理
コンクリ－ト構造物の出来形管理として、施工段
階に応じTLS出来形計測（写真－８、９）を11回

カメラ装着
無線（WiFi）

インターネット端末

図－８

写真－８ TLS 計測（均しコン） 写真－９

TLS 計測（壁面）

（監督官）

クラウドサーバ

遠隔検査の仕組み

カメラの照準調整や出来栄えの確認など受発注者
双方に多くの課題があるが、発注者においては移動
時間の短縮、受注者においてはリアルタイムな検査
による待ち時間の短縮といった効果が確認できた。
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２）WEBカメラ
現場にWEBカメラを７台設置し、受発注者双方
が携帯したタブレットやスマートフォン、事務所の
監視モニターで現場全体を常時監視した（図－９）。
これにより、現場と事務所間の不要な移動や待機時
間を減少した。また、盗難防止や工事関係者の緊張
感維持などの効果があった。カメラ７台中１台は上
下左右への移動、ズーム機能があり遠隔操作できる
高性能カメラを使用した。映像・音声は記録してお
り、工事完成時に発注者へ納品した。
【建設現場】

【事務所】
事務所モニター

スマートフォン
カメラ設置位置

8．時間短縮、工数削減効果
今回の複合的な生産性向上施策を実施した結果、
工期で86日、作業人員で636人と大幅な縮減効果を
得られた。特に、機械式定着鉄筋の効果が大きかっ
た。建設現場の施工条件、規模、工種を考慮したう
えで効果がある生産性向上施策を取り入れていくこ
とが重要であると感じた。
（日）

400

298

図－９

常時監視の仕組み

6．機械式定着鉄筋の採用
本構造物の鉄筋（D13〜D51 2500ｔ）には、
底版および壁にせん断補強筋（D25 550ｔ）が多
量に配置されており、せん断補強筋を機械式定着鉄
筋に変更（図－10）することで約200ｔの鉄筋量を
低減した。これにより配筋作業を大幅に簡素化した。

せん断補強筋

従来のせん断補強鉄筋

定着体

定着体を使用したせん断補強鉄筋

定着体

図－10

機械式定着鉄筋への変更、配置

7．次世代足場の採用
作業足場は、従来の階高1.7m
の枠組足場に替えて、階高1.8m
の軽量なくさび式足場（写真－
10）を採用し安全・安心な作業空
間を確保した。

2000
1000

従来

今回

従来

工 期

図−11
表−１
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0

モニター画面

1967

384

300
100

録画用高性能カメラ

（人）

2603

500

今回

500
0

作業人員

従来工法と工期・作業人員の比較

従来工法と工期・作業人員の比較（内訳）

取組事項

数量

ICT土工（掘削）
ICT土工（盛土）
ＣＩ
Ｍ
1式
検査用カメラ
1式
機械式定着鉄筋
次世代足場
3000掛m2

工期（日）

作業人員（人）

従来

今回

短縮数

従来

今回

削減数

－
－

－
－

－
－

－

－

－

計
※数量は全体ではなくクリティカルパスにかかる範囲を示している

9．おわりに
本工事においては非常に厳しい工期の中、積極的
且つ計画的に新技術を複合して取り入れ建設現場に
マッチさせることで生産性を向上させ、大幅に工期
を短縮した。これらの短縮した時間を休日取得に組
み込むことで週休２日を達成した。
生産性向上に関する技術にはまだまだ課題がある
が、今後、さらなる新技術の創出、既存技術の高度
化がなされることで、時間短縮効果がさらに大きく
なり、現場における生産性がますます向上していく
ものと思われる。今後は今回紹介した取組みの他さ
まざまな生産性向上施策を建設現場全体に普及して
いくことで、新３K（休暇、給与、希望）が定着し、
魅力ある建設現場になっていくことを願っている。

写真－10 次世代足場

【著者紹介】 牛嶋 浩一朗（うしじま こういちろう）
1969年生まれ。1992年佐賀大学理工学部建設工学科卒業、株式会社鴻池組入社。以降、水門、鉄道高架橋工事を中心に土木建設現場に従事。
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後輩技術者に向けたメッセージ

公務員技術者の心構えとスキル
いわ

した

かつ

のり
＊

岩 下 勝 則
1．はじめに

ログラムをつくり、ウィングや擁壁の構造計算を

令和３年３月31日、知事より「定年により群馬
県職員を免ずる」と書かれた辞令をいただいた。

行った（写真−１）。
しかし、構造物の基礎を設置するために、土工指

工学部土木工学科を卒業し、ダム建設事務所を皮

針に沿って、切土勾配を４分で掘削工を実施してい

切りに、土木事務所はもとより、河川、道路、都市

たところ、ボーリング調査では判らなかった「軟岩

計画、下水など、幅広い分野の仕事を経験すること

の層理が斜面に沿っていたこと」が原因で、大規模

ができた。

な法面崩落が発生してしまった。一瞬にして、目の

土木一筋38年の公務員生活を終え、これまでの

前で何本もの木がなぎ倒され、吹付け機械が土砂で

経験から学んだ「公務員技術者としての心構えとス

埋まってしまった様子は、その後何度も夢に出てきた。

キル」について、現場、事業、予算、政策の４つの

幸いに、労働災害が発生しなかったのは、現場の

区分で整理してみた。

親方が、ぽろぽろと小石が落ち始めた時点で、いち
早く作業員の撤収を指示したお陰である（写真−２）。

2．現場 →「知ること」
入庁して２年目の時に、初めて大きな工事の担当
となった。工事概要は、約25ｍの簡易組み立て橋
梁の上部工、下部工、取付部の擁壁などで、当時の
所長の指示で、
「自分で設計する」というものであった。
後にも先にも、この現場以外に、自分で測量、構
造計算、図面、設計書を作成し、監督をした現場は
無い。
橋梁の上下部工の基本構造は、建設省が作成した
ベーシック

写真−２

４分から８分まで崩落した法面

「標準図集」を活用し、当時流行だった「BASIC」

この現場では、構造物ができるまでの「技術の要

で、構造令や各種指針などの計算例を再現できるプ

点」と自然の警告を見過ごさない「技術者の目」の
必要性を経験することができた。
後日、地元の方々から聞いた話では、現場付近は
昔から石の崩落が起きていたところで、「崩れ谷」
と呼ばれていたことや、法面には根元が曲がった杉
があり、表土が薄いことや過去の滑りの痕跡である
ことを知り、事前の現地踏査の重要性も痛感した。
良い計画と工事を実現するためには、少しでも多く

写真−１

約35年経過した橋

「現場を知ること」である。

＊公益財団法人 群馬県建設技術センター 理事長
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3．事業 →「目的」と「手段」

また、なるべく速い段階から、VE（ヴァリューエン

公務員技術者は、具体的なデータを基に、必要性

ジニア）による機能分析を加えると、地元意見を計

や優先度の検討を行い、公共事業を展開することが

画のどの部分に反映しているかが明確になるので、

求められている。俗に言う「エビデンスベース」の

共通認識を深めることができる。急がば回れで、用

仕事である。

地交渉等もスムースになる。

一方で、一般の方々は、「エピソードベース」で
公共事業を評価する傾向にあると言われている。
このギャップを埋めるためには、まず、何が課題
なのかを一般の方々と共有すること必要がある。
一つの方法とすると、行政サイドで事業計画を固
めてから地元に示すのではなく、事業計画を固める
前に、地元の方々へ「何が困っているか」
「何が心
配か」と言うような投げ掛けを行い、具体的なニー
ズや課題をあぶり出すことが有効的である（図−１）。

その後、行政は鋭意事業を推進することとなるが、
注意しなければならないのは、少し時間が経つと、
道路事業の「目的」はバイパス整備だという誤った
認識になってしまうことである。特に、公務員技術
者は、政策や施策の立案者であり、
「目的」と「手段」
の関係を混同してはならない。

4．予算 →「費目」と「節」
都道府県（特に県）は、事業の多くが、国庫補助
事業や交付金事業である。例えば、群馬県の場合、
全体の事業費のうち約70％がこうした事業である。
その年度の予算は、国への「交付申請」で始まる。
内示される事業毎に、本工事、測量試験費、用地補
償費など、いわゆる「費目」別に金額を集計し、国
に対して国庫金の交付をお願いするものである。
従って、公務員技術者は、事業執行に際して、この
費目の予算管理が必要となる。
一方で、県予算の執行は、委託料、工事請負費、
公有財産購入費、補償補填及び賠償金など、事務職
員は、執行方法いわゆる「節」別に支出管理している。
例えば、工事（本工事費）をＪＲ等に委託する場合、
設計（測量試験費）をコンサルに委託する場合、用
地買収（用地補償費）を土地開発公社に委託する場

図−１

地域ニーズの反映（認識の共有）

これにより、
「何が課題か」を共有できるとともに、
地元の方々が、事業計画の立案に携わることで当事
者意識も生まれることになる。

て委託料として集計されることになる。各所属への
予算配布も、
「費目」別ではなく「節」別となっている。
このように、「費目」別の予算管理は、国に対し
て「交付申請と実施」の関係を明らかにするため必

例えば、まずは、地元の方々のエピソードベース

要であるが、あくまでも県予算の支出は「節」別で

の意見から「渋滞の緩和」「歩行者の安全確保」「現

行われているので、公務員技術者も「費目」別ばか

道拡幅は困難」を解決することが道路事業の「目的」

りでなく、
「節」別の予算管理のスキルが求められる。

として共有する。
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合等、執行方法が委託契約であれば、これらはすべ

また、
「翌債」と「繰越」は何が違うのか、
「起債」

次に、交通量や渋滞長、歩行者や自転車量、工法

に対する「交付税措置」はどの位かなど、公務員技

別事業費など、
エビデンスベースの技術検討から「バ

術者であっても、円滑に事業を推進するためには、

イパス整備」を最良案の「手段」として共有する。

予算に関する知識が必要である。
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後輩技術者に向けたメッセージ

地方公共団体向けの図書で、歳入歳出科目や繰越

策については、「時間軸」を短く設定し、３年間で

と決算の解説本があるが、一読すると良いと思う。

完了させる緊急水害アクションと、５年間で完了さ

5．政策・施策 →「時間軸」
政策や施策は、目指す将来像と現状のギャップか
ら課題を抽出し、解決に向けた方向性から立案する
ものである。
記憶に新しい「令和元年東日本台風」（台風第19

せる重点水害アクションとして立案した。
また、施策を推進するための取組や事業について
は、より細かく「時間軸」を定めた。
実効性が高く、分かり易い計画を立案するポイン
トは、政策や施策、取組ごとの「時間軸」と具体的
な成果指標、
事業費（投資額）を設定することである。

号）では、群馬県も河川氾濫や土砂崩れにより、大
きな被害が生じてしまった。
全国的にも、この台風を機に、気候変動の影響等
による頻発化や激甚化する気象災害を踏まえ、防災
減災対策の緊急・高度化が求められることとなり、
新たな政策や施策の立案が急務となった。
ここでは、群馬県の社会資本整備・管理の最上位
計画である「県土整備プラン」の見直しを通して経
験した政策・施策を検討するポイントとした「時間
軸」について述べたい。
１）目指す将来像（20年後を想定）
現状については、社会情勢とインフラについて全
国的なことと地域的のことについて整理・分析を行
い、群馬県固有の強みと弱点を明確にすることが重
要である。
目指す将来像については、あまり将来過ぎるとSF
的になることから、その時を担う30〜40歳代の職員
を中心に、
「時間軸」として、20年後の群馬県を「ど
うしたい」
「どうあるべきか」について議論して定めた。
２）政策（10年間の方向性）
次に、目指す将来像と現状のギャップから抽出し
た課題に対し、
「時間軸」として、10年間の方向性
を５つの政策に分類し定めた。

図−２ 「時間軸」を明示したロードマップ

6．まとめ

併せて、各政策を実現するための方策として、担

公務員技術者として目指すべき職員像は「地域や

い手となる建設産業の健全な発展に向けた取り組み

住民のニーズに対し、技術的裏付けを持ち、質の高

の方向性や、これからの社会資本整備をどのような

いサービスを提供できる職員」であると考えている。

考え方で進めていくのかについても明確化した。

そして、何より大切なのは「前向きな姿勢」であ

３）施策（３年間、５年間、10年間でやること）

る。公務員にありがちな「出来ない理由づくり」で

施策は、政策を実現するための方策であることか

はなく、「どうやれば出来るか」「どこまでなら出来

ら、基本的に「時間軸」は10年間ということであ

るか」という発想をしなければダメである。後輩の

るが、最重点政策のうち、
「水害対策」に関する施

公務員技術者の奮闘と更なる活躍を期待している。

【著者紹介】 岩下 勝則（いわした かつのり）
昭和35年生まれ。新潟大学工学部土木工学科卒。群馬県道路整備課道路企画室長、館林土木事務所長、建設企画課長、県土整備部技監、
県土整備部長等を経て現職。
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会計検査情報

会計検査の指摘事例とその解説
（104）
は

が

芳 賀
1．はじめに

あき

ひこ
＊

昭 彦

います。また、受入費については、「建設工事にお

今回は、防衛省の土木工事に係る積算過大の事例

ける再生資源の活用について（通知）」（平成21年

と国土交通省関係の交付金事業による落石防護柵に

装技第44号）等によれば、見積書等を基に決定し

係る設計不適切の事例、計２事例を紹介します。

た１㎥当たりの単価に残土体積を乗じて算定するこ
ととされています。

2．残土は再資源化施設に運搬せずに有効利用
１）工事の概要

検査院は、経済性等の観点から、工事費の積算が

Ａ防衛局（以下「局」という。
）は、平成27年度

適切に行われているかなどに着眼して、本件工事を

から29年度までの間に、「Ｂ隊舎新設土木工事」を

対象として、局において、契約書、特記仕様書、契

一般競争により株式会社Ｃ建設に契約額

約図面、積算価格内訳明細書等の関係資料及び現地

105,300,000円で請け負わせ施行しています。

の状況を確認するなどして会計実地検査を行いまし

本件工事は、陸上自衛隊Ｄ駐屯地（以下「駐屯地」
という。
）において隊舎１棟の新設に伴い、周辺整

た。検査したところ、次のとおり適切とは認められ
ない事態が見受けられました。

備のための土木工事を行うもので、造成工事、舗装

すなわち、局は、造成工事、給水工事及び雨水排

工事、給水工事、雨水排水工事、環境整備工事等の

水工事で発生する残土計2,257㎥の取扱いについて、

各種から構成されています。

駐屯地に所在する部隊と調整した結果、残土の有効

局は、本件工事の工事費について、防衛省が定め

利用を行うため駐屯地に隣接するＥ演習場（以下「演

ている「土木工事積算価格算定要領」
「土木工事標

習場」という。）内の所定の場所に運搬して敷均し

準歩掛」
（いずれも平成19年装技調第34号。以下「積

することとして、特記仕様書において、残土につい

算要領等」という。
）に基づき、上記の各工種に係

て運搬距離は2.0㎞とし敷均しをする旨を記載して

る費用からなる直接工事費に共通仮設費、現場管理

いました。また、残土を再資源化施設に持ち込む場

費、一般管理費等及び消費税等相当額を加えて積算

合には、特記仕様書において局が積算で使用する受

しています。

入費の単価を記載することになっていますが、上記

そして、直接工事費のうち、造成工事等で発生す
る残土の処理に係る費用は、工事現場から再資源化

の理由により再資源化施設に持ち込まないことから
記載していませんでした。

施設等の目的地までの運搬費、再資源化施設に持ち

しかし、局は、工事費の積算においては、当該工

込む場合に生ずる受入費等から構成されており、こ

事現場から約25.8㎞離れた再資源化施設に残土を

のうち運搬費については、積算要領等によれば、運

運搬することを想定して、運搬費については、積算

搬距離区分等の各条件に応じて定められた１㎥当た

要領等に基づき運搬距離区分を「22.5㎞を超えか

りの単価に残土体積を乗じて算定することとされて

つ49.5㎞以下」とするなどとした条件により１㎥

＊元会計検査院 農林水産検査第４課長
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２）検査の結果

月刊建設21−11

当たりの単価3,180円を用いて算定し、受入費につ

などして処分費を積算すべきところを、誤って最終

いては、見積書を基に１㎥当たりの単価2,400円を

処分場でがれき類を処分する単価（11,800円／ｔ）

用いて算定していました。そして、これらを含めた

を用いるなどしたため、契約額が割高となっていた

工事費の総額を110,524,591円と算定していまし

との指摘がありました。これも契約書に明記されて

たが、正しくは、上記特記仕様書の内容に基づき演

いた再資源化するための中間処理施設を最終処分場

習場内の所定の場所までの運搬費及び敷均し費を計

と見誤ったもので、積算は、契約書、仕様書の内容

上すべきであり、また、受入費については計上すべ

とも確認する必要がありそうです。

きでなかったと認められました。現に、請負業者は、
残土を演習場内の所定の場所まで運搬して敷均しを
行っていました。

3．落石防護柵の背面に設計前提の平場がない
この交付金事業（防災・安全交付金（道路））は、

したがって、残土2,257㎥について、演習場内の所

Ｍ県が、平成30年度に、Ｎ郡Ｈ町地区において、

定の場所までの運搬費は正しい運搬距離区分「1.5㎞

県道Ｋ線の防災対策として、落石防護柵を設置する

を超えかつ2.0㎞以下」に基づいた１㎥当たりの単

などの工事を事業費21,018千円（国庫補助金13,409

価660円（敷均し費を含む。）を用いること、受入

千円）で実施したものです。このうち、落石防護柵

費は計上しないことなどにより本件工事費を修正計

は、上記地区内の２工区の延長211.0ｍにわたり高

算すると、他の項目において積算過小となっていた

さ2.0ｍの支柱を約3.0ｍ間隔で設置し、各支柱間に

費用等を考慮しても、工事費の総額は100,589,562

ワイヤロープ及び金網を取り付けた構造となってい

円となることから、本件契約額105,300,000円はこ

ます。

れに比べて約470万円割高となっていて不当と指摘
されました。
このような事態が生じていたのは、局において、
本件工事の工事費の積算に対する確認が十分でな
かったことなどによるとされています。

同県は、本件落石防護柵の設計を「落石対策便覧」
（公益社団法人日本道路協会編。「以下「便覧」と
いう。）に基づき行っています。
便覧によれば、落石防護柵の必要な高さは、想定
する落石の跳躍高等によって決定され、落石の跳躍

本件については、再資源化施設への受入単価を記

高は一般的に斜面から直角に測った高さ2.0ｍ以下

載していないことで残土の有効活用を理解すべき

であるといわれていることから、斜面から直角に

だったようですが、担当者間の連絡調整や情報の共

測った高さが2.0ｍとなるよう最低柵高を設定する

有、内容の確認などが不十分だったことに起因した

こととされています。さらに、落石防護柵の背面に

ものです。

平場がある場合、平場の幅が狭いほど落石が落石防

本件に類似する事例が平成25年度の検査報告に
掲記されていますので概要を紹介します。
某局において、東日本大震災で被災した鉄筋コン
クリート造の庁舎の解体撤去工事の積算に当たり、

護柵に衝突する高さが高くなるなど、その幅によっ
て落石が落石防護柵に衝突する高さが変わることか
ら、平場の幅を考慮して最低柵高を設定することと
されています。

当該工事の受注者が分別解体等で生じた特定建設資

同県は、本件落石防護柵の設計に当たり、落石の

材廃棄物の再資源化を行わなければならないことか

跳躍高を2.0ｍと想定するとともに、両工区の各１

ら、契約書にその旨を定めていたのですが、再資源

か所を選定して現地を調査し、落石防護柵背面の平

化をするための中間処理施設においてコンクリート

場の幅がそれぞれ1.0ｍ及び1.5ｍであることなどを

殻等を破砕処理する単価（1,617円／ｔ）を用いる

考慮して、斜面から直角に測った高さが2.0ｍとな
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会計検査情報

2.0 m

落石の跳躍高

2.0 m

落石の跳躍高

不足している高さ
0.39 ｍ～2.0 ｍ

2.0 m

落石防護柵

2.0 m

落石防護柵

最低柵高

平場の幅
0 m～0.7 m

設計上の平場の幅
1.0 m 及び 1.5 m

県道北方高千穂線
図−１ 設計上の平場の幅を前提とした落石防護柵等の概念図

県道北方高千穂線
図−２ 平
 場の幅が設計よりも狭い区間における落石防護柵
等の概念図

るよう最低柵高を全延長にわたって一律に2.0ｍと

おらず、これに係る交付金相当額2,592,194円が不

決定していました。そして、本件落石防護柵の高さ

当と指摘されました。

を2.0ｍと設計して（図−１）、これにより施工して
いました。
しかし、両工区には、同県が現地調査を行った上

このような事態が生じていたのは、同県において、
現地における平場の状況に関する確認が十分でな
かったことなどによるとされています。

記の２か所よりも平場の幅が狭かったり、平場が全

本件については、平成30年度検査報告に類似の

くなかったりしている箇所が多数あったのに、同県

事例があり、落石防護柵の柵高の決定に当たり、斜

は、本件落石防護柵の設計に当たり、このような実際

面から直角に測るべきところを鉛直に測り全延長に

の平場の幅の状況について考慮していませんでした。

わたり柵高が不足したというもので、柵高不足の指

そこで、便覧に基づき、現地の再調査の結果確認

摘が２年連続となっていることに注意してください。

された平場の幅を考慮して、改めて本件落石防護柵
の最低柵高を算出すると、両工区における計４区間
の延長計41.9ｍにおいて最低柵高が2.0ｍを上回る

検査院は、令和２年度の検査報告を終え、令和３

こととなります。このうち、各区間の最低柵高が最

年度の決算を対象とする令和４年次の検査を開始し

も高くなる箇所についてみると、2.39ｍ（平場の

ました。令和２年次から３年次にかけては、検査院

幅0.7ｍ）から4.0ｍ（同０ｍ）となり、本件落石防

もコロナ禍による感染症対策から出張を停止し、会

護柵の高さは最大で0.39ｍから2.0ｍ不足すること

計実地検査を中止してきたところですが、今後は、

となっていました（図−２）
。

引き続き、その状況を見極めつつも、これまでの中

したがって、本件落石防護柵のうち延長41.9ｍ
（工事費相当額4,063,000円）は、設計が適切でな
かったため、落石を防ぐための所要の高さが確保さ
れていない状態となっていて、工事の目的を達して
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4．おわりに
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止箇所への検査や新たなテーマなどによる検査を開
始するものと思われます。

事例から学ぶ

現 場 力 の 向上

製品グレードの記載もれ
事例の概要
建築工事が順調に進捗し、仕上げの段階で、

なっており価格帯を特定する情報が欠落して
いたことが原因です。

洗面台の材料承認願を受理しました。内容を
確認すると、設計で見込んでいるものと同じ

対応策

製品ではあるがグレードが合致しないもので

・受注者との協議により、設計時に想定して

した。

いた製品で対応することができました。
・工業製品などで品名以外にも型式番号等、

原因
設計書と図面とカタログを確認してみると
カタログで価格中位のものを選択しており、
専門業者へ見積依頼のうえ設計単価を決定し

価格帯が客観的に伝達されるよう設計書や
図面の記載には十分な注意が必要です。
・設計図書には、必要な情報が簡潔に記載さ
れていることが大切です。

ていました。設計書の記載が製品名称のみと

解説図

品番
洗面台 LD750A 5台
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建設技術者のための

この一冊

2020年３月号より「建設技術者のためのこの一冊」を連載しています。
新旧の学術図書、隋筆、小説等を紹介します。会員の皆様の自己啓発、
幅広い見識の形成等にお役立てください。

理系白書 この国を静かに支える人たち
「理系」という生き方 理系白書２
迫るアジア どうする日本の研究者
理系白書

理系白書３
この国を静かに支える人たち
628 円（税込）

「理系」という生き方

理系白書２
586 円（税込）

迫るアジア どうする日本の研究者
理系白書３

639 円（税込）

著者：毎日新聞科学環境部
発刊：講談社
「理系白書」シリーズの第１作となった「理
系白書

この国を静かに支える人たち」は、平

これら３部作が出版されて十年以上が過ぎて

成14（2002）年から平成15年に毎日新聞科学

いる。多少改善されたこと、より深刻となって

面に連載された「理系白書」をベースに、平成

いることがあるものの、本書で述べられてきた

15年に書籍化された。
「理系」を取り巻く政・官・

論点は本質的に変わっていないのではないだろ

民における現状や課題を分析し、「理系人への

うか。

応援歌」として、日本の再生には科学・技術の
充実が必要であり、理系人を積極的に登用し、
処遇を改善することを訴えている。一方で「理

文系・理系に限らず、多様な人材を活用する
ことが社会にとって有用なはずである。
本誌の読者は、全国でインフラの整備・管理

系人よ、カラを破れ」と辛口の提言もしている。

を担っており、「理系」が多いことと思う。「理

さらに、文理の間にそびえる壁が日本社会の

系」は専門外や社会の動きには無関心で視野が

生き生きとした発展を阻害しているとの問題意

狭く融通がきかないと言われることがあるが、

識のもと、
「壊そう、文理の壁」が平成17（2005）

そうだろうか。専門的な技術を習得、伝承し、

年に同新聞に連載された。これらの記事を加筆、

深化させていくことは不可欠である。それとと

再構成して
「
『理系』という生き方

もに、自分の専門分野以外の科学技術や政治、

理系白書２」

が平成19年に出版された。

法律、経済、歴史、文化など、幅広い見識を持

そして、
平成21（2009）年に出版された「迫
るアジア

どうする日本の研究者

理系白書

３」では、中国・韓国など科学技術の分野でも
急成長を遂げるアジアの現状を取材するととも
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に、日本の力が本物なのか、検証を試みている。
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ち合わせることにより、社会の役に立つ施策や
地域に根差した事業が実現できることがあるの
ではないだろうか。

地区連の頁

四

国

−四国地方整備局−

国道32号猪ノ鼻道路が開通しました！
1．はじめに
猪ノ鼻道路は、徳島・香川両県を隔てる阿讃山脈

の猪ノ鼻峠を貫いて計画された8.4㎞の道路であり、
異常気象時における事前通行規制区間の解消、冬期
の凍結や積雪による通行障害の解消及び線形不良の
解消を図るとともに、徳島・香川両県の連携を強化
し地域の発展に寄与するものである。

開通記念パレードの状況

3．開通による効果
開通２ヶ月後の交通状況は、約９割が猪ノ鼻道路

を利用しており、並行区間の所要時間と比較しても、
約８〜９分程度短縮した。開通９ヶ月間で死傷事故

は発生しておらず、令和３年１月には約3.5㎝の積

雪があったが、猪ノ鼻道路は通行障害もなく、安全・
安心な通行を確保している。

猪ノ鼻道路の事業区間

2．猪ノ鼻道路の概要
猪ノ鼻道路は平成15年度に新規事業化、平成19

年度から工事着手し、急峻な山間部に新猪ノ鼻トン
ネル（延長4,187m）を含む４本のトンネルと４本
の橋梁で貫くなど難工事であったが、17年という

長い年月を経て、令和２年12月13日に開通した。

開通記念パレードでは、徳島県三好市の観光で有名
なボンネットバスを先頭にスタートし、沿道には開
通を待ち望んでいた地域の皆様が見送りに来てくだ
さるなど、この事業がいかに地域に望まれていたか
を象徴する光景となった。

開通による交通量及び所要時間の変化

4．おわりに
開通後、多くの皆様から「徳島と香川がすごく近

くなった」「とても運転が楽になった」などの声を

多くいただいている。当事務所では、今後も「防災・
減災、国土強靭化」に資する道路整備に取組んでま
いりたい。

国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所
やまもと けん じ

山本 健司
急峻な地形上での法面や橋梁基礎工事の状況
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地区連の頁

四

国

−徳島県−
わ じき

と

さ

那賀川（和食・土佐地区） 床上浸水対策特別緊急事業
1．はじめに

位置図

H26.8月撮影

対策前

那賀川は、徳島県の南部に位置し、その源を那賀
郡の剣山山系のジロウギュウに発し、阿南市で紀伊
水道に注ぐ流路延長125㎞、流域面積874㎢の一級
河川であり、
「阿波の八郎」の愛称で親しまれている。

那賀川

南川

那賀川

中山川

和食・土佐地区
平成 年 月 台風第

号

一方で、流域は年間平均降水量が3,000㎜を超え
る「日本有数の多雨地帯」であることや、四国山地

対策後

の南東斜面に位置することから、特に台風通過時に

に見舞われてきた。
特に、下流の「古庄水位観測所」において観測史
上最大流量となる約9,500㎥／sを記録した「平成

那賀川

南川

大雨が降る傾向がある。過去には、昭和46年台風
23号、平成16年台風23号をはじめ、度々浸水被害

R3.4月撮影

平成〇年台風〇号

平成

中山川

年 月 台風第 号

被災状況及び築堤完成写真

3．築堤完成式の開催

26年台風11号」では、和食・土佐地区において、

令和３年５月15日に現地において、徳島県・那賀

氾濫危険水位を約５m上回り、床上浸水233戸、床

町主催の完成式典を開催した。国土交通省や地元住

下浸水46戸にも及ぶ甚大な被害が発生した。

民等の関係者51名が出席し、
あいにくの雨模様であっ

これを契機として、再度災害を防止するため、平

たが、徹底したコロナ対策のもと、地元有志による

成27年度より「床上浸水対策特別緊急事業」に着

人形浄瑠璃の披露、くす玉開披や祝い饅頭配布など

手した。

により住民の方々と築堤完成を祝うことができた。

2．事業概要
本事業は、約4.5kmの堤防・護岸整備を行うとと
もに、これに伴う一般国道195号の嵩上げ・橋梁の
架替えなどを実施するものである。また、工事に必
要となる用地については、211名の地権者から約
18haなどの協力を得る必要があった。

くす玉開披

4．おわりに

このような大規模な事業を短期間で完成させるた

本事業の完成により、「平成26年台風11号」と同

め、地元那賀町と緊密に連携した用地交渉を展開す

規模程度の出水があっても、河川の氾濫を防ぐこと

るとともに、工事受注者と定期的な工程調整会議を

が可能となり、「家屋や公共施設などの浸水被害」

開催し、円滑な工事進捗を図った。また、堤防の盛

や「緊急輸送道路である一般国道195号の冠水に伴

土工事ではICTを活用することで省力化・品質確保

う通行止め」などが解消され、地域住民の安全で安

を行いつつ工期短縮を図った。

心な暮らしの確保に大きく寄与するものと考えている。

途中、付近で大規模な埋蔵文化財調査を実施した

当庁舎では、今後とも、気候変動に伴い、頻発化・

ほか、付け替えの必要な生活道路の構造を安全面か

激甚化する豪雨災害を迎え撃つため、
「流域治水」

ら見直しため、完成予定が１年延びたものの、総事

の考えのもと、那賀川流域の「治水安全度」の向上

業費約97億円の事業を６年間という期間で完成さ

を図る「水災害対策」をしっかりと推進して参りたい。

せることができた。
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人形浄瑠璃（寿二人三番叟）
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徳島県 南部総合県民局 県土整備部 那賀庁舎

地区連の頁

四

国

−香川県−
かばがわ

椛川ダムの竣功と通常管理に移行するまでの道のり
1．椛川ダムの竣功

ダム天端高 標高
■洪水時最高水位

令和３年７月27日、椛川ダムの竣功式が執り行

①洪水調節容量

われた（下写真）。未曽有のコロナ禍への対応から、
これまで香川県で開催された竣功式典に比べ規模を
縮小することとし、事業関係者、施工者、地元関係
者等の人数を、最小限に絞り開催した。式典出席者
は少なくなったが、香川県下最大規模となる椛川ダ
ムへの期待は大きい。実際、式典参加者からは、竣
功を喜ぶ声や水源確保に対する安心の声が多かった。

標高

■平常時最高貯水位
ダ
ム
高

標高

利水容量

有効貯水容量

②流水の正常な機能の維持
③新規水道用水
④異常渇水時等の緊急水補給

■最低水位

総貯水容量

標高

堆砂容量
基礎岩盤

貯水容量配分図

しかし、我々工事担当者は、通常管理への移行に向

の結果、椛川ダムは、３年半程度かかる見込みであ

けて、まだまだ気の抜けない日々が続く。本稿では、

る。これは渇水対策容量を持つため、椛川の流況に

椛川ダムの概要と試験湛水状況を報告する。

対し総貯水容量が大きいこと等に起因する。
椛川ダムではこの３年半という長い期間、毎日ダ
ム堤体及び貯水池周辺を綿密に計測、監視を行う必
要がある。具体的には、堤体及び貯水池周辺の変位
や漏水の有無等を確認する巡視作業と、揚圧力や漏
水量等のデータを収集する計測作業を実施する。こ
の結果、計測数値等に異常が認められると原因の究
明や対策の実施により通常管理への移行が遅れるた
め、担当者は試験湛水が完了するまで安心できない。

椛川ダム竣功式の様子

2．椛川ダムの概要

椛川ダムでは、試験湛水を令和３年３月２日に開
始して以降、順調に試験湛水を進めており、竣功式
当日時点で総貯水容量に対する貯水率は約27％に

椛川ダムは、香川県高松市南部に位置する二級河川

達している（下写真）。このまま順調に試験湛水が

香東川水系椛川に建設した、総貯水量10,560,000㎥

完了し、１日でも早く通常管理に移行することを願

の重力式コンクリートダムである。その目的は、洪

う日々は続くのである。

水時に下流河川の水量を低減する①洪水調節、農業
用水や生活用水を確保し河川環境や景観を守る②流
水の正常な機能の維持、高松市域への③水道用水の
供給、異常渇水時の渇水被害を軽減する④異常渇水
などの緊急水補給の４つがある（右図）
。

3．椛川ダムの試験湛水
ダム完成後、水を貯めて堤体及び貯水池周辺等の
安全性を検証する「試験湛水」が完了した後に通常
管理に移行する。試験湛水の期間は通常、半年〜１
年程度で完了するダムが多い中、シミュレーション

椛川ダム試験湛水状況（令和３年７月27日時点）
た だ

たつ や

前香川県 高松土木事務所 椛川ダム建設事務所 多田 達弥
（現香川県 高松土木事務所 道路第一課）
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地区連の頁

四

国

−松山市−

松山駅周辺土地区画整理事業
1．はじめに
瀬戸内の温暖で穏やかな気候に恵まれた松山市は、

地区の平均減歩率は18.4％で、一般宅地の平均
減歩率は約10%である。

重信川と石手川によって愛媛県のほぼ中央に形成さ

この松山駅周辺土地区画整理事業の特徴は、東口

れた松山平野に位置しており、まちとしては、慶長

駅前広場を拡張し、そこに路面電車を引込むことで

７（1602）年から、加藤嘉明が松山平野の中心に

ある。それによって、JRと路面電車さらには路線

ある勝山に城を築くとともに、新たな城下町を整備

バスの乗り場がコンパクトにまとまり、シームレス

したことから、松山城を中心に市街地が形成されて

な公共交通拠点となる。また、西口駅前広場を新設

いる。

し、そこには空港や港にアクセスしやすい駅西南北
線を接道させている。

松山城を中心として形成された市街地

2．JR松山駅
松 山 市 に 初 め て 鉄 道 が 開 通 し た の は 明 治21年
（1888年）である。港のある三津と松山城下を結
ぶ軽便鉄道で、現在の伊予鉄道となっている。その
後、昭和２年（1927年）になり、ようやく国鉄が
松山駅まで開通した。
現在のJR松山駅周辺地区は、県都の陸の玄関口
でありながら、JR予讃線による駅東西市街地の分
断や松山駅西側の密集した木造住宅等の建築物等の
防災面の不安、また中心部との連続性の不足等の問
題を抱えている。
これらの課題を解決するために、JR予讃線の連
続立体交差事業を愛媛県が松山駅周辺土地区画整理
事業を松山市が行うことになった。

3．松山駅周辺土地区画整理事業

松山駅周辺土地区画整理事業の令和２年度末時点
の進捗状況は事業費ベースの進捗率が57.1％、建
物移転率は81.1％となっている。
また、駅西側に広がる住居系の第１期区域が、平

松山駅周辺土地区画整理事業の概要は、施行面積

成31年に、JR新車両基地・貨物駅が令和２年に完

が約16.7ha、概算事業費が289億円、施行期間は

成し運用を開始するなど、令和８年度の工事完了に

平成20年度から令和13年（清算期間を含む）となっ

向けて、県市一体となり事業を進めている。

ている。
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松山市 都市整備部 松山駅周辺整備課

じん の

まこと

神野 誠

全建 NEWS
令和３年度全建賞候補事業を募集します
全建賞は、我が国の良質な社会資本整備の推進と
建設技術の発展を促進するために設けられたもので
す。昭和28年の全建賞創設以来、毎年優れた建設
事業を実施した機関に授与し、令和３年度表彰で
69回目となる歴史と伝統のある賞です。令和２年

更新講習受講地区と期間

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）

【問い合せ先】事業課

下野、高野、春日

TEL：03-3585-4546 E-mail：hinkaku@zenken.com

度表彰までに2,805事業が授賞されています。
この度、令和３年度全建賞候補事業の募集をします。

「令和４年 2022全建手帳」販売中

詳しくは、地方協会長あてにご案内しました「令
和３年度全建賞候補事業の推薦について（依頼）」
（令
和３年10月15日付

全建発第３-108号）」をご覧

ください。皆様方からの応募をお待ちしています。
【問い合せ先】会員課

小沢

TEL：03-3585-4546 E-mail：kaiin@zenken.com

「令和４年 2022全建手帳」を販売しています。
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

令和３年度公共工事品質確保技術者
資格登録更新講習を実施しています
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。
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。

に充実させました。
【主な特徴】
・A ６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

小沢、露木

TEL：03-3585-4546 E-mail：kikaku@zenken.com

出題

八段

和雄

九段

〔ヒント〕
捨て駒の妙。馬でト
ドメ。

〔あなたの棋力は？〕
５分……………二段
10分……………初段
（解答は80頁）

金銀

（解答は80頁）

歩

石田

持駒

〔あなたの棋力は？〕
５分………………初段

と
馬飛

先手

攻め合いの問題。白のダ
メヅマリをとがめる初手
は？

なし

〔ヒント〕

持駒

先

誠

後手

黒

土井

飛
金
歩玉歩
香
桂銀

出題
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「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･･･
◎ 10月末日現在の加入者は、4,427 名 と昨年の同時期と比べ354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。

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
日本アルプスに属さない山脈はどれか？
１．越後山脈
２．赤石山脈
３．木曽山脈
４．飛騨山脈
※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！！

地域活性化の推進事例
が勉強になったにゃ

10月号の答え

４. 沖縄県
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
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会員だより

９月号より新コーナーの「災害発生！そのとき」は、
いつか来る災害に備え、
実際の体験、経験を広く知ることができるいい企画だと思います。

田中秀典（市町村勤務、38）

８月号の「特集（令和２年度表彰）」の全建賞受賞事業では、
特に橋を活用したまちづくりの取組みや、コロナ禍でも防災啓
発が可能な無料動画サイトを用いた試みなど、ソフト的な事業
が参考になりました。
匿名希望（都道府県勤務、53）

９月号の「災害発生！そのとき」の「その時何をした？〜東日
本大震災の経験から〜」を拝読し、被災時の状況が詳細に想像
でき、自身の立場に置き換えて様々な対策を考える良いきっか
けとなりました。
匿名希望（市町村勤務、30）

今回は、自分が携わった事業が全建賞に選ばれて嬉しく思って
おります。今後も機会があればチャレンジしたいと思います。

匿名希望（都道府県勤務、53）

９月号の「ひろば」の「治水とまちづくりの連携に向けて」を
拝読しました。今回、国土交通省で「水災害リスクを踏まえた
防災まちづくりのガイドライン」が作成されましたが、立地適
正化計画（防災指針）の作成は、
関係者に具体的な対応策とセッ
トで示す必要があることから、特に大都市圏の自治体では本気
度が問われると思います。
匿名希望（都道府県勤務、49）

８月号の大石会長の「上徳不徳」は、行政に携わる人は知って
おく必要がある内容だと思いました。国債発行は後世につけを
回す事になると言い、長年緊縮財政を続けてきた結果、GDP
が伸びず、税収も減ってしまいました。今一度、行政の予算の
使い方を考える必要があると考えます。

古賀忠直（九州地方整備局勤務、53）
９月号「巻頭言」の福岡県知事の「豪雨災害からの復旧・復興」
を読み、災害に向き合う我々の仕事の難しさを改めて感じまし
た。コロナとの戦いが依然続いており心が折れそうな時もあり
ますが、我々も引続き頑張っていきたいと思います。

匿名希望（都道府県勤務、30）
９月号の「特集」は「社会資本の戦略的な維持管理」でした。
施設の老朽化が進む一方、働き手の減少に歯止めが効かず、国
内のインフラを戦略的に維持管理していくことは大きな課題で
す。その対策として、ドローン、AI等の導入は非常に有効か
つ効率的で、今後、多くの現場で用いられるよう国の立場とし
て改めて導入促進に努力が必要と感じました。

長谷川恵一（国土交通本省勤務、43）
自治体でインフラメンテナンスの担当をしています。特に市町
村においては、技術職員不足が顕著であり、新技術の活用によ
る効率化は必須であると考えます。９月号「特集」の「持続的・
効率的なインフラメンテナンスの推進」を拝読しましたが、新
技術を活用するための取組みなどにも触れられており興味深い
内容でした。
匿名希望（都道府県勤務、36）
９月号の「公務員技術者の訴訟リスク」では、発注官庁、自治
体ではなく、個人が訴えられている事例が掲載されていて、公
務員として改めて襟を正す必要性を感じました。今後も様々な
訴訟事例を掲載して欲しいと思います。

匿名希望（湯沢市勤務、52）
他の地方協会では技術力の研鑽に向けてどのような活動を行っ
ているか興味を持っていたので、９月号の「学ぶ・つなぐ・広
げる」の「四国地区連合会主催の講習会」の記事は参考になり
ました。
匿名希望（都道府県勤務、46）

９月号の「ひろば」の「群馬県のメディアを活用した広報」の
取組みは斬新なアイデアでよいと思います。誌面のQRコード
を 読 み 取 り、 群 馬 県 のHP等 を 見 る と、 金 曜 日 の19:45 〜
20:00に群馬テレビで放送されていることを知り、これもすご
いと思いました。
匿名希望（都道府県勤務、53）
「会計検査情報」は勉強になります。今は、構造計算もデジタ
ル化され、数値が何を意味しているのか分からず設計していま
す。構造体や鉄筋量など単位量を知り、感覚的に何かおかしい
と気付くことが大切だと思います。

匿名希望（都道府県勤務、52）
現在、下水道事業に従事しています。現道の交通対策に非常に
苦慮しており、９月号の「事例から学ぶ現場力の向上」の記事
は参考になりました。
三輪琢磨（市町村勤務、32）
毎号「技術資格試験合格体験記」を読んでいると、若い頃に技
術士の取得を目指して取り組めば良かったなぁとつくづく思わ
されます。名刺に「技術士」と記載されている方がうらやまし
いです。
匿名希望（元都道府県勤務、60）
現在携わっていない業務の分野でも、「基礎から学ぶインフラ
講座」であれば分かりやすく、知見を広めることができると思
います。
新垣直也（浦添市勤務、36）
OBによる支援として、災害復旧時の技術助言等を期待されて
いる中、「災害査定の留意点」は最新の知見が紹介されている
ため、自分の経験だけに頼ることなく、知識のブラッシュアッ
プに役立ちます。
匿名希望（元都道府県勤務、65）
９月号は日本国内の建設業界を取り巻く「特集」だけでなく、
米国のインフラ投資法の動き（
「諸外国のインフラ情報」
）や、
バングラデシュ国への派遣者からの現地レポート（「海外機関
派遣者レポート」）が新鮮で大いに参考になりました。

匿名希望（内閣官房勤務、33）

「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〉
5 3 6 2
4 1

7

２二金 同銀 ３二飛成 同玉 ４三銀
金 ４一馬までの七手詰め。

黒１のキリが急所。以下
黒７までぴったり仕上げ
ました。

3 1

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
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２二金捨てが俗で気付きにくい。 １四玉と
逃げれば １五銀。 同銀に ３二飛成から
４三銀の連続捨て駒が本題のテーマ。 ２三玉
の逃げなら、やはり ４一馬で詰み。

黒１のオキがうるさい手
ですが、白２のツギが冷
静。黒３には白４のコス
ミで、白が攻め合い勝ち
です。

編集後記
９月号から新たに「災害発生！そのとき」の連載を開始しました。９月号では仙台市の加藤
さんに、東日本大震災の発災時における避難、初期対応、住民対応、下水道施設の復旧などに
ついて、10月号では広島県の森桶さんに、西日本豪雨で寸断した道路の啓開や河川内に堆積
した土砂撤去への対応などについて、執筆していただきました。
読者からの感想等を「会員だより」に掲載していますが、これら以外にも多くの声が寄せら
れており、災害対応に関して全建会員の関心が高いことが伺われます。
さて、３回目の連載となる今号では、元関東地方整備局の堤さんに鬼怒川の堤防決壊時の初
動対応について執筆していただきました。鬼怒川のような河川の堤防が決壊した場合、次の出
水までに応急復旧を完了させないと、甚大な被害が発生するおそれがあり、正に時間との闘い
です。当時、同整備局の本局河川部の幹部だった堤さんは、発災後、中堅・若手職員を伴って
現場へ赴き、現地対策本部で指揮を執られました。氾濫した水の排水を行うとともに、延長約
200ｍにわたり決壊した堤防の荒締切工、鋼矢板二重締切工による応急復旧を２週間で完了さ
れました。
全建では、関東地方整備局、堤さんの御協力を頂き、延べ50枚に及ぶ写真にテロップ等を
加えて、スライドショーを編集し、約２年前から建設技術講習会の休憩時間に映写しています。
堤さんの貴重な経験やそこで得られた教訓は、今号の文章を読むことで学ぶことができますが、
応急復旧の具体的な工法やプロセスについては、スライドショーを見ることで視覚的に理解を
深めることができます。
建設技術講習会については、新型コロナウイルス感染症の影響で、昨年から中止することが
多いのですが、受講生の皆様にとって有益なものとなるよう、今後とも充実を図ってまいります。

（本部事務局）
月刊「建設」編集委員─ ────────────────────────────────
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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

月刊建設21−11

員 山本
中村
秋山
南
河合
吉川
永野
桑嶋
三輪

洸太
允宣
秀樹
彩
功介
昌孝
収
健
晴文

（令和３年11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11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

80

同

〈解説〉

〈失敗〉
4

（問題は77頁）

（発行数59,700部）

