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高松港朝日地区

複合一貫輸送ターミナル整備事業

「高松港朝日地区」では船舶の増加や大型化への対応等を目的と

C O N T E N T S
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D ece mber

して、大型フェリーが発着可能な延長200ｍの耐震強化岸壁を建設
しております。令和４年２月に香川県で行われる建設
技術講習会の現場研修において、この工事現場を見学
していただく予定です（本号P2、３高松市長「巻頭言」

詳細な
位置図
香川県

より）。


（写真提供：国土交通省四国地方整備局）
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巻頭言
既存ストックを活用した持続可能なまちづくり
〜瀬戸の都・高松〜

1．はじめに
高松市は、北は多島美を誇る波静かな瀬戸内海
に面し、南は徳島県境に至る、海・山・川など恵
まれた自然を有する広範な市域の中に、にぎわい
のある都心やのどかな田園など、都市機能・水・
緑が程よく調和し、豊かな生活空間を有する、人
口約42万人、面積約376㎢の都市です。
年間を通して寒暖の差が小さく、降水量が少な
いのが特色で、恵まれた風土と地理的優位性を生
かし、昭和63年の瀬戸大橋開通、平成元年の新
高松空港開港、16年の新しい都市拠点サンポー
ト高松のオープンなどを経て、県都として発展を
続けてきました。
「活力にあふれ 創造性豊かな 瀬戸の都・高
松」を目指し、都市的利便性と自然的環境が享受
できる都市の実現に向け、持続可能なまちづくり
を進めています。

2．本市の課題と取組
本市では、平成16年に市街化区域及び市街化
調整区域の区域区分、いわゆる「線引き」の廃止
以降、市域内における居住人口の維持などの効果
が見受けられるものの、郊外部での宅地化の進展
など、低密度な市街地拡大による社会基盤の管理
運営コストの増大等の課題に直面しています。こ
うした課題に対応するため、都市計画と交通計画
を両輪とし、公共交通を軸として、人々の移動を
束ねていく形での土地利用を促す、「コンパクト・
プラス・ネットワーク」のまちづくりに、重点的
に取り組んでいます。

松市地域公共交通網形成計画」を策定以後、既存
ストックである鉄道を基軸とし、バスをフィー
ダーとする持続可能な公共交通ネットワークの再
構築に向け、交通結節拠点として２つの鉄道新駅
を整備するとともに、現行バス路線の再編に取り
組んでいます。
需要に合わせたバス路線の最適化を図るために
は、再編によるバスを受け止める交通結節拠点が
必要であることから、既に整備された幹線道路と
鉄道との交差部に新駅を整備し、コストの抑制を
実現しつつ、接続性を確保していく計画を策定し、
進めています。
この新駅整備の考え方は、鉄道インフラと道路
インフラを結節させることにより、ストックを最
大限に活用し、電車、バス、自動車や自転車等の
多様なモードを結節させることを可能としており、
マルチモーダルな交通体系に寄与するものです。
新駅整備は、
「駅舎」
「線路の複線化」
「駅前広場」
の３つの事業から成り立っており、駅前広場につ
いては、街路事業として社会資本整備総合交付金
により整備を進め、令和３年11月のことでん新
駅「伏石駅」のグランドオープンとともに、バス
の再編路線での運行が開始されました。

3．インフラストックを活用した、持続可
能な公共交通ネットワークの再構築
交通計画においては、平成25年度に「高松市
公共交通利用促進条例」を制定し、26年度に「高
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4．集約型都市構造の核となる中心市街地の
活性化〜基幹事業としての市街地再開発〜

5．住宅ストックの有効活用による、都市
構造の集約化に向けて

一方、都市構造の集約化に向けては、本市の核
となる中心市街地の活性化が重要と考えておりま
す。中心市街地に位置する中央商店街は、８つの
商店街からなり、アーケードの総延長が約2.7㎞
を誇る全国有数の商店街です。
しかし、中央商店街においても、昨今のモータ
リゼーションの進展と郊外部の幹線道路沿道に大
規模な店舗が立地したことなどにより、空き店舗
の増加、歩行者通行量の減少が見られるようにな
りました。
このような中、人口減少時代を見据えた「コン
パクト」で持続可能なまちづくりを目指し、市街
地再開発事業による中心市街地の整備改善や街な
か居住の推進に取り組んでいます。
中央商店街の北端に位置する丸亀町商店街では、
地元主導による市街地再開発事業等に、計画的に
取り組んでおり、平成18年から24年にかけて、
４つの街区で事業が完了し、商店街の空き店舗率
の改善、歩行者通行量及び居住人口の増加に効果
が現れており、本市の経済・商業活動をけん引し
ています。
また、現在、大工町・磨屋町地区において、着
手している市街地再開発事業は、令和元年に国の
認定を受けた「第３期高松市中心市街地活性化基
本計画」においても、地域価値の向上とコンパク
トシティの形成に向けた基幹事業として位置付け
ており、今後も、必要な都市機能が確保され、地
域の活力と魅力を高める中心市街地の活性化に取
り組むこととしています。

市域を広範囲に見ますと、住宅総数が全世帯数
を大幅に上回っており、空き家が増加傾向にあり
ます。特に中心市街地や用途地域内を中心に空き
家が点在している状況です。
そこで、将来的に持続可能なまちづくりを目指
していくため、平成30年３月に「高松市立地適
正化計画」を策定し、居住誘導区域へ居住の誘導
を行うことなどにより、都市構造の集約化に取り
組んでいます。
このような居住誘導に当たっては、市街地再開
発事業や民間の共同住宅といった新たな住宅ス
トックを整備していくことに加え、空き家発生の
未然防止や流通促進といった、既存の住宅ストッ
クを有効に活用していく総合的な住宅施策に取り
組むこととしています。

6．おわりに
令和４年２月には、一般社団法人全日本建設技
術協会の建設技術講習会が高松市において開催さ
れます。同講習会の現場研修では、船舶の増加や
大型化への対応を目的として整備されている「高
松港朝日地区 複合一貫輸送ターミナル」
（事業主体：
四国地方整備局）等の現場視察を予定しています。
本市は、城下町として発展してきたことから、
歴史・文化遺産が多く、国の史跡及び天然記念物
に指定されている屋島を始め、日本三大水城の高
松城跡で、庭園美が堪能できる玉藻公園、国の特
別名勝に指定されている栗林公園など、数多くの
景勝地があり、風光明媚な瀬戸内海の景観と共に
皆様をお出迎えいたします。また、新型コロナウ
イルス感染症も油断できない状況でありますので、
密を避けるなどの感染防止対策を講じながら、皆
様の御参加を心からお待ちしております。

月刊建設21−12

3

巻頭言
地球温暖化問題への対応とインフラ整備

現在の国際社会の大きな課題の一つが気候の温

4

目的とする環境関係の条約とはかなり性質が異なる。

暖化問題への対応である。大きな関心が集まって

人間の通常の活動によって排出されるGHGガ

いるカーボンニュートラル又はゼロエミッション

スが地球全体の環境に影響を与えるとの知見に基

の実現のためには、インフラの整備が不可欠である。

づき締結された重要な条約が、気候変動に関する

国際社会の問題としての環境の保護及び保全が

国際連合枠組条約（以下、気候変動枠組条約）

注目されるようになったのは1970年代である。

（1992年）であり、今日に至るまでの、GHGガ

1972年に国連が開催したストックホルム人間環

スの排出削減のための国際協力と各国の努力の基

境会議で採択された人間環境宣言は、法的拘束力

礎となっている。この条約も、地球全体の環境の

はないものの、国際社会が取り組むべき環境の保

変動とGHGガスの排出の関係に関する一定の科

護及び保全に関する論点を示し、その後の条約締

学的知見が成熟したことから締結が実現したもの

結や国際環境法の発展をもたらすものとなった。

と言える。

1970年代までにも、環境関係の分野で多くの

オゾン層の保護のための条約と同様に、気候変

条約が締結されていたが、地球環境全体にかかわ

動枠組条約は、一般的義務（枠組）に関する規定

る問題に関する条約が締結されるようになるのは、

を置くにとどまっており、具体的な実施のための

1980年代以降である。人間の通常の活動から排

文書が必要であった。1997年に採択された京都

出される物質がオゾン層の破壊に影響を与えてい

議定書は、共通だが差異ある責任の原則に基づき、

ることが科学的に立証されるようになったことか

先 進 国 と 発 展 途 上 国 を 区 別 し、 先 進 国 に の み

ら、1985年 に オ ゾ ン 層 の 保 護 の た め の 条 約、

GHGガスの排出削減の義務を課す内容となって

1987年に、その実施のための具体的義務を規定

いた。発展途上国の事情に一定の配慮を払うこと

するモントリオール議定書が作成された。これは、

が必要だったとはいえ、国際社会全体の協力によ

地球環境に影響を与える物質の排出の規制のため

るGHGガスの削減への取組に有効な制度となっ

の条約であって、それ以前のようないずれかの国

ていないことは否定できなかった。

の原因行為によって環境汚染が生じることを防止

気候変動枠組条約締結以降も続いてきた地球全

し、汚染の被害者救済を確保しようとすることを

体の平均気温の上昇と目に見える気象による災害
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かわ の

早稲田大学 法学学術院 教授

河野

ま

り

こ

真理子

の激甚化から、国際社会全体の協力の必要性がよ

については、日本の気象及び海象、地形に適した

り強く認識されるようになった結果、2015年に

発電技術の開発も重要だが、施設の設置と維持を

採択されたのがパリ協定である。この協定は、産

支えるための港湾を中心とした施設の整備が必要

業革命前と比べて世界の平均気温の上昇を２度高

である。また、GHGガスを排出しない新たな燃

い水準を十分下回ること、並びに、世界全体の平

料として期待される水素や燃料アンモニア等の利

均気温の上昇を産業革命前と比べて1.5度高い水

用のためには、それらを供給する施設が不可欠で

準までのものに制限するように努力することを目

ある。特に、日本の場合、これらの燃料が輸入に

的としている。そして、各国はGHGガスの削減

依存するものとなることが予想されるため、輸入

に関して自主目標を設定し、国内的措置を採る義

の基地となる港湾の整備だけでなく、これを全国

務、及び５年毎に自主目標を報告する義務を負っ

に円滑に輸送するための国内のネットワークの構

ている。

築も必要である。CCS、CCUSもインフラ整備

地球環境に関する条約は科学的知見の発展に

がなければ実施できない。

伴って整備されてきた。パリ協定に規定されてい

国際社会におけるカーボンニュートラル又はゼ

る数値目標は、野心的であると認識されており、

ロエミッションの実現への要請が高まる中、個々

その達成のためには、革新的な技術開発を要する

の手法の技術革新だけでなく、その技術の有効な

と考えられる。協定の目的の実現のためには、例

利用の実現のためのインフラについても革新的な

えば、再生可能エネルギー、GHGガスの排出を

整備が求められている。これらの分野の技術が新

抑える燃料、二酸化炭素の回収・貯留・利用（CCS、

たな投資やビジネスの可能性につながりうること

CCUS）等の分野での技術開発が不可欠であるだ

も認識されなければならない。

けでなく、これらの技術の有効な利用の促進のた
めのインフラの整備が重要である。洋上風力発電
【著者紹介】河野 真理子（かわの まりこ）
1960年 徳島県生まれ。東京大学教養学部教養学科卒業。同大学院総合文化研究科修士課程修了、英国ケンブリッジ大学大学院法学
修士課程修了。筑波大学を経て、2004年より現職。専門は、国際法。論文「海洋法における『人』
」の権利と利益の保護及び規律」『国
際法外交雑誌』第120巻１・２号（2021年）ほか。
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特集

社会資本の
ストック効果

～ストック効果の最大化、見える化～
社会資本整備の効果には、フロー効果とストック効果があり
ます。フロー効果とは、公共投資の事業自体により生産、雇用、
消費等の経済活動が派生的に創出され、短期的に経済全体を拡大
させる効果であり、ストック効果とは整備された社会資本が機能
することによって、整備直後から継続的に中⾧期にわたり得られ
る効果で、安全・安心効果、生活の質の向上効果、生産性向上効
果があります。
また、ストック効果は、その効果を直接の利用者が受ける場
合（
「直接効果」という）と、直接の利用者からいくつかの段階
を経て最終的に効果が現れる場合（
「間接効果」という）に分け
られます。例えば、高速道路の開通によって、目的地までの所要
時間が短縮される、という効果は直接効果、交通が便利になった
ことで観光客が増大する、という効果は間接効果となります。
社会資本のストック効果の最大化を図ることを基本理念とす
る第４次社会資本整備重点計画に続き、第５次社会資本整備重点
計画が2021年５月に閣議決定され、国土交通省では、この計画
を踏まえ、
「主体の総力」
「手段の総力」
「時間軸の総力」の３つ
の総力を挙げて社会資本整備に取り組むことで、ストック効果を
最大化させていくこととしています。
ストック効果を最大限発揮するためには、ストック効果を積
令和３年７月の大雨で効果を発揮した川内川の推込分水路
極的に幅広く把握、
「見える化」し、効果を高める工夫と有機的
に連携させることが必要であります。また、このため、これまで （本号 P21 ～ 23「防災・減災、国土強靱化に資する治水対策」
より）
行ってきた発生ベースでの便益の総量の把握にあわせ、ストック
効果が具体的にどう発現しているかという観点から、発現した多
様な効果を客観的・定量的に把握するとともに、こうした効果を
地域に対して分かりやすく伝え、
「見せる化」することが重要です。
今号の特集では「ストック効果の最大化に向けて」について
概説するとともに、地方整備局・地方公共団体で取り組んでいる
ストック効果の「最大化」や「見える化・見せる化」等の事例に
ついて紹介します。
特集担当：伊藤 直樹
（国土交通省 港湾局 技術企画課 技術監理室 専門官）
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特集 社会資本のストック効果〜ストック効果の最大化、見える化〜

ストック効果の最大化に向けて
〜「地方ブロックにおける社会資本整備重点計画」を策定〜
さと

うち

里 内

しゅん すけ

俊 介＊

激甚化・頻発化する災害、コロナウイルス感染症拡大という危機の中、経済成長や安全・安心の確保、
国民生活の質の向上を継続的に実現するためには、効率的・効果的な社会資本整備が求められる。本稿で
は、本年策定した社会資本整備重点計画や効果的な社会資本整備実現のためのストック効果の最大化に向
けた最近の取組について紹介する。

1．はじめに

成長期以降から現在まで我が国の豊かな生活基盤と

我が国は、諸外国と比較して、急峻な山脈を多く

なっていることは論をまたないことである。また、

有し、海岸線が複雑で可住地が少なく、自身や豪雨

近年においても、令和２年７月豪雨、令和３年７月

など自然災害が数多く発生するなどの脆弱な国土条

の大雨等によって、深刻な被害に直面している一方

件下にある。このような中で、先人たちの知恵や努

で、かつて整備を行ったインフラがその機能を発揮

力によって我が国に蓄積されてきたインフラが効果

し、多くの人々の命や暮らしが守られたケースもある。

を発揮し、現在を生きる我々の日々の生活や社会経

このように、現在の我々が行う社会資本整備は、

済活動の基盤となっている。例えば、1964年の東

現在を生きる我々の安全・安心を確保し、社会経済

京オリンピック大会開催に向け、東京を中心とした

活動の基盤となるだけでなく、将来世代の豊かな生

大規模なインフラ整備が行われたことが、高度経済

活や社会経済活動、我が国の競争力の基盤となるも

図－１

第５次社会資本整備重点計画と地方ブロックにおける社会資本整備重点計画の策定

＊国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課 事業調整第一係長
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のであり、これらを効果的に活用することで、イン

資本を整備するための計画として、「地方ブロック

フラのストック効果を最大限発揮させる必要がある。

における社会資本整備重点計画」を北海道から沖縄

本稿では、インフラストック効果やインフラ経営

までの10ブロックにおいて策定した。

という観点を盛り込みつつ、本年５月に取りまとめ

本計画においては、各ブロックにおける重点目標

られた「第５次社会資本整備重点計画」及び８月に

の実現に向けて、代表的な指標及び具体的な事業を

取りまとめられた「地方ブロックにおける社会資本

含む主要取組をとりまとめており、次の３点の特徴

整備重点計画」について触れた上で、各地方ブロッ

がある。

クにおける今後の社会資本整備が進展することによ
り期待されるストック効果やインフラ経営の取組に
ついて紹介する。

①完成時期や今後見込まれる事業費を記載するな
ど、事業の見通しをできるだけ明確化
②「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速
化対策」として実施している取組を明示

2．社会資本整備重点計画

③ストック効果のさらなる拡大のため、インフラの

１）第５次社会資本整備重点計画の策定
今後進むべき社会のあり方を見据えた上で、その
実現に資するような社会資本整備を進めていくため、

潜在力を引き出すとともに、インフラによる新た
な価値を創造するインフラ経営の取組を記載

「第５次社会資本整備重点計画（令和３年５月閣議

3．社会資本整備の効果

決定）
」を策定した（図−１）。本計画の見直しのポ

１）ストック効果とフロー効果

イントは、以下の３つのとおりである。

第２章で述べた社会資本整備重点計画に基づき、

⑴従前の４つの目標（防災・減災、インフラメン

社会資本整備を効率的かつ効果的に進めていくため

テナンス、持続可能な地域社会の形成、経済成

には、整備するインフラが社会経済や国民生活に与

長を支える基盤整備）に加え、昨今の社会情勢

えうる効果を十分に認識して進めていく必要がある。

を踏まえて、インフラ分野のデジタル・トラン

社会資本整備の効果は、
「ストック効果」と「フロー

スフォーメーション（DX）と脱炭素化に関す

効果」に大別される（図－２）。

る２つの目標を新たに追加。
⑵ 厳しい財政制約や人口減少の下、社会資本整
備のストック効果を最大化させるため、

フロー効果は、公共投資の事業そのものにより生
産、雇用、消費等の経済活動が派生的に創出され、
短期的に経済活動を拡大させる効果である。

①３つの総力（主体の総力、手段の総力、時

一方、ストック効果は、整備されたインフラが社

間軸の総力）を挙げた社会資本整備の深化

会資本として蓄積され、機能することによって、整

により、インフラの

備直後から継続的に中長期的にわたり得られる効果

②『 インフラ経営』

※１

潜在力を引き出すとともに、新たな価値を
創造の視点を追加
⑶ 加速化するインフラの老朽化に対応するため、
持続可能なインフラメンテナンスに向けた施策
の１つとして、「集約・再編等によるインフラ
ストックの適正化」を位置付け。
２
）地方ブロックにおける社会資本整備重点計画の策定
上記全国レベルの計画（第５次社会資本整備重点
計画）に基づき、本年８月には、各種施策を効果的
かつ効率的に実施するため、各地方の特性、将来像
や整備水準に応じて重点的、効率的、効果的に社会

図－２

社会資本整備の効果
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である。この効果は、耐震性の向上や水害リスクの

は高密度に進展、下流沿川はゼロメートル地帯が

低減といった「①安全・安心効果」や、生活環境の

広範囲に広がっていることから、一度氾濫すると

改善やアメニティの向上といった「②生活の質の向

被害は甚大となる。荒川調節池群（荒川第二・第

上効果」のほか、移動時間の短縮等といった社会の

三調節池）整備により、河道流量を低減し、調節

ベースの生産性を高める「③生産性向上効果」に分

池より下流の広範囲において治水安全度の向上が

類される。

図られる。

景気を下支えする財政政策の手段としてフロー効

平常時

洪水調節時

果の観点から公共投資の意義が論じられることも多
く見られるが、社会資本整備がもたらす本来的な効
果はストック効果である。このため、ストック効果

荒
川
↓

荒川第一
調節池

荒川第一
調節池

荒
川
↓

の最大化を図ることが、より効率的かつ効果的な社
写真−１

会資本整備につながっていくものと考えられる。
２）これまでの取組

荒川第一調節池

○伏木富山港の整備（富山県）

国土交通省では、これまでにインフラ整備によっ

国際物流ターミナルや国際海上コンテナターミナ

てもらたされる生産性向上等の多様なストック効果

ル、臨港施設の整備・機能強化をさらに進めるこ

をわかりやすく伝えるため、ストック効果の事例集

とにより、一層の輸送の効率化が図られ、更なる

を作成し、国土交通省のHPで公表している。例えば、

貿易額の増加が期待される。

令和２年３月には、
「令和新時代を創造する社会資
本整備

インフラストック効果事例集」をとりまと

め公表、
同年10月には「いのちとくらしを守る防災・
減災、国土強靱化〜３か年緊急対策・令和新時代を
支える事前防災効果 事例集〜」をとりまとめ公表※２
している。
次章では、2．
２）で述べた「地方ブロックにおけ
る社会資本整備重点計画」に掲載されているストック
効果やインフラ経営の取組の事例について紹介する。

4．各地方において期待されるストック効果
とインフラ経営の取組
〜
地方ブロックにおける社会資本整備重点計画を例
として〜
2．
２）で述べた「地方ブロックにおける社会資本

写真−２

伏木地区国際物流ターミナル整備事業

○東海環状自動車道の整備（愛知県、岐阜県、三重県）
平成12年の東回り全線工事着工後、沿線地域に
延べ165企業が進出（平成30年まで）し、沿線
市町の製造品出荷額等は約1.7倍に増加。今後も
西回り区間における未事業化区間の順次開通や暫
定２車線区間の４車線化を推進することにより、
西回り

東回り

事業中

開通済

工 業 団 地の立地企業数
400
300

200

整備重点計画」においては、各ブロックごとの社会

100

H12年

40

ストック効果」と「インフラ経営の取組」をまとめ

1.67
沿線伸び率

1.10

30
20

ている。ここではその一部を紹介する。

10
0

■期待されるストック効果■

豊田東JCT

全国伸び率

1.00

H12年

24.0

H30年

工業団地（H12迄完成：41箇所）

工業団地（H13以降完成：30箇所）
R1年12月時点の自治体調査結果より

図−３

1.30
0.80
0.30

14.4

凡例

○荒川調節池の整備（埼玉県）
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R元年

製 造 品 出荷額等

重点目標を設定し、各重点目標ごとに「期待される

10

360
195

0

情勢の変化に対応するべく、ブロックごとに６つの

荒川は埼玉県・東京都を貫流し、沿川の土地利用

※R元年1 2月調査時点基準

165 件増

東海環状自動車道の整備効果

(0.20)
(0.70)

さらなる経済活動の活性化に寄与する。
○国営飛鳥・平城宮跡歴史公園などの整備（奈良県）
近畿が誇る数多くの世界遺産や重要文化財等を活
かし、国営飛鳥・平城宮跡歴史公園などの整備や、
都市再生整備を推進することで、近畿全域の観光
地に外国人観光客を誘客し、世界の観光市場を取
り込むことが期待できる。また、美しい景観・良
好な環境形成の取組により、若者をはじめとする
定住の促進への効果をもたらすことが期待できる。

写真−５

鶴田ダム

○国営沖縄記念公園海洋博覧会地区及び首里城地区
（沖縄県）
県 内 最 大 規 模 の 集 客 を 誇 る 観 光・ レ ク リ エ ー
ション施設である本部町の国営沖縄記念公園海洋
博覧会地区及び首里城地区は、四季を通じた様々
なイベント等の開催による沖縄観光振興により、
地域のにぎわいを創出している。

写真−３

平城宮跡歴史公園

■インフラ経営の取組■
○釣り文化振興モデル指定港（青森港・秋田港・相
馬港・小名浜港・新潟港・直江津港）
防波堤等の施設において、安全管理を徹底させた
上で「釣り施設」として一般開放する取組を実施
しており、地域の新たな賑わい創出や釣り文化の
振興に寄与している。

写真−６ （左）沖縄国際洋蘭博覧会
（右）全国トリムマラソン

上記で紹介したものは一部であり、その他の全国
10ブロックにおける取組の詳細等については、国
土交通省のHP（https://www.mlit.go.jp/
report/press/content/001421125.pdf）
を参照されたい。

写真−４ （左）青森港北防波堤（限定開放）
（右）相馬港５号ふ頭防波堤

○鶴田ダムの見学（鹿児島県）

5．おわりに
本稿では、本年５月に閣議決定した「第５次社会
資本整備重点計画」、８月に策定した「地方ブロッ

平成18年７月の記録的な豪雨により、川内川流

クにおける社会資本整備重点計画」を紹介し、全国

域では、これまでにない甚大な浸水被害が発生し

におけるストック効果やインフラ経営の取組等につ

た。これを受け、洪水による被害を軽減するため、

いて述べた。

河川激甚災害対策特別緊急事業（激特事業）とあ

ストック効果の最大化に引き続き取り組み、より

わせて鶴田ダムの洪水調節容量の増量工事を実施

効果的な社会資本整備の実現に努めてまいる。

し、平成30年度に完成させた。現在は、鶴田ダ

※１：イ ンフラを国民が持つ資産として捉え、整備・維持
管理・利活用の各段階において、工夫を凝らした新
たな取組を実施すること。
※２：h ttps://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/
region/stock/index.html

ムの見学を受け付けており、ダムコンシェルジュ
が普段は立ち入ることが出来ない操作室や内部の
管理用トンネル、放流ゲート室等を案内している。

【著者紹介】 里内 俊介（さとうち しゅんすけ）
平成元年生まれ。大学院を修了後、平成28年に国土交通省入省（総合土木職）。道路の調査設計、高速道路料金施策、道路交通調査の研究
業務等の職務に従事し、現職。
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第二京阪道路における開通後のストック効果
〜全線開通後10年が与えた影響〜

国土交通省 近畿地方整備局 浪速国道事務所
京都・大阪を結ぶ第二京阪道路は平成22年３月に全線開通し、昨年10周年を迎えた。全線開通に伴い、
周辺地域に与えたストック効果は大きい。本稿では、第二京阪道路の全線開通以降、周辺地域に与えた影
響や変化を紹介する。

1．はじめに
第二京阪道路は、一般国道１号のバイパスとして、

増加しており、並行路線の負荷が減少していること
がわかる（図−３）。

京都市伏見区向島付近から京滋バイパス久御山JCT
を経由し、近畿自動車道門真JCTに至る延長28.3㎞

かもがわひがし

鴨川東IC

H23.3.27 開通

の道路である（図−１）
。一般国道１号の慢性的な

H20.1.19 開通

保するとともに、京都・大阪間の沿線地域の活性化

阪神高速
から移管

京都市

（7.4km）

長岡京市

大山崎JCT

等を目的として平成22年３月20日に開通した。

島本町

また、平成31年４月に阪神高速８号京都線（鴨

山科IC

第二京阪道路

京都府

交通渋滞を緩和し、安全かつ円滑、快適な交通を確

やましな

かみとば

上鳥羽IC

おぐらいけ

巨椋池IC
く

大阪府

高槻JCT

み やま

久御山JCT

久御山町

くみやまみなみ

宇治市

久御山南IC

H15.3.30 開通

やわたひがし

川東IC以南）延長7.4㎞が阪神高速道路（株）から

八幡東IC

八幡市

城陽JCT

高槻市

八幡京田辺JCT
や わたきょう た なべ

西日本高速道路（株）に移管され、第二京阪道路と

きょうたなべまつい

京田辺松井IC

吹田JCT

して編入している。

枚方市

枚方東IC

京田辺市

ひらかたがっけん

枚方学研IC

H22.3.20 開通

本稿では、令和２年３月20日に全線開通10周年

城陽市

ひらかたひがし

かたのきた

交野北IC

を迎えた第二京阪道路がこれまでに創出したストッ

交野市

かたのみなみ

守口JCT

ク効果について紹介する。

交野南IC

寝屋川市

ねやがわきた

寝屋川北IC

守口市

生駒市
門真市

ねやがわみなみ

寝屋川南IC

第二京阪道路
（28.3km）

四條畷市

大東市

だいにけいはんかどま

2．第二京阪道路のストック効果

第二京阪門真IC
かど ま

門真JCT 東大阪市

１）第二京阪道路における交通量の増加

奈良県

図－１

第二京阪道路

第二京阪道路では開通以降年々交通量が増加し、
80

並行する路線の負担が軽減されている。
全線開通時の平成22年では第二京阪道路（専用
部）の平均断面交通量は34,000台／日であったが、
年々増加し、令和元年では62,000台／日となり、
全線開通直後と比較して約８割増加している（図−２）
。
また、並行路線との交通分担率も、平成22年度
では約23％、令和３年度では約33％と約３割まで

12
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交 60
通
量
（ 40
千
台
／
9 日 20
9
）
H17

0
H18

H22.3
全線開通
34

37

42

47

47
34

79

810

912

9

9

10

12

H19
H15

H20
H16

H21
H17

H22
H18

H23
H19

H24
H20

H25
H21

H26
H22

50
37

H27
H23

52

42

56
47

59
47

H28 H25
H29 H26
H30 H27
R1
H24

出典：NEXCO西日本資料（上下断面・年度平均値）
※その時点で開通している区間（H21以前が京都府域、H22以降が京都府域、大阪府域）の
延長を加味して平均した交通量（上下線計）但し、H31.4に編入した（鴨川東IC～巨椋池IC）は除く

図－２

62
50

平均断面交通量の推移

52

H28

分担率が
約3割
（32.5％）

となり、高速道路ネットワークが完全に通行止めと
なる日数は、９割以上減少した（図−４）。
３）リムジンバスの運行便数が増加
観光への効果の１つとして、関西国際空港から京
都へのアクセス向上が挙げられる。
第二京阪道路の全線開通により、京都駅から関西
国際空港間の所要時間が、平成21年時点で105分
から、令和元年時点で88分と片道17分短縮された。

出典：H22、H27年度 道路交通量調査（国土交通省）
R3は、令和3年10月5日調査結果及びNEXCO西日本資料

第二京阪及び並行路線の断面交通量

図－３

２）大阪・京都間の確実な高速ネットワークの確保

また、リムジンバスの平均遅れ時間も、平成21
年時点の24分から、平成26年時点で19分と５分短
縮されており、定時性の確保にも寄与している。

第二京阪道路の全線開通により、名神高速道路の

また、運行便数は開通前の平成22年３月時点では

みであった高速道路ネットワークが多重化され、大

55便／日だったが、令和元年12月時点で124便／日

阪・京都間で通行止時の代替機能が確保された。

と、倍以上の69便／日増加している（図−５）。

第二京阪道路開通前は名神高速道路１ルートにお
ける通行止日数が平均 約14.5日／年であったが、
全線開通後は名神高速道路が通行止となっても第二

京都駅～関西国際空港間の所要時間が

105分→88分（17分短縮）

京阪道路が代替路として通行可能となった。２ルー
トが同時に通行止めとなる日数は平均 約0.8日／年

【開通前】：H21 【開通後】：R1

出典：京阪バス（株）、関西空港交通(株)時刻表資料

関西リムジンバスの平均遅れ時間が

24分→19分（5分短縮）

●第二京阪道路全線開通前（平成20～21年）

出典：京阪バス（株）資料

【開通前】：H21 【開通後】：H26

N

京都

ﾘﾑｼﾞﾝﾊﾞｽの運行便数が増加！
関空行きリムジンバスがE1名神ルートからE89第
二京阪ルートに転換し、便数が増加

通行止め日数

平均約14.5日/年

140

運行便数（便/日）

120
100
80

69便増

N

京都

第二京阪
ルート

E9

124便

E1

60
40

名神ルート

20

55便

0

開通前
（H22.3以前）

大阪

E88

開通後
（R1.12時点）

E89
E2A

９割以上減少

E1
E24

●第二京阪道路全線開通後（平成23～30年）
N

E92

京都

E25

2ルート同時
通行止め日数

平均約0.8日/年
（年に1日未
満）
大阪

E26

開通前ルート（名神経由）

E71

出典：NEXCO西日本資料
（通行止め日数：災害、事故、気象、工事による1時間以上の通行止めを対象）

図－４

E90

関西国際
空港

通行止め日数の減少

開通後ルート（第二京阪経由）

【開通前】：H21 【開通後】：R1

図－５

E91

出典：京阪バス（株）、関西空港交通(株)資料

第二京阪道路による所要時間の変化と
リムジンバスルートの転換
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４）沿線市町村では世帯数が増加

京都市内～大阪港間の所要時間が

66分 → 56分 （10分短縮）

第二京阪道路の全線開通以降、沿線市町では世帯
数が増加している。

（開通前）

（開通後）

開通前：H17調査結果 名神高速道路ルート

平成30年までのデータで見ると、京都府域では

E89第二京阪道路沿線にも、近年、物流関連企業
が多く立地！

最も増加した京田辺市で22％増、大阪府域では最
も増加した枚方市で８％増であった（図−６）。

N

京都府

E89第二京阪道路沿線では、世帯数が増加！

1.25

1.20

２

（平成20年を1.0とした場合の伸び率）

京田辺市：1.22

H22.3全線開通

1.15

加

八幡市：1.09

1.10

1.05

久御山町：1.08
京都府：1.06

1.00

京田辺市では、世帯数が
約２２％増加！

■京都府域と沿線地域の世帯数の推移

H20

H21

H22

H23

京都府

H24

H25

八幡市

H26

H27

京田辺市

H28

H29

滋賀県
京都方面

E9

E1

日本通運南京都物流センター
（平成20年より操業）

E88
E1A

E1A

日立物流京田辺物流センター
（平成27年1月より操業）

兵庫県
E2A

中国自動車道

E89
阪
神
高
速

E1

E24

ＧＬＰマルチテナント型物流施設
（平成30年9月竣工）

オリックス物流拠点施設
（平成27年7月31日竣工）

大型車交通量
断面位置

13号東大阪線

E92

奈良県

大阪府

大阪港

0.95

開通後：H27調査結果 第二京阪道路ルート

出典：平成１７，２７年度 道路交通量調査（国土交通省）

E26

E25

H30

久御山町

開通前：H17調査結果 名神高速道路ルート

開通後：H27調査結果 第二京阪道路ルート

出典：平成１７，２７年度 道路交通量調査（国土交通省）

（平成20年を1.0とした場合の伸び率）

％

1.10

枚方市：1.08

H22.3全線開通

大阪府：1.07

増
加

1.05

交野市：1.06

！
寝屋川市：1.04
四條畷市：1.04

1.00

門真市：1.03

枚方市では、世帯数が
約８％増加！

８

■大阪府域と沿線地域の世帯数の推移

第二京阪道路沿線への物流関連企業の立地

図－７

第二京阪沿線7市1町では、法人税収が府全体の
伸び率より２０％以上高い伸び
■大阪府 【開通前】Ｈ２１
639.9億円
■沿線地域【開通前】Ｈ２１
71.7億円

13％増
37％増

※沿線とは、第二京阪道路が通過する市町の合計値
【京都府域】 八幡市、京田辺市、久御山町
【大阪府域】 枚方市、寝屋川市、門真市、四條畷市、交野市

0.95
H20

H21

大阪府

H22
枚方市

H23

H24
寝屋川市

H25

H26
門真市

H27

H28

四條畷市

H29

H30

交野市

図－８

【開通後】Ｈ２９
726.0億円
【開通後】Ｈ２９
98.4億円
出典：各自治体統計資料

第二京阪道路沿線の法人税収の伸び率

出典：各自治体統計資料

図－６

第二京阪道路沿線の世帯数の増加

５）沿線に物流関連企業が立地
第二京阪道路の全線開通により、大阪〜京都間の

さらに、第二京阪道路に直結する、新たな道路プ
ロジェクトも進んでいる。

アクセス性が向上し、沿線には近年、物流関連施設

大阪方面では、第二京阪道路と直結し、大阪市中

が多く立地（図−７）
、沿線市町では法人税収の伸

心や湾岸エリアへのアクセスを飛躍的に向上させる

び率が大阪府全体よりも20%以上高くなっている

淀川左岸線２期・淀川左岸線延伸部事業、京都方面

（図−８）
。

では、名神高速道路との交点に整備され、京都市内

3．終わりに

から名神へのアクセスを向上させる京都南JCT、そ
して、第二京阪道路沿線から新たな国土軸に直結す

本稿では、第二京阪道路の全線開通が周辺地域の

る新名神高速道路、これらの道路プロジェクトとの

人流・物流・観光・まちづくり等へ与えたストック

相乗効果によって、第二京阪道路は、ますます利便

効果について紹介した。

性が向上することが期待される。

第二京阪道路の交通量は、全線開通から10年以
上経った現在でも、増加傾向であり、効果を発揮し

14

続けているといえる。
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E10東九州自動車道（北九州市〜宮崎市）
開通５年後のストック効果
〜東九州道沿線に企業が続々進出、地域経済が活性化〜

き

むら

たく

木 村

拓＊

平成28年４月に東九州自動車道が北九州市～宮崎市まで開通し、本年４月で丸５年が経過した。本稿で
は、本年６月にNEXCO西日本九州支社と共同で記者発表を行った開通５年後の沿線における具体に発現
したストック効果について、企業立地、物流、観光、経済といった視点から紹介する。

1．はじめに

り、九州の東西格差が拡大していたが、平成28年

東九州自動車道は、福岡県北九州市を起点とし、
大分県・宮崎県・鹿児島県を結ぶ計画延長436㎞の
高速自動車国道である。
平成元年に日出JCT〜別府IC間が初めて開通し、
平成28年４月24日に椎田南IC〜豊前IC間が約27年
の年月を経て開通したことで、北九州〜宮崎間が南

度に東九州自動車道が北九州〜宮崎まで開通したこ
とで、循環型ネットワークが形成された（図−１）。

3．ストック効果
１）地域経済を支える企業が続々進出
東九州道沿線市町では、東九州道の開通や延伸等
に伴い、平成21年から約1,200企業（うち製造関連

北に１本の路線でつながった。
東九州自動車道（北九州市〜宮崎市）の開通後５

約50%）が進出した（図−２、３）
。さらに、新たに

年が経過し、企業立地や物流、観光、経済など沿線

約1.8万人の雇用創出や、約9,800億円の新規投資な

にて具体に発現した開通効果について報告する。

ど、地域経済の活性化が促進されている（図−４）
。
H21年から約1,200 企業
が立地・増設

2．九州における道路ネットワークの現状
九州の高速道路は、昭和46年度に植木IC〜熊本
IC間が初めて開通し、その後、九州縦貫自動車道、
九州横断自動車道長崎・大分線が開通し、平成７年
度に九州クロスハイウェイが完成した。一方、九州
の東の縦軸となる東九州自動車道の整備は遅れてお

椎田南IC
豊前IC

熊本IC

IC

湯布院

玖珠

植木IC

Ｈ２１年以降の
企業立地・増設件数

IC

人吉IC
えびのIC

図−１ 九州の高速道路整備状況（出典：NEXCO西日本九州支社）

図−２

資料：東九州道沿線25市町ヒアリング調査

平成21年以降の企業立地・増設件数

＊国土交通省 九州地方整備局 道路部 道路計画第二課 係長
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加（平成21年対比）し、特に、東九州道開通後は

H21年から 約1,200 企業が進出

約1.8 万人の新規雇用
1,500

北九州～宮崎間
全線開通

その他業種

新
規
企 1,200
業
立
地
増 900
設
件
数

983

12,627
10,912
9,812

北九州～宮崎間
約５割開通

7,937

5,938

累
計
件 300

4,527
2,933
1,216

70
27
43

0

144

219

60
84

84
135

298
128
170

388
174

214

472

811
677

556

566
476

378

369

雇

の所要が約98分短縮したことで、宮崎市から関西

者
12,000 数

方面への輸送においてフェリーを利用した場合にト

10,000 累

ラックドライバ―の労働時間厳守が可能となった。

8,000

308

310

264

また、東九州道の開通により、大分市〜宮崎市間

16,000 規
14,000 用

計
人

6,000

246

208

新

18,000

1,151

14,500

累計新規雇用者数（人）

品の輸送量が増加している（図−５、６）。

18,390 20,000

16,279

製造業

600

北九州方面からの自動車部品や宮崎方面からの農産

433

507

585

4,000

これにより、臼杵港や佐賀関港のフェリーを利用す
る大型車航送台数が約３割増加している（図−７）。

2,000

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

トラックドライバーの
労働力不足の顕在化

0

資料：東九州道沿線25市町ヒアリング調査

図−３ 東九州道沿線市町の企業立地・増設件数および新規雇用者数（累計）

H21年から 約9,800億円の新規投資
北九州～宮崎間
全線開通

8,000

約98分短縮

4,000

北九州～宮崎間
約５割開通

2,000

約〇倍増加

7,747

485
0

新規投資額

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

図−４

資料：東九州道沿線25市町ヒアリング調査

民間の新規投資額（累計）

２
）新たな搬送方式導入に伴う輸送効率の向上およ
び労働環境の改善
近年、トラックドライバーの人手不足や労働時間

九州の東の玄関口として大分港等を物流拠点とした
モーダルシフトが促進され、トラックドライバ―の
人手不足改善や九州から都市圏への安定した物流を
支援している。
具体には、大分港では、東九州道開通に合わせて
平成28年に大分港と清水港を結ぶ新たなRORO船
航路が開設され、関東方面へのRORO船の便数が
１週間あたり３便から９便に増加した。これに伴い、
大分港のコンテナ・シャーシ国内貨物量が約４割増

月刊建設21−12

本州
ルート

図−５

フェリー
利用
ルート

大分港・
大在地区

宮崎県

農産品などの
貨物量約２倍に増加
（24,787トン⇒53,617トン）

RORO船の増便を
受け新たな物流
拠点整備を検討

RORO船
利用
ルート

運 転時間

休憩
0.5時間

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

大
阪
市
内

港湾と道路が連結したことで
ドライバーの労働時間削減

7.5時間

2.5時間

運 転時間
宮
崎
市
内

休憩
0.5時間

11.5時間

運 転時間

宮
崎
市
内

※運転時間の上限：2日平均9時間以内

10.5時間

宮
崎
市
内

八
幡
浜
港

休憩
0.5時間

5.5時間

大
阪
市
内

ドライバーは大分港までの運転のみ
一日で宮崎大分間を往復可能に

2.8時間

2.8時間

休憩
2.5時間

臼
杵
港

関
東
方
面

大
分
港

モーダルシフトの推進と労働時間の削減

貨物量が
約４割増加

（万トン）
北九州～宮崎間
全線開通

249 247 247 261 256 260 274 289

341

384

344

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

図−６

ている。そうした中で、東九州道の開通により北九

16

臼杵港

大分港からのRORO船
貨物量の伸び(R1/H28)

の厳格化などにより、長距離物流の課題が顕在化し
州市や宮崎県方面の道路と港湾が連結されることで、

1 日の運転時間厳守が難しい

佐賀関港

RORO船利用ルート

5,130
4,143
3,712

1,656 2,163
980 1,294

※清水港（静岡県）から
関東方面へ輸送

八幡浜港

本州ルート
フェリー利用ルート

9,757

関東

トラックから
RORO船へ変更

トラックから
フェリー経由へ変更
三崎港

大分港

（H21年：268分、R1年：170分）

6,323
6,000

北九州

資料：全国道路・街路交通情勢調査（H27）

10,000

累
計
億
円

大分港のRORO船増便
3 便/ 週⇒9 便/ 週

大分市～宮崎市間の所要時間

12,000

新
規
投
資
額

関西
自動車部品などの
貨物量約53 倍に増加
151トン⇒8,041トン

資料：港湾統計

大分港コンテナ・シャーシ国内貨物量
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0

台数が
約３割増加

北九州～宮崎間
全線開通

（千台）
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98

92

95

112
99 108

38

39

41
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佐賀関港-三崎港航路
臼杵港-八幡浜港航路

図−７

資料：港湾統計

九州〜四国間の大型車航送台数

３）地域特性を活かしたフードビジネスの活性化

増加した沿線市町は約４割であったのに対し、東九

佐伯市から日向市にかけての日豊海岸沿線地域で

州道が北九州〜宮崎まで開通した平成28年〜令和

は、地域特産の水産資源を活かした食に関するイ

元年にかけては約８割の沿線市町で税収が増加した

ベントが集積している。

（図−10、11）。

東九州道の開通により、臼杵港を利用した四国方

Ｈ21年～Ｈ24年の税収の増減

面からのフェリー利用客が増加するなど、広域から

Ｈ２８年～Ｒ１年の税収の増減

東九州道沿線の

東九州道沿線の

２０/２５市町で 税収が増加

８/２５市町で 税収が増加

の観光客の呼び込みが促進され、
「東九州伊勢えび
海道」の実食数は約2.2倍、「鮎やな」の売上金額は
約1.4倍に増加（平成24年対比）した。また、平成
28年には新たなイベントとして「岩ガキまつり」
が開催されるなど、地域の賑いが活性化している

東九州道の
開通地域において
税収が増加

東九州道の
未開通地域では
税収の増加はみられない

（図−８）
。
さらに、
「道の駅北川はゆま」では大分・福岡方
面や宮崎方面からの来訪者が増加したことで、売上
金額が約2.7倍に増加（平成24年対比）した（図−９）。
大分・福岡
方面

大分・福岡方面からの
観光客の増加

4～8月開催

臼杵港

岩ガキまつり

佐伯市

臼杵港を経由した
四国方面からの
フェリー利用客数増加

佐伯ＩＣ

20 （万人） 約1.3倍
18
16
14
16
15
14
12
10
H28 H29 H30

実食数約 1.3倍
佐伯堅田ＩＣ
(H28年比）
（新たなイベント）

道の駅 北川はゆま
売上金額約2.7倍
(H24年比)

蒲江ＩＣ

18

R1

▲臼杵港船舶乗降客数
資料：港湾統計

蒲江波当津ＩＣ
北浦ＩＣ

9～11月開催

須美江ＩＣ

北川ＩＣ

鮎やな

売上金額約1.4倍
(H24年比)

東九州
伊勢えび海道

延岡南ＩＣ

10～12月開催

図−８
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資料：地方財政状況調査、住民基本台帳

東九州道沿線25市町の税収（地方税）

4．おわりに

宮崎
方面

9%

東九州道（北九州市〜宮崎市）の開通後、沿線地
域では多様なストック効果が発現しており、今後も

54%

イベント開催地域外からの
来訪が約12ポイント増加

26%

4,200

資料：地方財政状況調査

日向ＩＣ

10%

大分市・福岡市

図−９

日向市

食に関するイベントの実施状況

H27年
4% 24%
(N=240)

4,300

H28～R1にかけて税収が増加した市町村

東九州道沿線市町における税収（地方税）の増減

図−11

門川ＩＣ

宮崎方面からの
観光客の増加

東
九
州
道
沿
線
25
市
町
の
税
収

億 3,500
円

実食数約2.2倍
(H24年比)

延岡ＩＣ
蔵田
北方ＩＣ

H21～H24にかけて税収が増加 した市町村

図−10

四国
方面

東九州自動車道
H21年までに開通
H22年以降に開通

東九州自動車道
H21年までに開通

10%

6%

宮崎市・日向市

44%
延岡市

佐伯市

その他

資料：道の駅来訪者アンケート調査

道の駅北川はゆま 来訪者割合

４）沿線市町における経済の活性化
前述の通り、東九州道の開通により、企業立地の

東九州地域の活性化、ひいては九州における東西格
差是正への寄与が期待される。
一般の方に、ストック効果を分かりやすく見せる
上では、「お金」で表現することが効果的と考え、
沿線市町の税収を指標として取り上げた。しかし、
自治体によっては、必ずしも良い結果が発現してい
るわけではなく、表現の仕方を工夫する必要があった。

促進や安定した物流支援、フードビジネスの活性化

今後は、南海トラフ地震等の激甚化が想定される

などが図られ、沿線市町の経済が活性化している。

自然災害時において、救護・物資輸送機能を果たす

これらを背景として、沿線市町の税収（地方税）

信頼性の高い道路ネットワーク構築に向けて、引き

にも効果が発現しており、東九州道の開通率が約５

続き、ストック効果の見せ方を工夫し、効果的な打

割であった平成21年〜平成24年にかけて、税収が

ち出しにより道路整備の必要性を訴求していきたい。

【著者紹介】 木村 拓（きむら たく）
昭和50年生まれ。長崎大学大学院工学研究科社会開発工学専攻修了。国土交通省九州地方整備局鹿児島国道事務所工務課工務係長、九州
高規格道路管理センター管制員等を経て現職。
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特集 社会資本のストック効果〜ストック効果の最大化、見える化〜

有明海沿岸道路の整備効果
〜分散型県土を形成している佐賀県の重要な道路〜
みね

かわ

嶺 川

こう

すけ

幸 介＊

佐賀県は、自動車への依存度が高く、日常生活や産業を道路が支えている。小都市が点在する分散型県
土を形成している本県において有明海沿岸道路をはじめとする広域幹線道路網の整備が不可欠。産業や観
光における整備効果が大いに期待されている。

1．佐賀県の特徴

⑵ 商業・工業

１）地理的・地勢的特徴

工業の分野では陶磁器産業、家具産業、製薬業

本県は、九州の北部に位置し、朝鮮半島とは200㎞

といった特色ある地域産業と技術力の高い企業が

余りと、東アジアと近接しており、大陸文化の窓口

数多く立地している。特徴的な分野としては、江

として歴史的、文化的に重要な役割を果たしてきた。

戸時代に 長崎街道を伝って砂糖が豊富に流通し

大阪・ソウルが500㎞圏、東京・上海が1,000㎞圏、

たことから製菓業が盛んであり、また、全国でも

北京・台北が1,500㎞圏にあり、日本、韓国、中国、

有数の米どころであることから清酒の醸造も盛ん

台湾の主要都市の中間に位置している。

である。
⑶ 道路と生活
本県では、自動車の①面積当たり、②人口当た
り、③１世帯当たりの保有台数が、九州、全国の
平均を上回っている。また、旅客の58.6％が自
動車を使って移動し、貨物の95.3％が自動車に
よって運ばれており、自動車への依存度が高く、
日常生活や産業を道路が支えていると言える。
旅客・貨物輸送の機関分担率（発着集計）(％)

図－１

佐賀県の地理的特性

２）多様な産業

旅
客

⑴ 農業・水産業
佐賀平野を中心とした穀物の生産や有明海での

貨

ノリ養殖、玄界灘に面した地域での園芸や畜産な

物

ど、豊かな自然の恵みを受けた農業や水産業が

※自動車は自家用旅客自動車（登録自動車、軽自動車）を除く
その他：船舶、航空

盛んである。特に、白石平野において生産されて
いる『れんこん』『アスパラガス』『たまねぎ』の
収穫量の全国シェアは上位を占めている。
＊佐賀県 県土整備部 道路課 企画調整担当係長
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出典：九州運輸要覧 令和２年度版（九州運輸局）

九州には沖縄県は含まない。

図－２

旅客・貨物における交通手段の割合

2．佐賀県の広域幹線道路網

3．有明海沿岸道路

１）人口の分布

１）有明海沿岸道路の概要

本県の総人口808千人に対して、総人口に占める

有明海沿岸道路は、福岡県大牟田市の三池港から

県庁所在都市である佐賀市の人口は233千人で約

佐賀県鹿島市を結ぶ全長約55㎞の高規格道路で、

29％を占めている。

佐賀県内では福岡県境から（仮称）佐賀JCTまでを
国土交通省、（仮称）佐賀JCTから鹿島市までを佐
賀県において整備を進めており、特に有明海沿岸道
路と佐賀唐津道路が交差するエリア「Tゾーン」を
重点的に整備を進めている。

図－３

佐賀県内の都市の分布状況

一方で人口密度は340人／㎢と九州では

福岡県

に次ぎ第２位、全国でも第16位と高く、このこと
から本県は人口密度が高く、小さな都市が点在する
分散型県土を形成していることが分かる。
２）佐賀県の広域幹線道路網

図－５

有明海沿岸道路

２）直近の開通状況と今後の予定

小さな都市が各地に点在する分散型県土を形成し

国土交通省により整備が進められている大川佐賀

ている本県にとって、県内都市間や隣県都市及び主

道路において、令和３年３月に大川東IC〜大野島

要な物流拠点（空港、港湾、鉄道駅等）・観光地等

IC間の約3.7㎞が開通した。また、県で整備を進め

を結ぶ幹線道路網の強化が必要なため、地域にとっ

る佐賀福富道路において、令和３年７月に

て将来の発展のベースとなる広域幹線道路を基軸と

IC〜福富IC間の約3.5㎞が開通した。

した幹線道路網の整備が不可欠である。
本県では、有明海沿岸道路、佐賀唐津道路、西九

芦刈南

さらには、大川佐賀道路の大野島IC〜（仮称）
諸富IC間が令和４年度開通予定であり、有明海沿

州自動車道及び国道498号の４つの幹線道路が重要

岸道路で福岡県と佐賀県が初めて繋がることとなり、

な役割を果たしている。

福岡県南西部や佐賀県南西部とのアクセスがますま
す向上し、産業、観光をはじめとした地域経済の発
展の支えとなると大変期待しているところである。

4．有明海沿岸道路の整備効果
（ストック効果）
有明海沿岸道路の整備により、時間短縮効果はも
とより、産業振興や観光振興の活性化、交通事故の
減少、交通渋滞の緩和、災害時の人や物資の輸送、
救急搬送時間の短縮など、様々な整備効果が期待さ
れている。
１）九州佐賀国際空港の利用者数の増
図－４

佐賀県内の広域幹線道路網

九州佐賀国際空港は、九州では離島を除く空港で
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唯一の県営空港であるが、平成23年度に初の国際

ている。東京市場へは福岡空港から空輸されており、

線となる上海便が就航した。現在は新型コロナウイ

有明海沿岸道路が整備されることで、輸送時間の短

ルスの影響により減便・運休しているが、国内線で

縮が図られ、もっと新鮮で高品質な「佐賀県産芝エ

は東京便、成田便、国際線では上海便、ソウル便、

ビ」が東京へ届けられる。

台湾便、西安便とアジア各地域との玄関口に成長し
た。有明海沿岸道路の延伸に伴いより早く、より遠

東京都中央卸売市場
取扱量シェア

くへの移動が可能となったことで空港の勢力圏が拡

全国No.1

大し、平成30年度の利用者数は約82万人となり６
年連続過去最高を更新するなど、利用者の増に大き
く寄与している。
九州佐賀国際空港の利用者数

高級食材の『芝エビ』

（万人）

※資料：東京都中央卸売市場統計年報（R2）

写真－２

77

佐賀県産芝エビ

佐賀県産のアスパラガスは、九州佐賀国際空港か
ら空輸され、取扱量は11年連続で上位１位、２位
を独占している。有明海沿岸道路の整備により、ス
ピーディーな輸送が可能となり新鮮なまま東京の食
卓へ輸送が可能となっている。
有明海沿岸道路

図－６

( 佐賀県)

九州佐賀国際空港の利用者数

福富鹿島道路

佐賀福富道路

大川佐賀道路

２）観光集客圏域の拡大
ルーンフェスタ」は、80万人を超える来場者数を
誇る佐賀を代表するイベントである。有明海沿岸道

芦刈IC

佐賀市
川副

白石町

（佐賀市）

福富IC

九州佐賀
国際空港

鹿島市

図－７
佐賀インターナショナル
バルーンフェスタ

久保田IC

武雄北方IC

に増加。佐賀県側への延伸とともに、他県からの来
が期待される。

嘉瀬南IC

小城市

路（福岡県区間）の開通前と比べ、来場者数が大幅
場者のアクセス向上が図られ、更なる経済波及効果

東京へ

佐
賀
大
和

多
久

毎年秋に開催される「佐賀インターナショナルバ

東
脊
振

アスパラガスの輸送経路

5．おわりに
有明海沿岸道路は、本県の産業振興や観光振興、
災害時の人や物資の輸送の確保など「命の道」とし
ての役割など、本県の未来を支え、成長の基盤とな
る重要な社会資本である。
今後、福富鹿島道路や鹿島諫早間へと延伸してい

写真－１

佐賀インターナショナルバルーンフェス

３）農水産業の輸送効率化

くことで、佐賀県だけでなく、長崎県や福岡県、熊
本県と有明海沿岸道路でつながることで、人や物の

高級食材の「芝エビ」は、佐賀県鹿島市、太良町

交流がますます活発になり、その整備効果は大いに

沿岸の有明海が産地として全国的に有名であり、県

広がり、地域経済の発展につながっていくことを期

産「芝エビ」は、東京市場で第１位の取扱量となっ

待している。

【著者紹介】 嶺川 幸介（みねかわ こうすけ）
平成11年佐賀県入庁（土木職）。唐津土木事務所、佐賀土木事務所等で主に道路事業を担当。平成29年から令和元年九州本土で唯一の県営
空港である九州佐賀国際空港を所管する空港課に勤務。道路課勤務は平成17年度から20年度に続き２度目。
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防災・減災、国土強靱化に資する治水対策
せん だい がわ

〜令和３年７月の大雨における川内川水系での治水施設等の整備効果〜
さい

とう

齋 藤

まなぶ
＊

学

令和３年７月の大雨により各地で被害が発生した中、川内川水系では、従前から実施してきた河川改修
やダムの洪水調節容量の増強等の対策が効果を発揮し、被害を大幅に軽減したため、その具体的な対策や
効果を紹介する。

1．はじめに

州では大気の状態が非常に不安定となり、川内川流

昨今、気候変動の影響から雨の降り方が頻発化・

域内では戦後最大の洪水被害をもたらした平成18

激甚化し、経験したことのないような深刻な水害や

年７月洪水に匹敵する12時間雨量・24時間雨量を

土砂災害が発生しており、本年も梅雨前線による豪

観測した。しかしながら、川内川においては、平成

雨等の自然災害による多くの被害が発生している。

18年度から実施した河川激甚災害対策特別緊急事

令和３年７月の大雨では、西日本から東北地方の広

業（以下、激特事業という。）等（河道掘削、鶴田

い範囲で大雨となり、国が管理する３河川、都道府

ダムの洪水調節容量の増強等）、平成30年度から実

県が管理する61河川において氾濫や内水などの浸

施した「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊

水被害が発生した（令和３年10月４日時点の速報

急対策」（河道掘削等）、及び鶴田ダムにおける事前

値）
。当該災害を含む梅雨前線等による一連の豪雨

の放流による洪水調節機能の強化等により、国管理

災害は「令和三年五月十一日から七月十四日までの

区間の氾濫による被害を防止した。

間の豪雨による災害」として激甚災害に指定される

鹿児島県さつま町虎居地先（川内川37k700付近）

（令和３年８月31日閣議決定）など、その規模は

においては、事前の対策により水位を約1.8m低減

甚大なものであった。

させた。仮にこれらの対策を実施しなかった場合に

一方で、従前から整備を進めてきた治水施設等が

は、計画高水位を超過していたと推定されることか

効果を発揮したことにより、被害を未然に防止・軽

ら、浸水被害が発生していた可能性が考えられる。

減し、国民経済・生活基盤の維持に寄与した事例も

また、鹿児島県伊佐市大口下殿地先（羽月川０k600

報告されており、自然災害への備えとしての治水施

付近）においては、事前の対策により水位を約3.1m

設等の重要性がさらに高まっていると言える。

低減させた。仮にこれらの対策を実施しなかった場

本稿では、令和３年７月の大雨において、効果を

合には、浸水被害が発生していた可能性が考えられ

発揮し被害を軽減した川内川水系の事例について具

る。以降では、これらの被害軽減に寄与した治水施

体的に紹介する。

設等の一部を紹介する（図−２）。
１）推込分水路整備

2．令和３年７月の大雨における整備効果

前述のとおり、平成18年７月、川内川での観測

７月９日夜遅くから10日にかけて、梅雨前線に

史上最大の洪水が発生した。この洪水を契機として

向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、九

平成18年10月に激特事業が採択され、流域の各所

＊国土交通省 水管理・国土保全局 治水課 企画係長
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宮之城
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ゆうすいちょう

湧水町

鶴田ダムの洪水調節容量の増強（Ｈ30.10完）
ダムの断面
（イメージ）

さつませんだいし

薩摩川内市
凡例
実績浸水範囲（戦後最大のH18.7洪水）
実績浸水範囲（R3.7洪水）

図－１

既設の
放流設備
より低い
位置に
放流設備
を増設

洪
水事
調業
節前
容の
量

利水容量

155

満水位まで約6mと迫ったが、
緊急放流に至ることなく、
145 ダムに洪水を貯留し、
下流の浸水被害の軽減に寄与
140

堆砂

満水位 160.0m

約6m

150

135

事業による
130 洪水のための容量の増 約12m
125 洪水を迎えるに
あたっての貯水位低下
120 （更なる容量の増）
約5 m
115
110

事業前の貯水位133.0m
事業後の貯水位121.1m

今回の洪水流入前の貯水位116.4m

1

7月9日

7月10日

7月11日

川内川水系における被害概要及び鶴田ダムの効果等

で治水安全度を高めるための河川整備が行われた。

鶴田ダム再開発事業に着手し、平成30年度に完成

鹿児島県さつま町虎居地区だけでも浸水家屋530

した。具体的には、低い貯水位で放流できるよう、

戸・浸水面積約42haという甚大な被害を受けたこ

堤体削孔既存放流設備の約25m下に新たな放流設

とから、地域の洪水被害を低減させるために、虎居

備を増設し、洪水調節容量を最大7,500万㎥から最

地先周辺では新たな治水対策として、洪水の一部を

大9,800万㎥の約1.3倍に増量した。治水・発電の

流す分水路と約２㎞に及ぶ築堤、河道掘削が計画さ

機能を維持しつつ日本最大規模の堤体削孔が実施さ

れた。計画策定にあたっては、地域住民や有識者と

れたことが本事業最大の特徴である。

共に検討を重ね、平成19年には、分水路等による

３）平成18年７月洪水との比較

水位低減効果を検証し住民にその効果を確認しても

平成18年７月洪水と今回の被害を比較すると、

らうため、九州大学において住民参加による公開模

浸水面積を2,777haから約1,260haに、浸水戸数を

型実験を実施。分水路等計画に関する合意形成を

2,347戸から約140戸へと大幅に軽減した（令和３

図った。

年８月24日時点の速報値）。国管理区間からの氾濫

平成23年度に推込分水路は完成したが、その同

による被害を防止した一方、県管理区間の氾濫や内

年にも大きな洪水が３度にわたり発生し、川内川の

水氾濫による被害は発生しているため、早期復旧及

水位を低減させる効果を発揮した。

び流域治水の観点から、更なる国土強靱化が必要で

２）鶴田ダム再開発事業

ある。

鶴田ダムは、川内川本川51㎞付近に位置し、昭
和41年３月に竣工した多目的ダムである。平成18
年７月洪水を踏まえ、川内川流域の洪水被害を軽減
するため、激特事業とあわせて、平成19年度より
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位置図
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伊佐市
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つるだ

鶴田ダム

３か年緊急対策
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A
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川内川

鹿児島県伊佐市大口下殿地先（羽月川0k600付近）

A’

河川改修を実施しなかった場合の水位※
築堤（激特事業）

B’

さつませんだいし

薩摩川内市

計画高水位
今回水位

約3.1m
水位低減

B

河道掘削（激特事業）
河道掘削
（３か年緊急対策等）

【羽月川河道掘削量】※川内川の数量の内数
激特事業
：約16万m3
３か年緊急対策等：約46万m3
河道掘削量
計：約62万m3

※H18以前の河道断面を用いて今回出水流量時の水位を推算

激特事業で実施した分水路整備

みやこおおはし

宮都大橋

H18.7洪水実績浸水範囲

みやのじょうばし

宮之城橋

鹿児島県さつま町虎居地先（川内川37k700付近）
河川改修及び鶴田ダムの洪水調節容量

築堤
（激特事業）
河道掘削
（激特事業）

A’ の増強を実施しなかった場合の水位※

A

計画高水位
今回水位

約1.8m
水位低減

しごめ

推込分水路整備
（H23完成）

【川内川河道掘削量全体】
激特事業
：約200万m3
３か年緊急対策等：約134万m3
河道掘削量
計：約334万m3

激特事業

※H18以前の河道断面を用いて今回出水流量時の水位を推算

図－２

川内水系における水位低減効果

kouka/jirei/index.html）で数多く掲載

浸水戸数
2500

している。

2347

現在、国土交通省では「流域治水」への転換を進

2000

めている。この流域治水とは、堤防の整備や河道掘

1500

大幅に軽減

削、ダムの建設・再生といった河川管理者が主体と

1000

なって進めてきた治水対策を一層加速しつつ、利水

500
0
図－３

約140
H18.7

R3.7

川内川水系における被害軽減効果

3．おわりに

ダムの含めた既存ダムの事前放流の本格化、地方公
共団体や民間企業等による雨水貯留浸透施設の整備
の促進、保水・遊水機能を有する土地の保全等、流
域に関わるあらゆる関係者が協働して水災害対策を
行う考え方である。このような中、全国の河川であ

本稿では、令和３年７月の大雨に対して、整備効

らゆる関係者とともに実施するハード・ソフト一体

果を発揮した治水施設の一例として川内川水系の事

となった各水系で重点的に実施する治水対策の全体

例を紹介したが、今年度はそれ以外にも静岡県を流

像を「流域治水プロジェクト」として取りまとめて

れる狩野川水系黄瀬川や広島県を流れる太田川水系

おり、着実な推進を図っていく。また、本年５月に

根谷川等で整備効果が発揮されているところである。

公布された「流域治水関連法」枠組みの活用により

それらの事例についても、国土交通省水管理・国土

流域治水の現場実装を強力に推進していく。

保全局webページ（https://www.mlit.go.jp/river/
【著者紹介】 齋藤 学（さいとう まなぶ）
平成３年生まれ。千葉大学大学院修了（園芸学研究科環境園芸学専攻）。平成29年国土交通省入省（土木職）。近畿地方整備局福知山河川
国道事務所調査課、近畿地方整備局浪速国道事務所工務課、都市局街路交通施設課駐車場安全対策係長を経て現職。
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旭川放水路（百間川）と岡山市街地の発展
〜約300年続く治水のストック効果〜
おお た

大田

まなぶ
＊

学

岡山市街地を流れる旭川は、市街地上流で旭川放水路（百間川）に分流している。この旭川放水路は約
300年前の江戸時代に築造され、
近年の河川改修は令和元年に完成した。岡山市街地の礎は岡山城下であり、
江戸時代から旭川放水路（百間川）の治水効果は市街地の発展に大きく寄与している。また、放水路によ
り岡山後楽園・岡山城周辺の河川改修による大規模な改変を減らし、水辺空間の保全にも寄与している。

1．はじめに

ま にわ し ひるぜん

あさ

岡山県中央部に位置する旭川は、真庭市蒜山の朝

なべわし が せん

ひゃっけんがわ

鍋鷲ヶ山に発し、下流部で旭川放水路である百間川

路（百間川）（以下、「百間川」という。）の治水の
ストック効果の恩恵を受け発展してきたのである。

を分派した後、岡山市中心部を貫流して児島湾に注

2．岡山城下と旭川

ぐ、流域面積1,810㎢、幹川流路延長142㎞の一級

１）戦国時代から江戸時代

河川である。旭川の放水路である百間川は、承応３

戦国時代の終わりの頃、広大な岡山平野のデルタ

年（1654）の大洪水を契機に、岡山城下を守るため、

地帯に「岡山」、その西隣に「石山」、さらにその北

岡山藩に仕えた熊沢蕃山が越流堤と放水路を組み合

西には「天神山」の３つの丘があり、その石山にあっ

わせた「川 除 けの法」 を考案し、岡山藩郡代の津

た石山城に宇喜多直家（1529〜1581）が入城・改

田永忠により岡山城から数km上流の旭川左岸から

築し、後に宇喜多秀家（1572〜1655）が隣接する

分流する百間川が築造され貞享４年（1687）頃に

岡山に新たに本丸を設け、石山城を取り込む形で岡

概成したと伝えられている。近年の河川改修は昭和

山城の城郭を建造した。そういった築城の経緯から

49年から本格的に着手し令和元年６月に事業全体

岡山城の西側の守りは盤石だったが、東側は薄かっ

が完成した。

たことから、幾筋かに別れていた旭川をまとめて天

くまざわばんざん

かわ よ

つ

※

だ なが ただ

岡山市街地は約300年前の江戸時代から旭川放水

然の堀として城の東側を流れるよう付け替えたとさ
れている（写真−２）。ところがこの形は、北側か
ら旭川が岡山城にぶつかるような形で、更に急カー

児島湾

百間川河口水門

ブを描いて城の東側に沿って流れるため、岡山城周
辺で水の流れが乱れやすく、洪水の勢いを受け、溢

操山
百間川
（旭川放水路）

岡山後楽園

れやすい場所となり、その後、幾度となく洪水に見

岡山城
岡山市街地

旭川
百間川分流部

舞われることになる。最大の洪水被害は承応３年
（1654）の洪水で、この洪水を受けて計画された
のが百間川である。
承応３年（1654）の洪水以後、岡山藩郡代の津

旭川

田永忠により、岡山城から数㎞上流の旭川左岸堤防
写真−１

百間川と岡山市街地

＊国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所 開発調査課長
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に荒手と呼ばれる越流堤防を設けて城下の氾濫が発

生する前に上流で強制的に分流する百間川の工事が

本州付近に停滞し、前線の活発な活動が続いたため、

進められ貞享４年（1687）頃に概成したと伝えら

旭川流域でも断続的に非常に激しい雨が降り、多い

れている。

ところでは降り始めからの累加雨量が400㎜を超過

百間川の治水のストック効果もあり、岡山城は、

した。旭川大臣管理区間の治水基準地点である下牧

宝永４年（1704）の統計で武家方2.2万人、町方3.1

上流域の雨量は363㎜/ ２日となり、既往最大降雨

万人、総人口5.3万人あまりを擁し、当地方の軍事、

である昭和47年７月洪水の269㎜/ ２日を上回る降

政治、経済、社会、文化、交通の中枢機能が集まっ

雨を記録し観測史上最高水位を記録している。
百間川は平成29年11月に旭川と百間川の分流部

ていた。

の「一の荒手」の改修に着手し令和元年６月に完了

旭川

したが、概成した状況で平成30年７月豪雨を迎え
岡山後楽園

ている。この洪水で百間川が無かった場合に、岡山
市街地の約180ha及び約3,300戸の家屋の浸水被害
が発生するおそれがあったが、洪水を分流したこと

岡山城

によって、旭川の水位を約1.3m低下させ、洪水を

岡山市街地

安全に流下させることができた（図−１）。
平成30年７月豪雨と同規模の平成10年10月洪水
では、岡山市内の中島地区において家屋浸水被害が
発生したが、平成30年７月豪雨では百間川も概成
写真−２

していたことから、治水のストック効果により旭川

屈曲する旭川

の大臣管理区間と百間川沿川は外水による浸水被害

２）昭和40年代〜平成・令和
近年の百間川の改修は昭和49年度から本格的な
改修に着手し、平成９年度に築堤の概成、平成27
年３月に百間川河口水門（平成水門）の完成、令和
元年６月に旭川放水路事業の最終工程である分流部

の発生は無かった。
浸水被害想定
・浸水戸数：約3,300戸
・浸水面積：約180ha

の工事が完了し、約半世紀におよぶ百間川の一連の
事業が完成している。
広島県・岡山県などで甚大な被害が発生した平成

氾濫箇所
×
（想定）

JR岡山駅

30年７月豪雨時は百間川が概成していたことから、

岡山城

旭川の大臣管理区間と百間川沿川に外水による浸水

●

被害は発生しなかった。

岡山市役所

●

岡山県庁
●

↑百聞川

図−１
一の荒手（分流部）
旭川

写真−３

百間川分流状況（平成30年７月）

3．百間川の効果
１）平成30年７月豪雨
平成30年７月５日から７日にかけて梅雨前線が

旭川

百間川が無い場合の想定浸水範囲

4．岡山市街地の発展
１）市街地の再開発
百間川の治水効果、旭川本川の河川改修の効果に
より、第２次世界大戦後の洪水では岡山市街地に外
水による浸水被害は発生していないこともあり、旭

月刊建設21−12
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川右岸側の市街地では岡山駅を中心に都市の再開発

により岡山後楽園や岡山城に大きな影響を与えるこ

事業が盛んに行われてきた。現在も岡山駅前一丁目

となく旭川本川の河川改修を行うことが出来たので

２番３番４番地区市街地再開発等の４事業が行われ

はないだろうか。
百間川によって、より洪水からの安全性が高まる

ている。
２）岡山中心市街地の活性化

本川側については、岡山城・岡山後楽園周辺の近年

岡山市街地の再開発事業とあわせて、民間事業者

の観光客数の伸びが示すように、観光地として活性

の大規模開発も相次いでいる。最近では、平成26

化している（図−３）。現在、国と岡山市が連携し

年12月、岡山市街地中心部に中四国最大規模の大

て基盤整備を進めているが、その１つが、岡山後楽

型商業施設の出店があり、JR岡山駅から近く地下

園の東側を流れる東派川の「旭川さくらみち」の整

道で直結していることから、駅周辺は大いに賑わっ

備、旭川本川の高水敷を散歩できる「旭川おしろみ

ている。商業施設以外では、大規模物流センターが

ち」の整備である。今年はあいにく新型コロナの関

令和４年６月に稼働開始を予定している。市街地再

係でイベント等は中止されたが、例年４月のお花見

開発事業と活発な民間事業者の開発の相乗効果もあ

の時期には多くの方々が訪れて花見を楽しまれてお

り、岡山市街地中心部の人口は2003年〜2021年に

り、市街地にいながら岡山の自然文化に触れる魅力

かけて約15％増加している（図−２）
。

的なスポットになっている（写真−４）。

（人）

100,000

（人）

98,000
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図−２

0
H28

岡山駅周辺人口の推移
図−３

5．百間川の間接的な効果

H29

H30

旭川おしろみち

H28

H29

H30

旭川さくらみち

旭川さくらみち、旭川おしろみちの年間利用者数
（推計）

旭川と百間川の分流部は岡山市街地より上流部に
位置しており、河道への配分流量は、旭川本川は
4,000㎥/s、百間川は2,000㎥/sを計画している。
すなわち、分流部より下流の旭川本川は2,000㎥/s
分の洪水を流下させる断面を百間川の建設により減
じることが出来たのである。岡山市街地は岡山城の
築城とともに現在の市街地の礎が築かれ今日まで発
展しており、過去から旭川のすぐ近くまで開発がな
されている。津田永忠などの先人が百間川の整備に
着手したことにより、現在の河川改修では市街地の
大規模な引堤を回避できたとも言える。また、旭川
の右岸側には岡山城、左岸側には日本三名園の一つ
である特別名勝の岡山後楽園があり、百間川の効果

写真−４

旭川さくらみち

【用語解説】
※川 除けの法：一定量を超えた旭川の水を荒手堤を超えて
百間川側へ流出させ、岡山城下を洪水から守る方法

【著者紹介】 大田 学（おおた まなぶ）
平成４年度建設省入省（土木職）。国土交通省中国地方整備局河川部等に勤務、出雲河川事務所尾原ダム管理支所長を経て現職。
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ど ん りゅう

古都を水害から守る「いろは呑龍トンネル」
の整備効果
〜長岡京遷都以来1200年の悲願達成へ〜

は

せ がわ

ひろ

長谷川

き

広 樹＊

京都府南部の桂川右岸地域は、784年に長岡京が造営されたにもかかわらず、わずか10年で平安京へ遷
都した一因ともいわれる度重なる浸水被害に悩まされた地域であり、その解消を目指して整備を進めてい
る雨水地下貯留管「いろは呑龍トンネル」の概要及び整備効果について紹介する。

1．はじめに
京都府南部の京都市、向日市、長岡京にまたがる

61.1㎜/時（計画規模 １/10）、総事業費450億円の
計画で1995年度に事業着手した。

桂川右岸地域は、西暦784年に桓武天皇が長岡京を

整備内容は、幹線管渠約9.0㎞、排水ポンプ場３

造営した歴史を有する地域であるが、わずか10年

か所、調整池１か所、流域関連公共下水道との接続

で平安京へ遷都となったのは、度重なる浸水被害が

施設10か所であり、対策量は幹線管渠と調整池で

一因であったと言われている。

の雨水貯留機能が189,750㎥、最下流の呑龍ポンプ

昭和の時代になってJR東海道本線、阪急京都線、
国道171号など京都と大阪を結ぶ交通網の発達によ

場から桂川へ常時排水する流下機能が48,450㎥の
合計238,200㎥である（図−１、表−１）。

り高度成長期以降は急速に市街化が進んだ。
地形的には、一級河川の桂川と小畑川に挟まれた
すり鉢状の低い土地にあり、地域を流れる主な河川
の寺戸川や石田川は、今から1400年以上も前に秦

雨水北幹線第 1 号管渠
φ8.5m L＝935ｍ

氏が造営したといわれる人工のかんがい用水路を原

雨水北幹線第 2 号管渠
φ3.0m L＝2,864ｍ

（供用中）

雨水北幹線第 3 号管渠
φ6.1m L＝1,120ｍ

橋など多くの橋梁が架かり、沿川に人家が立ち並ぶ
など抜本的な改修が困難な状況であり、平成になっ
ても数百戸を超える浸水被害が頻繁に発生している。
こうした度重なる浸水被害から当該地域を守るた

（供用中）

（供用中）

型としたものである。現在、これらの河川には鉄道

ネル」の整備を進めている。

公共下水道接続施設
６箇所（H30～R5）

雨水南幹線管渠
φ3.5m L＝4,068ｍ

て、京都府では、1995年度から「いろは呑龍トン

2．事業概要
１）全体計画
京都市（西京区、南区）、向日市、長岡京市にま
たがる地域を対象に、排水面積1,421ha、対象降雨

排水区域

R3 暫定供用予定

め、桂川右岸流域下水道における雨水対策事業とし

呑龍ポンプ場
桂川へ放流

図−１

事業地域

＊京都府 建設交通部 水環境対策課長
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表−１
管渠
排水
延長
面積
（㎞） （ha）
北幹線

4.9

南幹線
合計

ポンプ場（10㎥/秒）で構成する。

計画概要
対策量（㎥）
貯留
機能

1,124

107,000

4.1

297

82,750

9.0

1,421

流下
機能

度の暫定供用開始（調整池を除く施設）と、2023

250

年度の施設全体の完成を目指し事業を進めている。

48,450

238,200

240
490

3．いろは呑龍トンネルの整備効果
2001年６月に北幹線第１号管渠を供用してから、

２）北幹線

これまでの大雨で計317回、約161万㎥（2021年

⑴ 第１号管渠
いろは呑龍トンネルの最上流部に位置し、内径

９月時点）の雨水を貯留し、延べ被害軽減戸数約

8.5ｍ、延長935ｍのシールドトンネルと寺戸川

3,000戸の削減効果を見込んでいる。なかでも、

ポンプ場（0.27㎥/秒）で構成する。1996年に工

2013年９月台風18号及び2014年８月台風11号は、

事に着手し、2001年６月に供用開始した。

貯留率が100%となる大雨であったが、浸水被害を

⑵ 第２・３号管渠

大幅に軽減した（図−２）。

北幹線第１号管渠の下流に位置するシールド
トンネル（第２号管渠：内径3.0ｍ、延長2,864ｍ、

１）2013年９月台風第18号
2013年９月15日〜16日に京都府を襲った台風第

第３号管渠：内径6.1ｍ、延長1,120ｍ）と乙訓ポン

18号は、全国で初めて大雨特別警報が発令され、

プ場（0.61㎥/秒）で構成する。2004年に工事に

一級河川桂川や由良川が氾濫し、府域で5,000戸を

着手し、2011年10月に供用開始した。

超える甚大な浸水被害が発生した。この台風による
当 該 地 域 の 時 間 最 大 雨 量 は33 ㎜/時、 総 雨 量 は

３）南幹線
いろは呑龍トンネルの最下流部に位置する内径
3.5ｍ、延長4,068mのシールドトンネルと洛西浄
化センター内に設置する調整池（19,500㎥）
、呑龍

図−２
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2018年度にシールドトンネルが完成し、2021年

事業費
（億円）
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264㎜（24時間雨量は258㎜）と多く、約７時間に
わたり20㎜/時以上の大雨が継続した。
いろは呑龍トンネルでは、15日午後９時35分か

いろは呑龍トンネルの整備効果

図−３

台風第18号における浸水シミュレーション

ら貯留を開始し、約３時間後には供用後初めて貯留

500戸以上の浸水被害が発生しているが、今回は流

率100％を記録した。

出ピークに達した雨水を100％まで貯留することに

いろは呑龍トンネル整備による浸水被害軽減効果
について、浸水シミュレーションによる解析を実施
した結果、北幹線が未供用と想定した場合では約
900戸の浸水被害が発生するが、実際の被害は床上

より、供用中の排水区域内における浸水被害を床上
浸水１戸に留めることができた。

4．おわりに

４戸、床下102戸、計106戸に留めることができた

2021年８月の大雨でも北幹線第１号管渠の貯留

（図−３）
。さらに南幹線が完成すると、北幹線に

率が100%となるなど、いろは呑龍トンネルは目に

流下機能が付加されることから、今回の浸水被害が

見えて効果を発揮しているが、対象地域全域で一定

完全に解消される結果となった。

の安全度を確保するには南幹線の整備が急務であり、

２）2014年８月台風11号

2021年度中の暫定供用に向け確実に事業を執行し

2014年８月10日の台風第11号は京都府南部を中

ていくとともに、流域住民に対しては、計画規模を

心に大雨となり、当該地域の時間最大雨量は44㎜/

超える降雨に対して浸水被害を完全に防止すること

時、総雨量は123㎜と、１時間あたりの雨の強さが

が困難であり、地域での自助・共助の重要性を啓発

計画対象降雨未満であるが2013年台風18号を上

する必要があり、引き続き雨水貯留状況の情報発信

回った。

など、府民の安心・安全が確保できるよう努めてい

このため、北幹線第１号管渠が10日午前11時50
分から貯留し始め、午後３時５分に貯留率が100％

きたい。
なお、いろは呑龍トンネルの貯留状況については、

となった。また、第２・３号管渠は10日午後０時

リアルタイムにホームページで確認できるように

15分に貯留し始め、午後２時にはわずか２時間足

なっている。

らずで貯留率が100％に達した。

（http://www.pref.kyoto/donryu/index.htm）

同規模の降雨があった1991年８月の豪雨では、
【著者紹介】 長谷川 広樹（はせがわ ひろき）
平成21年北海道大学大学院工学研究科修士課程修了。国土交通省入省。下水道、河川等の職務に従事。国土交通省近畿地方整備局淀川河
川事務所調査課長、環境省水・大気環境局水環境課課長補佐、国土交通省水管理・国土保全局下水道部流域管理官付課長補佐等を経て現職。
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地域の基幹産業の競争力強化のための
港湾整備によるストック効果
〜地域の雇用と経済を支える港湾整備の事例〜

い の くち

井ノ口

だい ち

大地＊

海上輸送網の拠点として機能する港湾は、背後に産業集積が進み、地域の雇用と経済を支え、産業の国
際競争力を向上させる重要な役割を担っている。本稿では、地域の基幹産業と密接に関連する港湾整備と、
そのストック効果の事例について紹介する。

1．はじめに
海上輸送網の拠点として機能する港湾は、背後に
産業集積が進み、地域の雇用と経済を支え、産業の
国際競争力を向上させる重要な役割を担っている。

2．地域の基幹産業の競争力強化のための港
湾整備の事例
１）集積した産業の物流効率化等に資する港湾整備
⑴ 石狩湾新港東地区の事例

国土交通省においては、新型コロナウイルス感染症

石狩湾新港では、近年、産業用地の分譲が進む

の拡大を踏まえたサプライチェーンの強靱化、生産

など、進出企業による工場新設、稼働、設備増強

拠点の国内回帰、多元化や国際競争力強化による製

等が見込まれている。特に、鉄スクラップについ

造業・農林水産業等の発展を支えるため、集積した

ては、輸出量の増加への対応に加え、水深不足に

産業の物流効率化や民間投資の誘発等に資する港湾

より大型船が満載で入港できない状況の改善等が

施設の整備を重点的に推進することとしている。

求められている。

また、平成30年７月豪雨や平成30年北海道胆振

こうした状況を踏まえ、令和３年度より、石狩

東部地震の際には、高速道路、鉄道及び空港の機能

湾新港において、貨物需要の増大や船舶の大型化

が停止する中、緊急輸送手段として内航フェリー・

に対応するため、東地区において岸壁の整備、泊

RORO船が活躍した。近年、トラックドライバー

地の浚渫等、国際物流ターミナルの整備を進めて

不足が深刻化し、海上輸送へのシフトが進むなど、

いる。

国内物流を支えるフェリー・RORO船の役割が注

本事業の実施により、大型船の喫水調整（減載）

目され、新規航路の就航や船舶の大型化等が進展し

の解消等が図られ、鉄スクラップの輸送が効率化

ている。これらを踏まえ、国内物流を将来にわたり

されるとともに、岸壁直背後の広大なヤードでの

安定的に支えるフェリー・RORO輸送網の構築を

集積・保管による品質確保が図られ、東南アジア

推進している。

等の鉄スクラップ需要を取り込むことが可能とな

本稿では、こうした地域の基幹産業と密接に関連

ることから、鉄スクラップ輸出の国際競争力の向

する港湾整備と、そのストック効果の事例について

上に寄与する。また、鉄スクラップの輸出先の確

紹介する。

保が可能となり、背後地域に所在する鉄スクラッ
プを排出する事業者（約2,000社）の社会・経済
活動の安定化にも寄与する。
さらに、将来的に複数港の鉄スクラップ事業者

＊国土交通省 港湾局 計画課 事業評価係長
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が連携し海上輸送ネットワークが形成されること
で、他港湾も、石狩湾新港をラストポートとする
大型船に共同で積載することができ、東南アジア

清水港
新興津地区

泊地
(水深15m,
1.3ha)

等の遠方国への大量一括輸送が可能となる。これ
により、全国の鉄スクラップ輸出の効率化が図ら

岸壁
(水深15m, 延長
200m,耐震)

れ、安定的な輸出が可能となることで、全国の廃
棄物処理コストの低減も期待される。
石狩湾新港

ふ頭用地
(0.2ha)

図−２ 清水港新興津地区国際物流ターミナル整備事業の概要

航路・泊地
(水深12m,
27.5ha)
岸壁
(水深12m,
延長230m)

泊地
(水深12m,
1.3ha)

⑶ 姫路港広畑地区の事例
東地区

ふ頭用地
(9.9ha)

港湾施設用地
(1.9ha)

図−１ 石狩湾新港東地区国際物流ターミナル整備事業の概要

⑵ 清水港新興津地区の事例

姫路港広畑地区は、現在、公共岸壁において鉄鋼
用蛍石等のバルク貨物の取り扱いがあるほか、専用
岸壁にて原塩や石炭の取り扱いが行われている。こ
うした中、産業用地の分譲が進むとともに設備投資
が計画されており、原塩や木質チップ、PKS等のバ
ルク貨物の取扱が増加し、バースの取り扱い能力が
逼迫する見込みであることから、これに対応した新

清水港は、製紙業の製造品出荷額等が全国第１

たな岸壁の整備が必要となっている。また、国道

位である静岡県の製紙原料の輸入を支える港湾で

250号など姫路港広畑地区周辺の道路は既に慢性的

あるとともに、近年は、全国の製紙工場の原料の

な渋滞が発生しており、今後、港湾を利用する車両

輸入拠点となっており、パルプの輸入量が増加し

の増加が見込まれることから、広畑地区の岸壁への

ている。また、背後圏の海上輸送の拠点であり、

円滑な陸上輸送を確保するため、交通機能の強化が

特に東南アジア航路のコンテナ貨物量や航路数が

必要となっている。

増加し、船舶が大型化している。一方、大型船は

こうした状況を踏まえ、令和３年度より、姫路港

利用できる岸壁が限られており、減載し水深の浅

において、貨物需要の増大や船舶の大型化に対応す

い岸壁を利用するなど非効率な輸送を強いられて

るとともに、円滑な陸上輸送を確保するため、岸壁

いることから、大型船が着岸可能な岸壁を整備す

や臨港道路の整備等、国際物流ターミナルの整備を

ることが必要となっている。

進めている。

こうした状況を踏まえ、令和３年度より、清水

本事業の実施により、原塩等の原料や、エネルギー

港において、パルプやコンテナ貨物量の増加及び

関連（バイオマス燃料）貨物の輸送が効率化し、関

船舶の大型化に対応するため、新興津地区におい

連産業も含めた幅広い企業の競争力が向上するとと

て岸壁の整備、泊地の浚渫等、国際物流ターミナ

もに、消費者の製品購入価格の低下に寄与する。ま

ルの整備を進めている。

た、港湾関連車両の円滑な輸送が可能となることで、

本事業の実施により、海上輸送が効率化するこ
とで、製紙産業をはじめとする清水港背後におけ

製品の入出荷の定時性確保等に繋がり、競争力強化
に寄与する。

る産業の振興が図られる。さらに、清水港のみな
らず、清水港からトランシップで輸送される他港
を活用する企業においても物流コストの削減が図
られ、我が国の製紙産業における国際競争力の向
上も期待できる。
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姫路港

西防波堤
（135m）

大分港
護岸
（125m）

ふ頭用地
（21ha）

臨港道路
（340m）

図−３ 姫路港広畑地区国際物流ターミナル整備事業の概要

２
）フェリー・RORO輸送網の構築に対応した港湾整備
・大分港大在西地区の事例

図−４

大在西地区
220m 240m

岸壁
(水深9m, 延長460m）

２バース目

中防波堤
（100m）

泊地
(水深9m, 2.4ha）

１バース目

大在地区

大分港大在西地区複合一貫輸送ターミナル整備
事業の概要

3．おわりに

大分港における内航RORO船のシャーシ輸送

港湾整備は、地域の雇用と経済を支え、産業の国

台数は、近年、航路の就航や増便に伴い増加して

際競争力を向上させる等、様々なストック効果を発

おり、旺盛な貨物需要を踏まえ、新規航路の就航

現させるものであり、引き続き、集積した産業の物

や船舶の大型化が見込まれている。一方で、大分

流 効 率 化 等 に 資 す る 港 湾 整 備 や、 フ ェ リ ー・

港 で は、 岸 壁 の 水 深 が 不 足 し て い る た め、

RORO輸送網の構築に対応した港湾整備を進めて

RORO船の喫水調整を強いられており、RORO

参りたい。

船への積載を制限する必要があり、輸送需要に対
応できていない状況となっている。また、現在の
大在地区では、シャーシ置場が岸壁から離れた所
にあり、非効率な運用を強いられている。
こうした状況を踏まえ、令和２年度より、大分
港において、貨物需要の増大に伴うRORO船の
大型化等に対応するため、大在西地区において、
岸壁の整備、泊地の浚渫等の港湾施設の整備を進
めている。
本事業の実施により、船舶の大型化による物流
効率化が図られ、地域企業の競争力が向上し、地
域の安定した発展が期待される。また、トラック
ドライバー不足に伴い将来的な輸送力が懸念され
る中、船舶の大型化に対応でき内航RORO船に
よる輸送力が増強されることにより、将来的な輸
送需要への対応に寄与する他、トラックドライ
バーの休息確保や労働時間の短縮など、トラック
ドライバーの労働環境の向上が図られる。
【著者紹介】 井ノ口 大地（いのくち だいち）
平成３年生まれ。東京工業大学工学部土木・環境工学科卒。国土交通省鉄道局施設課、四国地方整備局港湾空港部港湾計画課係長を経て
現職。
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衛生管理型漁港整備に伴う
水産物輸出のストック効果
〜北見市・常呂漁港の整備事例から〜

もり

森

ひろ

みち

拓 通＊

ホタテガイ生産の盛んなオホーツク海沿岸の常呂漁港において、海外への販路拡大を目指すため、より
高度な衛生管理が求められるEU（欧州連合）規則に対応した体制を地域ぐるみで構築した。本稿では、
この取り組みで果たした漁港整備の事例について紹介する。

1．はじめに

農といった第１次産業である。また、当地区では

ホタテガイは日本の水産物輸出金額のうちおよそ

カーリングが盛んであり、2018年の平昌オリンピッ

１／７を占める、日本を代表する水産輸出品目であ

クで銅メダルを獲得した女子カーリングチーム「ロ

。全国のホタテガイ生産量のうち、およそ１

コ・ソラーレ」の活動拠点としても知られている。

る

＊１

割がオホーツク海に面する北海道北見市常呂町（以
下、常呂地区）で生産されている

。

＊２

地区漁業者から構成される常呂漁業協同組合では、
漁場環境保全の取組が盛んであり、「森は海の恋人、

常呂地区の漁業者団体は、サロマ湖内の養殖施設

川は仲人」を合い言葉に、河川や海の環境を守るた

で生産した稚貝をオホーツク海に放流して漁獲につ

め、常呂川流域を中心に累計350haもの山林を取

なげる安定的な生産体制を築きあげ、国内外に出荷

得して植樹活動を行っている。また、地区では水産

してきたところであるが、ホタテガイの更なる販路

加工業も盛んであるが、その過程で発生する加工残

拡大のためには、より高度な衛生管理基準を満たす

渣の再循環の取り組みも行われている。例えば、ホ

必要があった。

タテガイの貝殻は土壌改良材、内蔵など残渣の軟体

そこで本稿では、ホタテガイの代表的な産地であ

部は肥料、ホタテガイ干貝柱の製造工程で発生する

る常呂地区において、漁港整備の側面から、衛生管

煮汁は精製のうえ調味料にそれぞれ姿を変え、地域

理体制を構築して国際的な競争力強化を促進した取

内外で利用されている。

り組みの内容とストック効果について紹介する。

2．常呂地区の紹介
北見市は2006年に３月に１市３町（うち１町は
旧常呂町）が合併した、人口約 11 万５千人（2021

Ｎ

オホーツク海

年８月時点）のオホーツク圏の最大都市である。そ
の中でも旧常呂町にあたる当地区は、オホーツク海

常呂漁港

やサロマ湖といった好漁場に面し、雄大な自然景観
や流氷などの素晴らしい自然環境資源に恵まれた地
域である（図−１）
。
産業構造の基幹をなすのは漁業のほか、畑作、酪

北見市

図−１

20km

常呂漁港の位置

＊北海道 オホーツク総合振興局 水産課 水産振興係長
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3．常呂漁港の衛生管理に向けた整備

円/kg

トン

500,000

500

当地区では1970年に0.2万トンであったホタテガ

400,000

400

イの漁獲量が1979年の４輪採制の導入以降、急激

300,000

300

に増大し、1990年代以降は安定的に年間３万トン

200,000

200

100,000

100

１）地区の課題

を漁獲する生産体制が構築された（図−２、３）。
常呂漁業協同組合では国内外で高まる需要に応える
ため、2022年までに生産数量を46,000トンとする
増産目標を打ち出したが、ここで、以下の２点につ
いて課題が浮き彫りとなった。

0

0
1970

1980

1990
数量

2000
単価

2010 年
（北海道水産現勢）

図−４ 北海道のホタテガイの漁獲数量と単価（1970−2019年）

１点目は増産後の価格安定である。常呂地区の傾

２点目は食中毒の発生に伴う既存販路の消失や価

向と同様、北海道全体のホタテガイの生産量も増産

格が下落する懸念である。今般計画が策定された

傾向にあったものの、1990年代から価格の低迷が

2001年当時、国内において初めて牛海綿状脳症

みられ、北海道や北海道漁業協同組合連合会を中心

（BSE）の発生が確認されたほか、前年の2000年

に輸出対策や国内需要の拡大など販路拡大を伴う価

には雪印乳業による集団食中毒が発生するなど、食

格対策が行われていた（図−４）
。当地区において

の安全・安心に対する諸費者からの関心が急速に高

も輸出によって新たな販路を開拓することが検討さ

まっていた。

れたが、相手国によっては衛生証明書等の提出が義
務づけられているなど、ハードルが高かった。

そこで当地区では、生産段階における衛生管理を
強化する目標を掲げ、食の安全性を確保する手法で
あるHACCP（Hazard Alalysis and Critical
Control Point：危害分析・重要管理点）方式に倣っ
た高度な衛生管理に対応した漁港整備を行うととも

オホーツク海

に、基準が厳しいことで知られるEU（欧州連合）
規則に対応した衛生管理体制を民間加工業者も含め
て地域ぐるみで構築することとした。

サロマ湖

２）ハード整備による衛生管理対策

栄浦
漁港
富武士漁港
（若里地区）

高度な衛生管理体制の構築に向けて、今回の漁港

常呂漁港

浜佐呂間
漁港

（水揚拠点）

整備にあたっては次のとおり課題を洗い出し、対処
方針を決定した。

国内外へ出荷

図−２

常呂地区におけるほたてがい漁業の概要

⑴ 岸壁の改良
円/kg

トン

50,000

300

40,000

250
200

30,000
20,000
10,000
0
1970

1980

1990
数量

2000
単価
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日光や風雨にさらされるほか、野鳥の糞などの異
物混入により、品質低下の恐れがある。
【方針】直射日光や異物混入等による品質低下を

150

防止するため、屋根付き岸壁を整備する（図−５）。

100

ほたてがい桁網漁業は集団操業であり、一斉に

50

寄港して同時に水揚げ作業が行われる場合もある

0

ことから、遅滞なく水揚げ作業ができるよう、全

2010 年
（北海道水産現勢）

図−３ 北見市のホタテガイの漁獲数量と単価（1970−2019年）
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【課題】野天での陸揚げ作業により漁獲物が直射

13隻分の陸揚げ岸壁を整備する。

⑸ 水産加工場等の整備

屋根付き岸壁
水揚げ時の直射日光・
異物混入のリスク低減

【課題】将来的な構想として、水揚げから加工ま
清浄海水
岸壁や器具等の
清潔を保持

車両待機所
排水溝
不衛生な排水
を衛生管理
エリア外へ

で漁港内できるよう生産体制を整えたいが、漁港
内の用地が不足している。
【方針】水産加工場や製氷工場が設置できるよう、
用地の拡張整備を行う。
⑹ 衛生管理エリアの設定
上記に示した屋根付き岸壁や取排水施設などを
含めた「衛生管理エリア」を設定し、清潔の確保

図−５

屋根付き岸壁の概要

と作業の迅速化を重点的に実施する（図−６）。

⑵ 作業動線
【課題】陸揚げ岸壁が整理されておらず、陸揚げ
作業が重複した際、車両が輻輳して積込待ちが発

衛生管理エリア
屋根付き岸壁（ホタテガイ）

取水
施設

屋根付き施設
（サケほか）

生し、漁獲物の鮮度の低下が懸念される。
【方針】陸揚げ岸壁をほたてがい漁業、さけ定置、
底建網と漁業種類ごとに分け、それぞれ車両動線

水産
加工場
（予定）

荷捌き施設（開放型） 排水処理
施設
荷捌き施設（閉鎖型）

を確保して輻輳状態を解消する。
特にほたてがい桁網漁業では１日１隻あたり
20数トンもの原貝を陸揚げするため、漁船１隻

取水口へ

図−６

排
水

衛生管理エリアの詳細

３）ソフト整備による衛生管理対策

あたり複数台の運搬車両が必要となることから、

前述のハード整備に加え、国の「対EU輸出水産

陸揚岸壁には運搬車両の待機所を設けるなど、迅

食品の取扱要領」などに従い、関係機関が協力し、

速な出荷が出来るよう整備する。

次のとおりソフト対策を行った。

⑶ 海水利用

⑴ 生産海域の指定とモニタリングの実施

【課題】岸壁や荷さばき器具、漁船の船倉など、

北海道はEU向けホタテガイを生産できる「生

漁獲物と接する個所の洗浄水が漁港内の海水を利

産海域」を指定するとともに、漁業者団体などの

用しており、特に高水温時及び降雨時において魚

協力を得ながら生産海域における貝毒の原因とな

体を汚染する恐れがある。

るプランクトンのモニタリング調査を定期的に実

【方針】漁港外から取水した原水をろ過・滅菌装
置で適切に処理した清浄海水を使用することとし、
取水施設を整備する。
⑷ 排水処理
【課題】漁獲物の選別・洗浄等に使用した排水が
側溝を通じて未処理のまま港内泊地に排出されて
おり、水質の悪化が懸念される。

施する。
⑵ 生産漁船の登録
北海道は構造設備などの基準を満たしたEU向
けホタテガイを漁獲する生産漁船の登録を行うと
ともに、定期的に登録した生産漁船の監視を行う。
⑶ マニュアルに基づく衛生管理の徹底
漁業者団体は、清浄海水による荷さばき器具等

【方針】排水を集水桝に集水し、スクリーン処理を

の洗浄や、運搬車両に積載した漁獲物の鮮度や清

行って港内排水が可能な水質に改善したうえで衛

潔保持のためのシート被覆、定期的な清浄海水の

生管理エリア外に排水するよう、排水系統を見直す。

水質検査、管理記録の維持管理等を規定した衛生

また、漁港背後の漁協自営加工場等からの排水に

管理マニュアルを策定するとともに、当該マニュ

ついては、排水量が多いことから水産系排水処理

アルの周知徹底に向け、年に１回以上の講習会を

施設で集水し、浄化処理した上で外海へ排出する。

開催する。
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一方で単価は、2015年〜2019年の平均では216

４）民間加工場の動き
常呂漁港における衛生管理型漁港の整備にあわせ、

円/kgであったのに対し、2020年では139円/kgと

隣町の佐呂間町の（株）北勝水産では、常呂漁港の

減少したが、これはコロナ禍に伴う需要減退と過剰

漁港整備が完了した2019年に冷凍ホタテガイ貝柱

供給に伴い単価が下落したものと考えられる。

で対EU輸出水産食品取扱認定を取得した。

施設完成から１年余りしか経過しておらず、事業
効果を検証することは時期尚早かもしれないが、輸

4．事業の効果

出数量の増加と、施設完成の翌年からEU向けに出

衛生管理関係施設の現地工事は2001年に開始し、

荷することができたという事実から、今回の取り組

2019年に完了した（写真−１）。そこで、施設完成

みにより、常呂地区のホタテガイの国際競争力の強

前後における常呂漁港で生産されたホタテガイの輸

化など一定の効果があったものと考えられる。

出数量を推計し、推移を調べた。その結果、2015
年〜2019年の平均輸出数量は6,788トンであった
のに対し、2020年には対EU輸出水産食品取扱認定
品目向けの原料の出荷数量（581トン）が加わった
こともあり、10,721トンと1.5倍ほどの増加が見ら

5．おわりに
2020年12月に、70年ぶりに大幅改正された漁業
法が施行された。
この際、オホーツク海のほたてがい桁網漁船の
トン数上限が従来の15トン未満から20トン未満に

れた（図−７）
。

引き上げられたため、常呂地区におけるほたてがい
整備前

整備後

桁網漁船の新造船は従前の14トン型から19トン型
に切り替えられたところである。しかしながら、漁
船の大型化に伴い、隣接する漁船との間隔が狭くな
ることによって漁船の離岸・着岸などに時間がかか
るほか、岸壁延長が足りなくなることに伴う荷揚げ
待ちが発生するなどの課題が顕在化しつつある。
また、取水施設を構成する機械類の中には供用開

屋天での作業のため直
射日光による加温上昇
や異物混入のリスク

写真−１

天蓋施設の設置により
品質保持と異物混入の
リスクが低下

屋根付き岸壁の設置に伴う陸揚げ作業の変化

トン

12,000

2020年：10,721トン

10,000

2015-2019年平均
：6,788トン

8,000

始から10年を超える箇所もあり、老朽化に伴う機
械のトラブルも発生していることから、国の機能保
全事業を活用しながら対応を図ることとしている。
2019年には漁港整備が一区切りついたところで
はあるが、今後とも、漁業生産活動の礎である漁港
施設が適切に運用できるよう、施設の整備や維持管
理に努めてまいりたい。

6,000
4,000
2,000
0
2015

図−７

2016

2017

2018

2019

2020年

常呂漁港から輸出されたホタテガイ数量（推計）

＊１：2020年の我が国における水産物輸出金額2,276
億円中、ホタテガイ（生鮮・冷蔵・冷凍・塩蔵・
乾燥）は314億円（財務省貿易統計）
＊２：2019年の全国のホタテガイ（天然、養殖を含む）
生産量48.3万トン中、北見市は4.2万（農林水産
省海面養殖業生産統計、北海道水産現勢）

【著者紹介】 森 拓通（もり ひろみち）
2002年３月、北海道大学大学院水産科学研究科修了（修士課程）。同年４月、北海道庁入庁（北海道宗谷支庁水産課技師）。2012年４月、
北海道水産林務部水産経営課主任、2016年４月、水産庁資源管理部管理課漁獲情報係長（出向）を経て、2019年６月より現職。
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上徳不徳

日本は今、戦後初の大敗北を
経験している
～財務省矢野次官論文批判～

一般社団法人 全日本建設技術協会 会長

財務省の周辺には、その代弁をする多くの経
済学者が控えている。ところが、自民党の総裁
選でもその後の総選挙に向けた各党の公約でも、

おお

いし

ひさ

かず

大 石 久 和

藤隆敏、伊藤元重、八田達夫、深尾光洋、八代
尚宏らであった。
2021年の今、政府債務のGDP比率は200％

財務省が抱えてきた御用学者たちを動員して必

を超えているが、どこに「国家財政の事実上の

死になって押さえてきたはずの「積極財政」や

破綻」があるのだろう。上記の８人は、2003

「プライマリーバランス凍結」
などの主張が堂々

年にこう述べたことを今どう説明しているのだ

と展開されるようになってきた。
学者任せでは今回の積極財政論をしのげない

ろう。弁解もできずに、ただただ沈黙を貫いて
いるだけでいいのか。

と考えたのか、ついに本丸の城代、実質の城主

「建設」の読者は、こうした学者と称する人

が登場して「このままでは氷山にぶつかる」と

たちの論説を簡単に信じてはならないというの

の幻想・夢想をたとえに使って、文藝春秋に論

も、こうした「ウソ」を何度も積み重ねてきた

文を掲載した。

連中だからである。

多くの政党が国民生活救済のための給付施策

筆者が土木学会会長時代の最後に、東京首都

を掲げる施策を彼は「バラマキだ」と批判して

圏などでの国難級の大災害からの被害を最小化

いるが、官僚による選挙干渉にならないかと心

するために、通常の公共事業費とは別に耐震化

配する。しかし、御大が登場しなければならな

などのための投資が必要で、地震対策でいえば

いほどの危機だと考えたということだろう。

当時の公共事業費国費６兆円にプラスして、

最初に、もう役立たないと考えられた御用学

10年間くらいは年間２～３兆円程度は上乗せ

者たちの財政再建主義の論調を振り返ってみよ

して、国土強靱化投資が必要だとまとめたの

う。かなり前のことになるが、「2003年に政府

だった。

部門の債務のGDP比が140％に達している」

すると、その直後に発売の中央公論に吉川洋

ことを踏まえて、経済学者たちは日経新聞の経

は、
「それでは『国難』としての災害対策のた

済教室に以下のような認識を示した。

めに『亡国』の財政破綻が生じる」と批判した

「財政はすでに危機的状況にあり、できるだ

のだった。ところが、2020年にはコロナ対策

け早い機会に財政の健全化が必要である。
」
「こ

のために二次補正までで90兆円も国債を新規

のままだと政府債務のGDP比率が200％に達

に増発し、当初計画の33兆円から約60兆円も

するが、この水準は国家財政の事実上の破綻を

増加させたというのに、国債金利はまったく高

意味すると言っていい」

騰せず国家財政に破綻の兆しもない。

この主張に名前を連ねたのは、メディアによ

吉川洋東京大学名誉教授は、一体何を心配し

く登場する御用学者たちで、それは吉川洋、伊

て首都圏を守るための防災対策事業の足を引っ
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張ったのだろう。これでは、まるで「経済学者

定義は何かは示されていない。バラマキの反対

らのウソに塗り固められた日本」だ。

語は「選択と集中」だろう。では、コロナに苦

そこで事務次官がリングに上がってきたのだ。
真打ち登場というわけである。彼の主張を上司

のだろう。万能の神でもない限りそんなことは

の財務大臣は奇妙なことに
「内容に問題はない」

不可能だ。

と言うが、実は問題だらけなのである。

⑤
国債は政府の債務だが、同時に民間の債権で

①財務省が現在もホームページで公開している
公式見解と矛盾している。

あり、つまり国民の資産である。
実際の国債発行の仕組みを見ても明らかなの

財務省ホームページは、
「自国通貨建ての国

だが、国債は民間から現金を集めているのでは

債がデフォルトすることはない」と明確なのだ。

ない。政府の償還責任との身代わりに、国民に

また、筆者の知る限り自国通貨での国債発行で

資産を提供しているのだが、その視点がまるで

デフォルトした国は、歴史的にも世界的にも一

欠けている。

国もないのだが、これをどう説明するのか。

⑥
国庫管理の実務責任者が、
「日本は財政破綻

②資産と負債で見るというバランスシートでの

する」と発言したことは、日本国債の格付け

判断がない。

を下げ、日本経済に悪影響を与える危険な

彼の主張を裏付けるためのバランスシートの

メッセージを市場に送ったということである。

提示がないのである。およそ、企業であれ何で

幸い、論文掲載から日数が経つけれども国債

あれ、金銭出入りのある組織体はバランスシー

金利は上昇の兆しも見せず、世界的にも希有な

トで見なければ組織会計の安定性を判断できる

低金利が続いている。市場は矢野論文をまるで

はずがない。彼が示したのは、子供の小使い帳

評価していないということなのだ。

的な見方からの判断なのである。

⑦
貧困化する国民とまったく成長しない経済が

③日本銀行に触れていない。

見えていない。

国債の半分は日銀が保有し不胎化されている

こ の 論 文 は、 財 政 再 建 至 上 主 義 に 陥 っ た

と言える。連結決算的に政府とその子会社の日

1995年以降の国民の貧困化や経済の非成長を

銀は一体であり、日銀保有の国債の償還など不

もたらしたことにまったく関心を示していない。

必要で、借り換えの繰り返しで済むし、国債金

政治や行政は国民の福利を向上させるためにあ

利も日銀収益は政府に差し出すことになってい

るのに、財政政策の失敗が国民の福利を削いで

るから何も問題もない。

きたことへの反省がまったくないのだ。

つまり、日銀を抜いて国債議論はできないの

1995年以降、矢野論文のような財政健全化

に、それに触れていないから国債議論になって

主義がこの国を支配してきた。その結果、G7

いないのである。

のなかで日本国民だけが大幅な所得の減少を経

④バラマキの定義が示されていない。

験したし、まったく経済が成長しないから30

アメリカは、コロナで困窮する人に対して３

年前の税収しかなくて財政事情が改善しないの

回も特別な給付を行ったが、日本では一度しか

だ。彼が示したのとは異なる国民の貧困という

行われなかったが、彼は論文のなかでこの給付

悲しいワニの口が開いて国民が苦しんでいるの

金は死蔵されたと批判した。しかし、これで助

である。

かった人、ギリギリしのげた人も多くいるのだ。
また死蔵ではなく預金増なのである。
彼は、これをバラマキだというのだが、その
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しむ人びとを、何を基準に誰が選択すればいい
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このことは、戦後初の「日本国の大敗北」と
言って過言ではない悲惨な事実であり、財務史
観からの脱却こそ現下の至上課題なのである。

諸外国のインフラ情報

英国のインフラ部門における
カーボンニュートラルの取り組み
きのした

木下

せい や

誠也＊

本題に入る前に、本誌10月号でお伝えした「米

されていたCOP26で、バイデン大統領は気候変動

国におけるインフラ再構築の動き」のその後の顛末

対策を用意していることを強調していましたが、対

を見ておきます。８月に米国上院で超党派の合意に

策の一部については取り込むことができました。

より1.2兆ドルのインフラ支出を追加する法案が可

さて、10月31日から11月12日にかけ、英国・グ

決されたこと、下院民主党左派は気候変動対策や子

ラスゴーでCOP26が開催され、2050年カーボン

育て・教育支援を加えた総額3.5兆ドルの大型歳出

ニュートラルにむけて世界の動きが加速しています。

法案を成立させたいと考え反発していること等をお

カーボンニュートラルという言葉は、21世紀に入っ

伝えしました。

てから特によく聞かれるようになりました。温室効

その後、民主党内で合意が成立せず大型歳出法案

果ガスの排出量と吸収量を均衡させて差し引くこと

については先送りとなり、上院を通過していた1.2

により、排出量を実質的にゼロにすることを意味し

兆ドルのインフラ支出法案が11月５日に共和党の

ます。ここでは、英国におけるカーボンニュートラ

一部協力を得て下院で可決しました。そして、バイ

ルに向けての対策、とりわけインフラの建設工事の

デン大統領が11月15日に署名して成立したところ

調達に関する取り組みを見ていきたいと思います。

です。これによって過去半世紀で最大級のインフラ

英国では、2019年６月気候変動法を改正し、G7

投資が動き出すことになり、老朽化した高速道路・

諸国で初めて、2050年にカーボンニュートラルを

橋の改修、鉄道や送電網の整備、水資源対策、高速

達成するという目標を法制化しました。この目標達

インターネット網拡大などが５年間で進められます。

成を目指して2020年11月にはグリーン産業革命を

このほか気候変動対策として電気自動車の充電設備

発表し、翌月、2030年の排出削減目標を1990年比

の整備や干ばつ対策なども含まれます。英国で開催

で68％と打ち出しました。さらに、2021年４月には、

＊日本大学 危機管理学部 教授

月刊建設21−12

39

諸外国のインフラ情報

2035年までの排出削減目標を78％に引き上げると

は主要土木工事について50%、付帯工事について

発表しました。2021年10月には、英国が発電部門

30%としました。そして、最初の価格のみによら

で全面的な脱炭素化を達成する期限を15年前倒し

ない入札に参加する段階で、高架橋、堤防、ボック

して2035年とするプランを発表しました。英国は、

ス等の工種毎に炭素排出予測量を提出することが求

低炭素型経済で世界をリードしようと考えています。

め ら れ ま し た。 ま た、 工 事 用 車 両 はEuro 6 基 準

英国では、インフラの整備から管理にわたる炭素

（2016年以降登録自動車の排出基準）に適合する

排出量が全体の１/ ６を占めるといわれており、

ことが求められました。さらに、請負業者は契約後

インフラ部門の脱炭素が大きな課題となっています。

１年以内にインフラに関する炭素排出削減の国際標

インフラに関わる炭素排出は、建設材料の生産に

準であるPAS 2080に基づく共通仕様による認証を

伴って生じるだけでなく、運搬のための工事車両や

得て、構造物はインフラの持続可能性に関する第三

現場作業、さらには完成後の運用や維持管理におい

者認証システムであるBREEAM Infrastructureの

ても生じます。

認証を得ることが求められました。

英国のインフラ部門において、カーボンニュート
ラルに積極的に取り組んでいる大規模プロジェクト

ルに向けた先駆的な取り組みが進められていますが、

の一つがHigh Speed 2（HS2）です。これは、ロン

プロジェクトのライフサイクル全体における明確か

ドンからバーミンガム、いずれはさらにマンチェス

つ検証可能な炭素排出削減目標をいかに適切に設定

ターやリーズへと結ぶ高速鉄道網です。政府からの

するか、達成状況を評価する際の基準となるベース

求めに応じ、このプロジェクトは、政府と業界の未

ラインをどのように設定するかなどさまざまな課題

来戦略であるConstruction 2025（2013年発表）に

が残っているとされています。炭素削減の認証シス

沿って、50%以上の炭素排出削減を行うことを目

テムの対象外の資機材等の扱いも問題です。また、

標にしました。４つの主要工事の契約についていず

目標達成のために要する直接の費用や第三者認証を

れも２段階のECI契約方式を適用しました。ECI契

得るために要する費用などが明確にされていません。

約は、さまざまな分野の技術の結集により技術開発

受注者へのインセンティブの与え方も課題です。炭

のインセンティブを増やすものであり、炭素排出削

素排出削減のための要件を定めたり削減実績を評価

減に有効であると考えられています。このプロジェ

するための発注者側の能力を確保することも課題と

クトでは、炭素排出削減に関する請負業者への報酬

されています。

規定は設けませんでしたが、炭素排出削減に関する
知識を有することは当然の条件とし、排出削減目標
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このように英国においては、カーボンニュートラ
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今後、英国以外の先進国の取り組み状況も把握し、
わが国で取り組む際の参考にできればと思います。

「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「土地区画整理
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

基礎から学ぶ土地区画整理事業（１）
もと

じま

本 島

1．はじめに

しん

や

慎 也＊

土地区画整理事業は、「換地」という手法により

土地区画整理事業は、市街地の一定の区域におけ

道路・公園などの公共施設を整備するとともに、個々

る都市基盤施設と宅地を一体的・総合的に整備する

の宅地の区画形状を整える事業であり、公共施設用

手法として、日本の都市整備において最も中心的な

地を生み出すために必要な土地や事業資金の一部に

役割を果たしてきた事業であり、
「都市計画の母」

充てるための売却用の土地を、地権者が公平に負担

とも呼ばれます。

（図−１）
する「減歩」という仕組みを持っています。２）

これまで、震災・戦災からの復興、都市部への人

各地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の

口集中に対応した宅地供給、スプロール市街地の改

面積は従前に比べ小さくなるものの、都市計画道路

善、地域振興の核となる拠点市街地の整備など、既

や公園等の公共施設が整備され、土地の区画が整う

成市街地、新市街地を問わず多様な地域で、多様な

ことにより、利用価値の高い宅地が得られます。

目的に応じて活用されてきました。現在、土地区画

土地区画整理事業の事業費については、減歩によ

整理事業の着工実績は、わが国の人口集中地区面積

り生み出した「保留地」の売却や、公共施設の整備

の約３割に相当する約37万haに達しています。

に着目した国・地方公共団体からの交付金・負担金

本稿では、土地区画整理事業の特徴と流れ、技術
基準、支援制度、活用事例などについてご紹介します。

等により賄われています。
２）土地区画整理事業の特徴
土地区画整理事業の特徴として、以下のようなも

2．土地区画整理事業の特徴

のが挙げられます。２）
○面的な総合整備

１）土地区画整理事業の定義と仕組み
土地区画整理事業は、土地区画整理法（以下「法」

事業地区内について、道路・公園・上下水道な

という）第２条に「都市計画区域内の土地について、

ど生活に必要な基盤施設と、住宅や商店などが立

公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るた

地する宅地を一体的に整備できます。

め、
（中略）土地の区画形質の変更及び公共施設の新

○地権者参加型

設又は変更に関する事業」と定義され、法第１条に

地権者は土地を保有したまま事業に参加します。

「健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の

事業後も地区内に残ることができ、コミュニティ

増進に資すること」
とその目的が定められています。

が維持されます。

１）

＊国土交通省 都市局 市街地整備課 市街地防災整備係長
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整理前

Ａ さ んの整理前の宅地
Ｅさん

Ｂさん
Ａさん

支

出

Ｃさん
Ｄさん

換
地
（ Ａ さ んの整理後の宅地）

減

歩

○建物等の移転補償費

整
形
化

○宅地の整地費

Ｂさん

収

公共減歩
（ 道路や公園等の用地と なる ）
Ｄさん

園
保留地減歩
（ 売却し て事業費の一部に充てる ）

図－１

入
○公共側の支出
・ 社会資本整備総合交付金等
・ 公共施設管理者負担金
・ 公共団体単独費

公
Ｃさん

等

公共施設の整備や宅地の整地によ り
使い勝手の良い宅地が取得でき る

整理後
保
留
地

○道路等の公共施設整備費

○保留地処分金

等

土地区画整理事業の基本的な仕組み

○民主的な手続き

人以上で設立する土地区画整理組合は、施行する

組合員による総会、地権者から選出された委員
の審議会において事業内容が決められるなど、民
主的な手続きで進められます。
○公平な負担

ことができます。
○都道府県又は市町村（法第３条第４項）
都道府県又は市町村は、施行区域（都市計画法
第12条第２項の規定により土地区画整理事業に

地権者が土地の資産に応じて公平に負担をします。
○多様なまちづくりに対応

ついて都市計画に定められた区域）の土地につい
て施行することができます。都道府県と市町村の

中心市街地の活性化、密集市街地の解消、街区

どちらが施行者となるかについての要件等はござ

再編による土地の有効利用、スプロール市街地の

いませんが、公共団体施行のうち約９割が市町村

解消、防災性の向上など多様な目的に活用されます。

施行の事業となっています。

３）土地区画整理事業の施行者と実績
土地区画整理事業を施行する者を施行者といい、
主な施行者は以下の通りです。

１）２）

○個人施行者（法第３条第１項）

○独立行政法人都市再生機構（法第３条の２）
独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が
一体的かつ総合的な住宅市街地その他の市街地の
整備改善を促進すべき相当規模の地区の計画的な

宅地について所有権若しくは借地権を有する者

整備改善を図る等のための土地区画整理事業を施

は、１人または数人で施行することができます。

行する必要があると認める場合に、施行区域の土

また、地方公共団体や都市再生機構等が地権者の

地について施行することができます。

同意を得て個人施行者となることも可能です。
○土地区画整理組合（法第３条第２項）
宅地について所有権又は借地権を有する者が７
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土地区画整理事業は幅広く活用されており、施行
者別の施行実績は表－１のとおりです。なお、事業

表－１
区分

地区数

旧都市計画法

土
地
区
画
整
理
法

土地区画整理事業の実績（平成31年３月31日現在）

事業着工

うち事業中止

面積（ha）

1,278

地区数

67,337

うち換地処分済み

面積（ha）
2

10

地区数

うち施行中

面積（ha）

1,276

地区数

67,327

面積（ha）
0

0

個人・共同

1,451

18,861

5

90

1,383

17,916

63

856

組合

6,135

123,887

23

660

5,825

115,604

287

7,623

4

37

0

0

3

35

1

3

2,849

124,271

19

573

2,382

105,558

448

18,140

84

4,166

0

0

84

4,166

0

0

312

28,823

0

0

304

28,351

8

472

区画整理会社
公共団体
行政庁
都市機構
地方公社
小計
合計

117

2,705

0

0

117

2,705

0

0

10,952

302,750

47

1,323

10,098

274,334

807

27,093

12,230

370,087

49

1,333

11,374

341,661

807

27,093

の規模は公共団体等（都市再生機構等を含む）施行

確定する以前に、建物等を従前地から将来換地とな

の平均が約49ha、組合等施行の平均が約19haと

るべき土地の上に移転したり、公共施設の建設工事

なっていますが、近年は10ha以下の比較的小規模

を実施したりします。このため、換地処分がなされ

な事業の割合が増加傾向にあります。

るまでの間、権利者が仮に使用できる土地を施行者

3．土地区画整理事業の流れ
標準的な土地区画整理事業における全体の流れは、

は指定します。これを仮換地の指定といいます。
施行者が仮換地を指定しようとするときには、公
共団体等施行の場合は土地区画整理審議会の意見を

図－２のとおりです。

聴くこと、また、組合施行の場合は総会等の同意を

１）土地区画整理事業の都市計画決定

得ることが必要です。

１）２）

地方公共団体が施行する土地区画整理事業は都市

４）建物等の移転移設及び公共施設等の工事

計画事業として施行するため、土地区画整理事業の

仮換地が指定されると、建物の移転、地下埋設物

都市計画決定を行います。なお、個人施行者や土地

の移設、道路、公園の築造等各種の工事が始まりま

区画整理組合は都市計画決定されていなくても事業

す。通常、施行者は、道路、公園等公共施設の建設

を行うことができます。

工事を実施し、建物等の所有者は、施行者からの移

２）事業計画の決定と事業の開始（法第４条ほか）

転の通知・照会に基づいて対象物件の移転を行いま

事業計画には、事業の基本的事項である施行地区、

す。また、施行者は、所有者に対し移転等にともな

設計の概要、施行期間及び資金計画を定めます。個

う損失補償費を支払います。

人施行の場合を除き、事業計画は縦覧に供され、利

５）換地計画の決定（法第86条）

害関係者はその内容について意見書を提出すること
ができます。

通常、工事が概成した段階で、施行者は換地処分
の内容とすべき事項、すなわち換地設計、清算金、

公共団体等施行の場合は、事業計画において定め

保留地等を定めた換地計画を決定し、都道府県知事

る設計の概要について国土交通大臣又は知事の認可

の認可を受けなければなりません。このとき、換地

を受けなければならず、組合施行の場合は、組合の

は、その従前の宅地と、位置、地積、土質、水利、

設立について知事の認可を受けなければなりません。

利用状況、環境等が照応するように定められなけれ

３）仮換地の指定（法第98条）

ばなりません。個人施行の場合を除いて、換地計画

一般的に、換地処分により最終的に土地の帰属が

は縦覧に供され、利害関係者は、その内容について
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基礎から学ぶインフラ講座

図－２

土地区画整理事業の流れ

施行者に対して意見書を提出することができます。
６）換地処分と清算・登記（法第103条）
換地処分は工事完了後、換地計画に定められた事
項を関係権利者に対して通知することによって行わ
れます。また換地処分が行われた旨は公告され、こ
れにより権利者の従前の宅地についての権利は換地
に移行し、同時に清算金の額が確定します。
施行者は、換地処分後、施行地区内の土地及びそ
の上の権利の変更につき、一括して登記の申請又は
嘱託をするとともに、清算金の徴収交付を行わなけ
ればなりません。

７）事業の完了に係る事務
土地区画整理事業の完了に当たって必要となる事
務としては、清算金の徴収又は交付、保留地の処分、
公共施設の管理の引継ぎ等があります。組合施行の
場合は、都道府県知事から組合解散の認可を受けた
後、清算人が決算報告書を作成し、都道府県知事か
らの承認を受け、組合員に報告しなければなりません。
〈参考文献〉
１）土地区画整理法制研究会編著「逐条解説 土地区
画整理法」（2016）ぎょうせい
２）国土交通省都市局市街地整備課 監修「土地区画整
理必携（令和２年度版）
」
（公社）街づくり区画整理協会

−次号に続く−

【著者紹介】 本島 慎也（もとじま しんや）
平成28年東京大学大学院工学研究科都市工学専攻修士課程修了。国土交通省北陸地方整備局新潟国道事務所計画課、水管理・国土保全局
下水道部下水道事業課計画調整係長等を経て現職。
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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

土木技術の伝承・技術力の向上にむけた活動
～特別会員と若手技術者との意見交換会～
おお

たに

大 谷

むつ

ひこ

睦 彦＊

1．はじめに

3．今回の活動のきっかけ

近年、若手の公務員技術者は、職員数の減少や公
共事業における業務量の増加により、現場に出る機
会が奪われ、技術や経験を取得する機会が減少して
おり、土木技術者の技術力低下が懸念されている。
一方で豊富な経験と高度な技術を有する土木技術
者が、多数定年退職により職場を離れており、これ
らの定年退職者の技術を若手技術者へ伝承すること
で、若手技術者の技術力向上を図ることができるの
ではないかと考えている。
そこで、宮崎県土木部及び県土整備部を退職した
技術者で構成する宮崎県特別会員支会が取り組んだ
「土木技術の伝承・技術力の向上にむけた活動」に
ついて紹介する。

宮崎県県土整備部では、毎年、年度末に退職予定
者が、それぞれ経験してきた事や退職に当たっての
思いを発表する技術講習会を開催しており、おおむ
ね好評を得ている。しかし、講師の割り当て時間が
限られることや年度末で講習会に参加できない若手
が多数いることから、宮崎県特別会員支会としても新
たにそのような機会が設けられないか模索していた。
このような中、公益財団法人宮崎県建設技術推進
機構が、令和元年度から、担い手確保や技術力の向
上・継承などの活動に対して助成する事業を実施し
ており、令和２年度にこの事業への応募がきっかけ
となり今回の活動を実施した。

2．宮崎県特別会員支会とは

4．土木技術の伝承・技術力の向上にむけた活動
～特別会員と若手技術者との意見交換会～

現職の皆さんは、
「特別会員支会」について知ら
ない方が多いのではないかと思う。この会は、退職
された方が、引き続き全建会員として、これまで培
われた技術、経験等を後進の方々へ伝えるなど、社
会に貢献することを目的に結成できる団体である。
現在結成されている特別会員支会は、全国で10
協会あり、宮崎県特別会員支会もその一つであり、
平成19年に結成し、令和３年度の会員数は44名で
ある。毎年、１〜２回の研修会や現地視察を開催し
ており、会員相互の親睦はもちろんのこと、近年は、
現職の全建会員の参加もできるような企画を立てて
活動している。

活動の内容は、宮崎県特別会員支会の会員が、県
内の出先機関（土木事務所、港湾事務所等）へ出向
き、特に若手技術職員と少人数のワークショップ形
式による意見交換会を実施するものである。
意見交換会では、予め質問（テーマ）等を聴取し、
それに対応できる会員を講師として２〜３名程度派
遣し、自らの経験談や技術的アドバイスを直接やり
取りすることとした。
１）テーマの設定
どのようにテーマを設定するかが課題であったが、
今回の活動について、本庁技術企画課へ説明に行っ
たところ、賛同いただいた上に、各出先機関に今回

＊宮崎県特別会員支会 事務局長（株式会社 西田技術開発コンサルタント 常務取締役）
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の活動の周知やテーマを聴取する作業を担っていた
だいた。このことによりスムーズに活動を進めるこ
とが出来た。出先機関ごとに様々なテーマがリクエ
ストされたが、主なテーマの内容を種別ごとに分け
て取りまとめた内容を表－１に示す。
表－１
種

別

意見交換会のテーマ

テーマの内容
・技術力を磨くためのポイント・コツ
・公務員技術者が有すべき技術力とは？
・現場での判断力を養う方法
・近年の豪雨を受け、排水施設の降雨確率等の考え方
・工事を進めるうえでの施工手順や品質管理のポイント
・脆弱地質で苦労したこと
・災害対応（応急復旧～査定～完成）の基本
・災害採択、災害関連採択のコツ
・二次災害対策（仮設、仮復旧）
・大規模災害経験を踏まえた対応のポイント
・失敗事例と解決方法
・一番思い入れののある工事
・楽しかったこと、やりがいを感じたこと
・仕事に対するモチベーションの高め方
・苦手な業務の克服方法
・仕事の効率化へのアドバイス
・業者や地元の接し方
・会計検査対策法～日頃からの取組

技術力の向上

具体的技術対応力

災害対応力

これまでの経験
全般等

テーマの内容を見てみると、若い人たちが土木技
術者として仕事を進める中で、苦労していることや
悩んでいること、不安に思っている事などをくみ取
ることが出来るようだ。
２）意見交換会の開催状況
出先機関での在職経験や提出されたテーマの内容
の精通度などを考慮し選出した講師陣が、それぞれ
出先機関と日時や場所、そして進め方等を協議し、
合計７箇所で意見交換会を開催した。表－２に開催
状況を示す。
表－２
実施日

事務所名

①

R2.10.20

西臼杵支庁土木課

3名

5名

➁

R2.11.5

高岡土木事務所

2名

9名

③

R2.11.12

日南土木事務所、油津港湾事務所

2名

7名

④

R2.11.20

日向土木事務所

4名

15名

⑤

R2.11.27

宮崎土木事務所、中部港湾事務
所、建設技術センター、推進機構、
道路公社

3名

47名

⑥

R2.12.9

小林土木事務所

2名

11名

⑦

R3.3.3

串間土木事務所、串間市建設課

3名

13名
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写真－１

グループディスカッションの様子

②、⑦の会場は、事務所の職員数が少ないため、
若手以外に上司の技術職員も参加し、会の活性化を
図った。さらに⑦の会場では、管内の市の若手職員
にも声をかけ参加していただいた。
④の会場では、若手技術者を対象としたが、所長
以下幹部の職員が是非傍聴したいということで、オ
ブザーバーとして参加されていた。
⑤の会場では、全建宮崎支部の研修会の中での開
催とし、スクール形式で実施した。

意見交換会開催状況

番号

派遣講師（人） 参加者（人）

３）それぞれ開催の工夫
今回の活動は、初めての取組であったため、それ
ぞれの会場でワークショップ形式やスクール形式を
上手に使い分けて、工夫を凝らした意見交換とした。
さらに、若手技術者の緊張をほぐすために、お茶菓
子を準備し、ティータイムを設けるなど、和やかな

46

雰囲気を作るよう心掛けた。
若手技術者が何でも話せるようにと、①、③、⑥
の会場では、上司の参加は進行役のみとした。さら
に⑥の会場では２つのグループに分け、それぞれサ
ポート役として主査クラスのコーディネーターを付
け、グループディスカッションを行った。

写真－２

ワークショップ形式の様子

４）実施内容
意見交換会では、それぞれの講師陣が、テーマの
内容を切り口に、経験談や苦労話そして技術的ノウ
ハウ等々、色々な内容の講演をし、それに対して若
手技術者から多くの質問が出された。
また、テーマ以外にもフリーにディスカッション
方式で活発な意見交換がなされており、どの会場も
予定の時間では足りずに終了した。そのため、意見
交換会後に、足りなかった時間を埋めるべくまた、
若い人の本音を聞きたいこともあり懇親会を計画し
ていた。しかし、コロナ感染の影響もあり、７会場
中４会場で開くことが出来なかったことは、非常に
残念であった。

学ぶ・つなぐ・広げる

写真－３

講師の講演の様子

・若手職員は現場に出る機会が随分と減ってきて
おり、ＯＢの失敗談やその時どう対処したかな
どを伝えることで、現場対応での参考になった
と思う。
・参加者が真剣なまなざしで話を聞いてくれて、
非常にやりがいを感じた。さらに、コロナ禍で
研修会等が中止され、上司や同僚とじっくり話
をしたり、飲み会を開催する機会が減少する中、
今回の意見交換会は貴重な場であると感じた。
・若い技術者の役に立ってほしい、土木への情熱
ややりがいを感じてほしいとの思いで取り組ん
だが、皆さん熱心に聞いていただき嬉しかった。

5．今後の取組

写真－４

意見交換会後の和やかな集合写真

５）若手技術職員の声
意見交換会に参加した若手技術職員の声をいくつ
か紹介したい。
・同じ立場で働いていた先輩の話は、実践的かつ
具体的で大変勉強になった。特に「失敗談」と
その「打開策」の話が聞けたことは、経験の浅
い私には貴重な機会であった。
・大災害の復旧工事の体験談で「大きな経験と感
動と達成感を得た」という話が大変記憶に残っ
ており、その後の災害査定や復旧工事に取り組
む意識が変わった。これからもこのような座談
会は是非続けてほしい。
・他の担当や市町村との調整が非常に重要である
ことや工事で賠償問題にならぬように、常にホ
ウレンソウを徹底し情報共有を行うことの大切
さを学ぶことが出来た。
・私たちが経験することが難しい大規模な事業の
話を聞いて、今後の業務遂行の糧となった。
・土木は経験工学であることを実感し、
ＯＢの方々
が常々心掛けていたことについて、自分と照ら
し合わせることができ、有意義な機会となった。
６）講師陣の声
講師を務めた宮崎県特別会員支会の会員の声を紹
介する。

宮崎県特別会員支会が、初めて取り組んだこの活
動は、ご承知の通りコロナ禍の中であり、県内の出
先機関の中で計画できなかった事務所があった。さ
らに鳥インフルエンザの発生により中止した事務所
もあった。
このため、引き続き未実施の機関を優先して取り
組むこととし、令和３年度も公益財団法人宮崎県建
設技術推進機構の助成する事業の認定を受け、現在、
準備を進めているところである。

6．おわりに
今回の取組について、現職の中堅・幹部技術者の
方々から、若手指導を含め今後の仕事の進め方に非
常に役立つなど、貴重なご意見を伺ったところであ
るが、宮崎県特別会員支会が、今回の課題である
「土木技術の伝承・技術力の向上」に対して、今後
どのように貢献できるかが問われるところである。
今回の意見交換会の対象者は、若手技術者という
ことで主に技師の方々（入庁から７、８年未満）を
対象に実施した。しかしながら、我々退職者からす
ると、現職の方々はある意味全てが若手？技術者で
ある。したがって、まだまだ活動する余地が残ってい
るのかもしれない。体力と相談する必要があるが…。
最後に、今回の取組に当たりご協力いただいた本
庁技術企画課や出先事務所の方々、そして、快く講
師を受けていただいた会員の方々に御礼を申し上げ
たい。

【著者紹介】 大谷 睦彦（おおたに むつひこ）
昭和56年宮崎県入庁（土木職）。都市計画課長、河川課長、都城土木事務所長、県土整備部次長（道路・河川・港湾担当）を経て、平成30
年３月に企業局副局長を最後に退職。現在、設計コンサルタントに再就職し、宮崎県特別会員支会の事務局長を務める。
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2021年２月号から「公務員技術者の訴訟リスク〜事例と解説〜」を連載しています。公務員技術者等にとって避けることがで
きない訴訟へのリスクについて理解を深めていただくことができるよう、事例の紹介、分析や制度の解説等を掲載していきます。

公務員技術者の訴訟リスク

公務員技術者の訴訟リスク〜事例と解説〜（5）
とまり

泊

ひろし
＊

宏

「公務員技術者の訴訟リスク〜事例と解説〜」の
第３回（2021年６月号）で「公務員の主な訴訟リ
スク」として、公務員個人が責任を問われる場合に
ついて、制度の面から類型化してお示しし、さらに
第４回（2021年９月号）で「国家賠償法」につい
て解説しました。
今号では「弁償責任制度」について解説します。
国家公務員、地方公務員が国、地方公共団体に損害
を与えた場合、
「弁償責任制度」により弁償する責
任を負うことがあります。
次に、
「想定される事例」として「違法な補償工

図−１

弁償責任制度

事を行った市職員に弁償請求」を取り上げます。市

となる会計事務職員とは、出納職員、物品管理

の道路拡幅工事に関連して補償工事の範囲を逸脱し

職員及び予算執行職員である。⑵以下で、予算

たものがあり、市に損害を与えたとして、弁償責任

執行職員を例に制度の概要を述べる。

制度により、市職員に賠償責任がある旨が決定され
た事例です。

⑵ 予算執行職員は、予算執行職員等の責任に関
する法律（以下「予責法」という。）第２条で
定義されており、例えば、監督や検査を行う職

弁償責任制度
「弁償責任制度」の概要を図－１に示す。
１）国家公務員の場合

⑶ 予算執行職員は、法令に準拠し、予算で定め
るところに従い、それぞれの職分に応じ、支出

⑴ 一般の国家公務員法上の懲戒責任や一般法に

等の行為をしなければならない旨が定められて

基づく民事上、刑事上の責任とは別に、会計事

いる（予責法第３条第１項）
。さらに、予算執

務職員については、特別の弁償責任が課されて

行職員が予責法第３条第１項の規定に違反して

おり、
「弁償責任制度」と言われている。対象

支出等の行為をしたことにより国に損害を与え

＊一般社団法人 全日本建設技術協会 専務理事
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員も該当する。
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たときは、
弁償の責に任じなければならない（予

自宅外構の修繕も、市が行った工事の中に含まれて

責法第３条第２項）。

いるのではないか、との疑問を持ち、その旨を投書

⑷ 予算執行職員が国に損害を与えた場合、会計

した。この投書がきっかけとなり、監査委員による

検査院は審理し、弁償責任の有無及び弁償額を

監査が行われた。市の関係職員は、当該工事は市道

検定する（予責法第４条第１項）。

拡幅に伴う補償として必要なものであること、違法

⑸ 弁償責任があると会計検査院が検定したとき

性があるとは認識していないこと等を主張した。

は、
予算執行職員の任命権者は、その検定に従っ

監査の結果、当該工事の一部に補償工事の範囲を

て、
当該職員に弁償を命じなければならない（予

逸脱したものがあり、この費用を支出したことによ

責法第４条第２項）こととなっている。

り市に損害を与えたとして、市の関係職員に賠償責
任がある旨を決定した。これにより部長、課長、係

２）地方公務員の場合
⑴ 地方公務員については、地方自治法に基づく
同様の制度がある。
⑵ 監督又は検査に権限を有する職員、補助する

長ら６名の市職員が連帯して約160万円を市に賠償
することとなった。
〈解説〉

職員等が地方公共団体に損害を与えた場合、賠

市の工事に関連して、弁償責任制度により、監査

償しなければならない旨が定められている（地

委員による監査が行われ、市に損害を与えたとして、

方自治法第243条の２の２第１項）。

市職員に賠償責任がある旨が決定された事例である。

⑶地方公共団体の長は、監査委員の決定に基づき、

公共工事を進めていく上では、関係住民の協力を

当該職員に賠償を命じることとなる（地方自治

得ることが不可欠である。しかし、関係住民の中に

法第243条の２の２第３項）。

は、事業に反対する人、自分に有利な条件を引き出
そうとする人、中には理不尽と思えるような要求を

想定される事例（その５）
「違法な補償工事を行った市職員に弁償請求」

する人がいる。また、住民間の不仲に起因して公務
員が板挟みになってしまうこともある。
本誌の読者は、地道な苦労を積み重ねながら、関

〈概要〉
Ａ市の市道拡幅事業は、沿線住民との交渉が難航
し、予定より完成が遅れていた。沿線住民のＢ氏は

係住民の協力を得る努力をし、インフラ整備に尽力
されていることと思う。

それまで拡幅に難色を示していたが、市道から自宅

しかし、過去には、用地買収や補償工事等に関し

への取り付け等に関してＢ氏の要望に沿うことによ

て、公務員個人の責任が問われた事案が起きている。

り、協力が得られるようになった。これを受けて、

中には、意図的に不正な書類を作成していたと考え

Ａ市は道路拡幅工事と併せて、Ｂ氏の自宅への取り

られるようなものもあるが、当事者が違法性を認識

付け部や関連構造物の工事を実施した。

していない場合もあり得る。

その後、近隣住民の中に、この工事に疑問を持つ
者がいた。本来であれば、Ｂ氏が負担すべきである

誠実に、職務を遂行していても、思わぬトラブル
に巻き込まれることがあるのである。

ご意見・ご感想をお寄せください

「公務員技術者の訴訟リスク～事例と解説～」へのご意見・ご感想を「会員だより」（本号79ページ参照）にお寄せください。
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技術資格試験合格体験記

彼を知り己を知れば…
取得した資格：１級土木施工管理技士
資格取得年度：令和２年度

1．受験の動機・経緯
県に入庁して工事の監督員として業務に携わる中
で、施工業者の担当技術者の多くが１級土木施工管

しば

た

柴 田

ひろ

し

広 志＊

この特徴から「過去問題の傾向を分析し要点がま
とめられている」＋「過去問題の解説が充実してい
る」参考書を繰り返し学習することが有効です。

理技士の資格を取得していることに気づきました。

続いて、「己を知る」ですが、学生時代の専攻、

自分よりも現場経験の豊富な施工業者を監督する上

仕事で従事した業務等により、各々得意な分野、苦

で、少しでも自信を持った判断をしたいと日頃から

手な分野があるかと思います。まずは参考書に一通

感じていたため、資格を取得するならまずはこの資

り目を通して得意な分野、苦手な分野を把握しま

格からと漠然と考えていました。しかし、毎年度初

しょう。

めにそんなことを考えては、受験申込時期には忘れ

上記を踏まえ、参考書を使った私なりの勉強の進

ているの繰り返しでした。そうして数年が過ぎた頃、

め方ですが、特に短期間で効率的に合格を目指した

上司から資格取得の勧めがあり同僚数名に便乗する

いという方には参考になるかと思います。まずは、

形で受験申込みに至りました。

自分が得意かつ出題頻度の高い分野を集中的に勉強
するのが合格への第１歩です。確実な得点源になり

2．学科試験における留意点や学習のポイント
「彼を知り己を知れば百戦殆うからず。」

ことができます。続いて、必須問題を確実に抑えて

昔の中国の武将である孫子の言葉として有名です

得点源とします。残った分野は出題頻度が高いもの

が、本試験においてもこの言葉は役立つと思います。

を優先して得点を積み上げます（場合によっては出

まずは「彼を知る」ですが、本試験の特徴として、

題頻度が低く、苦手な分野は捨てても良いと思いま

下記の４点が挙げられます。

す）。一通りの分野を理解できたら、あとは過去問

①例年、過去の出題傾向に大きな変化はない

をひたすら解いて、コンスタントに７割以上得点で

②幅広い分野で出題されるが、出題頻度が高い分

きるよう頑張りましょう。その際に、間違えた問題

野、低い分野がある
③選択問題、必須問題がある
④合格ラインは正答率６割以上
＊兵庫県 阪神北県民局 宝塚土木事務所 三田業務所 主任
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ますし、勉強のとっかかりでやる気を失うのを防ぐ
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はチェックしておき試験直前に復習できるようにし
ておけばなお良いと思います。

技術資格試験合格体験記

3．実地試験における留意点や学習のポイント

5．受験者へのアドバイス、注意点、励まし等

実地試験は、
「選択問題」と「経験記述問題」が

勉強方法に関して偉そうに語りましたが、だいた

あります。
「選択問題」は学科試験で勉強した内容

い参考書に記載されている内容ですので、いきなり

を深く理解しているか問われます。具体には、学科

過去問題を解くのではなく、まずは「彼と己を知る」

試験では４肢択一形式に対し、実地試験では解答を

ことに留意いただきながら参考書に取り組んでいた

記述する形式であり、難易度は上がりますが、学科

だければ合格にグッと近づくと思います。

試験と同様の学習方法で十分かと思います。

私の場合、コロナ禍での受験となりましたが、
「在

「経験記述問題」は、これまで経験した土木工事

宅時間の増加」「試験日の延期」等、勉強時間の確

の現場において、決められたテーマ（例えば品質管

保に関してはプラスに働きました。にも関わらず、

理）に関する技術的課題、課題解決のために検討し

なかなか集中して勉強に取り組めず、何度も諦めよ

た内容、実施した対応処置を記述する問題です。過

うかと頭によぎりましたが、職場で受験することを

去問題の傾向からテーマは３つ程度に絞ることがで

公表していたことが最後の砦となり、なんとか合格

きます。あらかじめ解答を準備できる問題ですので、

までたどり着けました。私の意思は思っているより

手間はかかりますがそれぞれのテーマ別で解答を用

ずっと弱いと痛感するとともに、諦めにくい状況を

意しておくことが重要です。この際のポイントは、

あえて作っておくことがやる気を維持するうえで重

１つの工事でできるだけ複数のテーマに対する解答

要だと感じました。勉強を続ける自信がない方は、

を準備しておくことです。理由は「工事の概要（工

是非周りの方に公表して自分にプレッシャーをかけ

事箇所、工期、主な工種等）」を記述する必要があり、

ましょう。さらに同僚、友人等と一緒に受験すると、

工事数が多いとそれだけ覚えることが増えてしまう

お互い「負けたくない」という気持ちが働いて、よ

からです。受験まで時間がある方は、日頃から担当

り効果があると思います。

している現場において、出題テーマを意識した課題
や解決方法を整理しておくと、準備が楽になります。

6．おわりに
公務員の立場で資格を取得しても、給与や携われ

4．資格取得後

る仕事が増える等といった目に見えるリターンがあ

資格はあくまで資格なので、取得後に劇的に何か

るわけではありません。とはいえ、今後の技術者や

が変わるということはありません。子供に少し褒め

自分自身の仕事のあり方に漠然とした不安を感じて

られたくらいでしょうか。しかし、合格という成功

いて、何をしていいかわからないという方はまず本

体験を積むことができたのは、少なからず自信につ

資格を受験してみてはいかがでしょうか。

ながっています。私の場合は社会人となって初めて

最後になりますが、良いタイミングで受験を勧め

の資格受験であったので、これを機に他の資格にも

ていただいた上司、共に受験した同僚に感謝を申し

挑戦しようかなという気持ちも芽生えました。相変

上げるとともに、本文がこれから受験をされる方々

わらず現場では悩ましいことが多いですが、資格勉

の参考になれば幸いです。

強のときに見た覚えがあるなということもちらほら
出てきており、わかりやすくまとめられている参考
書が役立つこともあります。
【著者紹介】 柴田 広志（しばた ひろし）
平成24年兵庫県入庁（総合土木職）。豊岡土木事務所で橋梁補修や歩道整備事業を担当、県土整備部土木局道路保全課で橋梁耐震補強や道
路除雪などの職務を経て現職。
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ゼロカーボン社会の実現に向け、全国唯一の
条例による建築物への再エネ導入義務を強化
おか

やま

岡 山

しょう へい

祥 平

1．はじめに
京都は、パリ協定にも受け継がれた京都議定書発
効の地であり、地球温暖化防止に向けた先駆的な取
組を進めるため、京都府は2010年度、「京都府地球
温暖化対策条例（以下「府温対条例」という。）」を
改正し、
全国唯一となる建築物へ再エネ設備の導入・
設置を義務付ける制度を制定した（2015年「京都
府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条
例」
（以下「府再エネ条例」という。）に建築物の再
エネ導入義務制度を移管）。
京都市も地球温暖化対策条例を制定し、現在も府
市協調条例として、建築物への再エネ導入義務など

2．改正前の府再エネ条例の義務規定

をはじめ一体となって地球温暖化防止に向けた条例

１）状況

の取組を実施している。

2020年12月改正前の府再エネ条例では、床面積

条例制定後、現在の社会の動きを見ると、気候変

（増築にあっては増築に係る部分）の合計が2,000㎡

動問題への関心や温室効果ガスの排出抑制に向けた

以上の特定建築物の新増築時に、一律年間３万MJ

取組が世界的に進み、温室効果ガスを減らすという

以上（太陽光発電の場合3.1kw程度）の再エネを利

「低炭素」から、温室効果ガス排出量を実質ゼロに

用するための設備の導入義務を規定しており、また、

するという「脱炭素」を目指す動きが世界的な潮流

建築主は、建築確認申請時に、再エネ設備等の導入

となっている。

内容を記載した再エネ導入計画書を提出し、設置完

京都府においても、西脇知事が2020年２月に府
内で開催した国際的な環境フォーラム「KYOTO地
球環境の殿堂」において、「2050年に温室効果ガス
排出量実質ゼロ」を目指すことを宣言。その実現に
向けて、府温対条例及び府再エネ条例を2020年12
月に改正し、再エネの最大限の導入及び、新たな再
エネの需要創出に向け、これまで以上の取組を進め
ていくこととなった。

＊京都府 府民環境部 エネルギー政策課 課長補佐兼係長
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写真－１ 「KYOTO地球環境の殿堂」表彰式での宣言の様子
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了後は報告書を提出することとなっている。

（kW）

（件）

180

169

160

146

導入量（太陽光-ｋW）
延べ件数

140

126

120

106

100

44

40

4,143

4,939

6,279

5,483

6,914

1
5

507

24年度

25年度

入 量 を 床 面 積 当 た り で 平 均 化 し た 数 値 で あ る、
務量は面積に応じて６万MJ〜45万MJ（上限）／年）。

2,000

また、新たに準特定建築物（延床面積300㎡以上

26年度

27年度

28年度

29年度

30年度

元年度

２年度

0

特定建築物への再エネ導入量の推移（太陽光のみ）

図－１

30MJ／㎡に延床面積を乗じたものとした（導入義

3,000

1,000

11

20
0

3,097

2,841

の義務量を超えて導入したトップランナー事例の導

6,000

4,000

63

60

ととした。導入量の算定に当たっては、３万MJ／年

7,000

5,000

83

80

8,000

２）課題

2,000㎡未満）に対して、再エネ設備の導入を義務
化（一律３万MJ／年）することとした（いずれも
2022年４月から施行）。
さらに、府民にも再エネ導入の努力義務を新たに

改正前の府再エネ条例に基づく再エネ導入事例で

規定した。

は、特定建築物の中で比較的小規模な建築物でも導

これにより、導入義務の対象となる建築物は京都

入義務量を超える事例（図－２内①）が見られる一

市を除く京都府内で年間20件程度であったところ

方、大規模建築物でも導入義務量相当しか導入され

が2022年４月の施行以降は200件程度まで拡大す

ない事例（図－２内②）が多数あり、太陽光発電の

る見込みである。

適地が減少していると言われている中で、導入ポ
テンシャルを有する建築物の屋根を十分に活かしき
れていないことが課題となっていた。
導入量

①

1,000万MJ

②

100万MJ
10万MJ
１万MJ

３万MJ（導入義務量）

再エネ導入義務量の強化

図－３

0

10,000
図－２

20,000

30,000

延床面積（m2）

40,000

50,000

延床面積と再エネ導入量の相関

3．府再エネ条例の改正内容
建築物は再エネ導入ポテンシャルが高く、また長

２）建築士からの再エネ導入可能量等説明義務の創設
特定建築物の建築主を対象に2019年度に実施し
た調査では、建築主による再エネ導入・設置量の判
断には建築士等からの提案内容が大きな影響を与え
ることがわかった。

期にわたり温室効果ガス排出量に影響を及ぼすこと

その他

から、京都府は京都市とともに2020年12月に建築

設置費用

物への再エネ導入に関する部分について、府再エネ

設置可能面積

条例を改正し、対策を強化した。
１）建築物への再エネ導入義務の強化

34
12

環境配慮のため最大限導入

4

「建築事業者の提案」
で導入量を決めた
方が最も多い
（55％）

建築事業者（建築士等）の提案

条例改正の柱のひとつとして、導入事例の多くが
導入義務量（３万MJ／年）の再エネ導入にとどまっ

7

64
0

図－４

20

40

60

80

100

再エネ導入を決めたきっかけ（2019年府調査）

ていた特定建築物に対して、再エネの導入・設置義

そのため、もうひとつの府再エネ条例改正の柱と

務量を一律ではなく延床面積に比例した量とするこ

して、建築士に対して、建築主に対する太陽光や太
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陽熱などの再エネ設備の導入可能量や設置効果の説

討できることとなった。また、同一敷地内で建築物

明義務を創設。説明義務対象の建築物は床面積10㎡

完成後に撤去される予定の仮設の建築物などは、再

以上とし、府内で建築されるほぼすべての建築物に

エネ導入義務量を算定する床面積に含まないとする

対して、建築士から再エネ導入に関する情報が提供

など、延床面積に応じた再エネ導入義務量が過大と

されるようになった（ただし、床面積が300㎡未満

ならないよう配慮している。

の場合は、光熱費の低減効果や停電時にも電力供給

２）再エネ導入に向けた支援策

が可能となるなどの説明のみ）。

府では、上述のような一定規模以上の建築物に対

これにより、建築主が建築士から提供される情報

する導入義務等の規制的措置に加えて、小規模建築

を元に、より多くの再エネ導入を検討することが期

物に対する再エネ設備の導入・設置に対する融資・

待できるほか、多くの府民にも再エネ導入を検討い

補助制度などの導入支援も行っている。

ただけることを目指している。

300㎡未満の事業用建築物を対象に、太陽光発電
などの再エネ設備と蓄電池又はエネルギーマネジ
メントシステム（EMS）を同時設置する場合には、
１/ ３（３種同時の場合は１/ ２）の補助制度また
は府税の減免制度を活用することができる。
また、家庭向けの再エネ導入支援策として、府内
の市町と連携した太陽光と蓄電池同時設置に対する
補助制度、PPA手法で太陽光を導入した場合の支
援策も実施している。
加えて、2021年度から、給湯や床暖房に活用可
能な太陽熱利用設備の導入にかかる費用の補助率を
１/ ５から１/ ３に拡充するなど、規制的措置と支
援策の両輪で再エネの導入拡大を進めていく。

説明義務は、建築主から説明を要しない旨の意思の表明
（書面）があった場合には非適用
説明書面の保管義務は、京都市域外の300㎡未満の建築
物には非適用

図−５

再エネ導入説明義務のフロー

4．再エネ導入に向けた要件緩和や支援策
１）要件緩和
改正前の府再エネ条例では、再エネ設備の設置場
所は新たに建築する建築物の屋根に限られていたが、

5．最後に
カーボンニュートラルに向け、再エネ導入を進め
ていく必要があるが、府再エネ条例の建築物への導
入義務や建築士の説明義務は、関係者の方々の御協
力により成り立っているものであり、改めてこの場
を借りてお礼を申し上げたい。
先日、地球温暖化問題に取り組んでこられた真鍋

導入義務量を強化していくことを踏まえ、2021年

淑郎氏がノーベル物理学賞を受賞されたが、地球温

４月から、同一敷地内の駐車場や既存建物の屋根へ

暖化防止には、社会が一体となって温室効果ガス排

の設置も可能とすることとした。

出量削減を進めていく必要があり、今後も皆様のご

これにより、様々な屋上設備が設置される可能性

協力をお願いしたい。

のある屋根のみではなく、より柔軟に設置場所を検
【著者紹介】 岡山 祥平（おかやま しょうへい）
立命館大学大学院法学研究科卒。平成16年京都府庁入庁。入庁後、産業廃棄物行政に携わった後、府営住宅の管理、Uターン就職などの
支援などを経験。平成28年に現在のエネルギー政策課へ配属。再エネ発電所誘致制度や地域の再エネを活用した地域振興計画の策定等の
業務を経て現職。
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まちの自慢「北海道遺産：旭橋」
〜地域の子供たちが動画で発信〜
さわ

だ

まこと
＊

澤 田

1．はじめに

誠

橋梁は、ブレーストリブ・キャンチレバータイド

2020年、北海道教育大学附属旭川小学校３年１

アーチという珍しい橋種で、タイには、ドイツのウ

組では、総合的な学習の時間において、旭川の魅力

ニオン・バウシュタールという高張力鋼を使用して

や自慢できるものに着目し、それらを調べ、動画を

いる。また、寒暖差の大きい旭川の気候を意識し、

作成し、観光客など多くの方々に旭川の魅力を伝え

アーチ両端部に設置されたロッキングカラム（写

るため、メディアを活用して情報発信を行う取組を

真−２）が温度変化による鉄の伸び縮みを吸収して

行った。

いる。更には、橋梁の軽量化を図るため、床版には

生徒が選んだ旭川の魅力や自慢できるものは、自
然や歴史、交通、場所（施設）というカテゴリから、

バックルプレートを採用するなど、当時としては、
画期的な構造となっている。

全国的に有名な動物園などの他に、交通インフラに

優雅なアーチを描いた旭橋の姿は、長年にわたっ

も着目され、北海道開発局旭川開発建設部が管理す

て旭川のシンボルとして市民に親しまれ続けている。

る「旭橋」も選定された。
本稿は、
「旭橋」をまちの自慢として、地域の子
供たちが作成した動画を発信した取組を紹介するも
のである。

2．北海道遺産

旭橋

北海道開発局旭川開発建設部が管理する国道40
号旭橋（写真−１）は、一級河川石狩川に架かる橋
長224.82m、昭和７年に完成した橋梁である。

写真−１

国道40号

旭橋

旭川市内中心部と北部を繋ぐ交通の要衝として、
重要な役割を担っており、かつては、市民の足であっ
た市電が通り、札幌市の旧豊平橋、釧路市の旧幣舞
橋とともに北海道三大名橋と称されているが、架橋
当時の姿を今にとどめるのは、旭橋ただひとつである。
北海道の国道にある橋梁の中で最も古く、歴史の
ある橋梁であり、平成16年には、次の世代へ残した
い北海道の財産として北海道遺産に認定されている。

写真−２

ロッキングカラム

＊国土交通省 北海道開発局 旭川開発建設部 道路計画課 課長補佐
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3．総合的な学習の時間

らの交通へ影響を及ぼさない調査動線を提案すると

１）旭川市の自慢を調べ動画で発信

共に、生徒の安全を確保するための保安要員として

北海道教育大学附属旭川小学校３年１組では、総

当部職員の適切な配置を行った。

合的な学習の時間に、「自分たちのまちの自慢」を
調べ、旭川市を訪れる観光客を増やすために、まち
の良さを伝える。という目標を掲げ、自慢出来る場
所を紹介する動画を作成し、発信する計画を立てた。
２）自慢出来る場所の選定
自慢出来る場所は、自然や歴史、交通、場所（施
設）というカテゴリから、保護者へのアンケート結
果をふまえ、６か所が選定された（写真−３）。
説明資料

図−１

４）旭橋概要説明・現地調査
概要説明では、旭川市と旭橋のあゆみを説明し、
橋の特徴や、自慢出来ることとして、
・寒暖の差が大きい旭川の気候を意識した、ロッ
キングカラムという構造を採用していること
・ド イツの材料も使用しており、48万本以上の
写真−３

選定された６か所

選定された６か所のグループに分かれ、各施設の
自慢出来るポイントを見つける調査から開始した。
３）旭橋における出前講座
旭川開発建設部では、国民との対話を重視したコ
ミュニケーション型行政の推進に向け、その一環と
して、当部が実施する事業、施策等に関し、もっと

リベット（丸い鉄の鋲）を使っていること
・88年経過しても、大きな補修をしていない頑
丈な橋であること
・橋が完成してから、これまで８回、色々な色に
塗り直されていること
・イベントでも使用され、市民にも親しまれてい
る橋であること

知っていただくとともに、意見や生の声を聞く場と

などの説明を行い、ポイントとなる場所へ移動して

して「出前講座」を開設しており、旭川は橋梁が多

調査を行った（写真−４、５）。

いことから、
「橋のはなし」という名称で、橋梁と
道路の役割を説明する講座を設けている。
本件は、総合学習に協力している（一社）旭川観
光コンベンション協会を通じ当部に依頼があり、小
学校の担任教諭より、総合学習の背景・目的、生徒
に学んでほしいことなどの説明を受け、旭橋の自慢
できる特徴などについて、生徒に理解してもらえる
ような表現、写真を多用するなどに留意した説明資
料（図−１）を作成した。また、現地調査は、自動
車、自転車及び歩行者の利用が多いことから、これ
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写真−４

概要説明の様子

ひ

ろ

ば

７）動画発表
作成した動画（写真−７）が完成し、「旭橋で見
つけた宝物」と題して、６つの自慢が紹介された。
その１：旭橋の「色」は、珍しい色もあったこと。
その２：気温差の大きい旭川では、鉄の伸び縮み
を調整するロッキングカラムは大切なこと。
その３：ドイツの材料も使っていて頑丈なこと。
その４：約48万本ものリベットを昔の人は手作
写真−５

現地調査の様子

当日の活動は、地域資源やICTを効果的に活用し、
魅力ある観光地を動画で発信する取組として、報道
機関も取材に訪れ、一般紙、専門紙に掲載された。

業で打ち込んだこと。
その５：旭橋の下を流れる石狩川には、サケやサ
クラマスが帰ってくること。
その６：花火大会や冬まつりが旭橋のふもとで行
われていること。

５）生徒たちの感想
参加した生徒たちから、お礼の手紙が送付された。
「旭橋が88歳と聞いてびっくりした」「５年に１

動画は、（一社）観光コンベンション協会のホー
ムページに掲載され、旭橋の魅力が広く発信された。

度点検したり、色を塗り替えしたりしていることに
おどろいた」
「少し難しい言葉もあったけど、わか
りやすく説明してもらえて嬉しかった」
「想像以上
に歴史が詰まっていて驚いた。旭川市に住んでいる
ことを誇りに思った」など、感想をいただいた。
専門的な表現や説明は、やはり難しかったが、特
徴や自慢出来ることは伝わったものと考えている。

写真−７

６）動画撮影
調査活動を終えた生徒達は、タブレットを使用し

完成した動画

4. おわりに

た動画を撮影するため、収集した情報を整理・分析

旭橋は、令和４年で架橋から90年を迎える。こ

し、ビデオグラファーから撮影テクニックを学ぶな

れからも旭川市民に愛され、まちの自慢であり続け

ど準備を行い、動画撮影を行った（写真−６）。

られるよう、適切な維持管理を続けていきたい。
北海道遺産「旭橋」の概要、動画「旭橋で見つけ
た宝物」については、下記のURLを参照されたい。
◇北海道遺産「旭橋」（旭川開発建設部ホームページ）
h ttps://www.hkd.mlit.go.jp/as/douro_
keikaku/ho928l0000005ugh.html
◇ぼくらが見つけた「まちの宝物」
（（一社）旭川観光コンベンション協会ホームページ）
https://www.atca.jp/machinotakara/

写真−６

動画撮影の様子

【著者紹介】 澤田 誠（さわだ まこと）
昭和50年生まれ。北海道函館工業高等学校土木科卒。国土交通省北海道開発局札幌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３係長等を経て現職。
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令和元年東日本台風により甚大な被害を受けた
河川における背水対策事業
さい

とう

齋 藤
1．福島県の河川概況〜源流県・ふくしま〜

ひで

まさ

英 真＊

2．令和元年東日本台風（台風第19号）

福島県は東北地方の最南端にあり、東は太平洋に

福島県では、10月11日から前線の影響で雨が降

面し、南は茨城、栃木、群馬の３県、西は新潟県、

り出し、12日には台風19号の接近により昼過ぎか

北は宮城、山形の両県に接し、東西約166㎞、南北

ら激しい雨が降り、特に台風の接近・通過に伴い、

約133㎞、総面積13,782.76㎢で北海道、岩手県に

12日夕方から13日未明にかけて非常に激しい雨と

次いで全国３位の広大な面積を有し、南北に走る阿

なり、局地的に猛烈な雨となった。

武隈高地と奥羽山脈によって浜通り、中通り、会津
地方に三分される。

阿武隈川流域では２日で273㎜に達する大雨が観
測され、これは昭和61年の8.5水害を想定した阿武

浜通りは太平洋に面した県の東部に位置し、阿武

隈川の河川整備計画の規模を上回る過去最大級の大

隈高地を源とする161本の二級河川が東流し、短い

雨であり、阿武隈川とその支川において堤防決壊や

距離を一気に太平洋に注いでいる。

越水により甚大な被害が発生した。

中通りは阿武隈高地と奥羽山脈に挟まれ、大部分
が北流して宮城県を通り太平洋に注ぐ一級河川阿武
隈川流域であり、一部が久慈川流域で茨城県へ、ま
た一部が那珂川流域で栃木県へ向かって南流する。
会津地方は県の西部に位置し、奥羽山脈や越後山
脈などに囲まれ、会津盆地を流れる阿賀川が日橋川
や只見川などの支川を合わせながら西流し、新潟県
に入り阿賀野川となって日本海に注ぐ。
※新生ふくしま水プラン（平成25年３月）より抜粋
宮城県
山形県

新潟県
阿武隈川水系
阿賀野川水系

二級河川水系

那珂川水系

栃木県
群馬県

久慈川水系

茨城県

図－１

福島県の水系図

＊福島県 県北建設事務所 事業部 河川砂防課 主任主査
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写真－１

滝川 平常時状況（上）と浸水状況（下）
※浸水状況写真は国見町より提供

4．工夫した点、苦労した点など
１）データ収集
事業の本格化に向け、地域住民や企業等を対象と
安達太良川→

した事業説明を行うこととし、氾濫メカニズムとそ
の対応策が正確に伝わるよう、準備を進めた。
今次出水のピークに達した時間帯が深夜であり、

写真－２ 安達太良川 本宮市中心部の浸水状況（本宮市より提供）

3．事業概要

氾濫状況写真の入手が困難であったが、現場で応急
対応を行った施工会社やコンサルタント会社から聞
き 取 り を 行 っ た り、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の デ ー タ

令和元年東日本台風等による災害を踏まえ、県は

（SNSの投稿、youtube動画）を参照するなど、被

福島県緊急水災害対策プロジェクトとして令和６年

災前状況や被災時状況を把握できる客観的なデータ

度までに集中的に推進する取組を公表し、阿武隈川

収集を行った。

からの背水（バックウォーター）により大規模な浸
水被害を受けた５河川の事業についても盛り込んだ。
【各河川の概要】
塩
滝

野

川：Ｌ= 420m、特殊堤、護岸、橋梁工
川：Ｌ= 1,140m、築堤、護岸

佐 久 間 川：Ｌ= 250m、築堤、護岸、橋梁工
濁

川：Ｌ=1,100m、特殊堤、護岸、橋梁工

安達太良川：Ｌ= 800m、築堤、護岸、橋梁工
背水対策として阿武隈川と同じ高さまで堤防を整

写真－３

備することに加え、河道の開削や護岸の整備も一体

youtubeに投稿されていた佐久間川越水状況
自己流（濃）と背水（薄）の境目が明瞭にわかる
桑折町在住 津田健一様より画像提供

２）事業説明会（令和２年７月から８月に開催）

的に行うこととした。
堤防嵩上げは盛土を基本とし、市街地部などで用

事業説明会においては、ドローンで撮影した写真

地の制約が多い箇所については特殊堤を採用した。

をベースに堤防整備のイメージを重ねたものを提示
し、河川改修事業でどの区間に何を整備するか、理
解してもらえるよう努めた。
事業説明会運営にあたっては、新型コロナウイル
ス感染予防対策を講じることとし、換気設備が整う
広い会場を確保し、密にならないよう回数を増やし
て出席者の間隔
を取り、大きい
スクリーンを使
用し、文字を大
き く す る、 と
いった工夫を

用地の制約があり、
護岸を立てて対応→

行った。
図－２

背水現象のイメージと塩野川標準横断図
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ひ

塩野川

写真－４

ば

事業説明会で示した堤防整備イメージ

写真－２

写真－５

ろ

安達太良川 事業説明会状況
座席をまばらに配置している

３）広報

地区全景（被災直後）

写真－６ 防災リーダー育成プログラム 中学生への説明状況
上：塩野川の被害状況と河川改修事業について説明
下：浸水実績の表記を基に、避難行動について問いかけ

河川毎にＡ３用紙半分折りのパンフレットを作成
し、地権者への個別説明に活用するとともに、事務

された浸水実績の高さを題材として、災害が起きる

所のホームページにも掲載している。

ことを想定し、事前に備えることや早めに避難する

また、事業に関する問い合わせが多く寄せられる
ことから、進捗状況や工事の予定をチラシとしてま
とめ、地元自治体を通して関係する地区の全戸に配
布を行い、周知を図っている。

5．教育関係機関との連携
福島大学うつくしまふくしま未来支援センターが
主催する「防災リーダー育成プログラム」の一環で、

ことが大切だと実感してもらうよう努めた。

6．結言
令和元年東日本台風関係の復旧復興事業のため、
自治法派遣職員として全国各地から20名（令和２
年度12名、令和３年度８名）が福島県土木部で活
躍していただいており、この場をお借りして全国か
らの支援に深く感謝の意を表したい。

令和２年10月４日に地元の中学生を対象に塩野川

事業説明会を通し、地域住民の方々から早期の完

の現場で被災状況や河川改修事業について説明を

成を切望する声をいただいている。その期待に１日

行った。

でも早く応えられるよう、事業を推進するとともに、

現地では、設置された大型土のうやコンクリート
ブロックに触れる機会を設け、地域を守る土木資材

事業進捗状況や完成見込みなど、「時間軸を意識し
た広報」についても充実させていきたいと考えている。

の重さや固さを体感してもらうとともに、電柱に記
【著者紹介】 齋藤 英真（さいとう ひでまさ）
平成14年入庁。福島県土木部河川整備課、会津若松建設事務所企画調査課を経て現職。
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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、4,451 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。
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後輩技術者に向けたメッセージ

大規模災害からの教訓
さ

とう

佐 藤
1．はじめに
私は建設省時代も含め、国土交通省に42年間お
世話になり令和３年３月末で退職した。
この間、たびたび大規模な自然災害の対応を経験

しん

ご

伸 吾＊

地元説明は20の町内会毎に、複数回開催し私が
在籍中、120回を超える回数に及んだ。地区によっ
ては「堤防は要らない」「移転が生じる計画は了解
できない」などの声も上がり苦労した。

した。一日に震度６の揺れが３回発生した2003年
７月の宮城北部連続地震、大規模な山体崩壊・土砂
災害が発生した2008年６月の岩手・宮城内陸地震、
そして2011年３月東日本大震災、鳴瀬川水系吉田
川を は じ め 東 日 本 を 中 心 に 甚 大 な 水 害 と な っ た
2019年10月の東日本台風（19号）、このほかの災
害も含めれば在職中に対応した災害は少なくない。
災害の発生から応急復旧、緊急復旧、本復旧、復
旧・復興とその対応は大変つらいものだが、反面、
学ぶことも多く、また、自分を成長させてくれるも

写真－１

のでもある。
読者の皆さんもそれぞれの立場で、多くの災害対

１）地元説明は関係する事業機関一体で

応を経験していると思うが、私が経験した東日本大

地元説明開催の始めの頃、私どもが「堤防計画の

震災と東日本台風（19号）での対応で、教訓となっ

説明会」とご案内したのだが、会場に集まった方々

たことを記したい。

からは「被災者支援金はどうなっている」「仮設住

2．東日本大震災・復旧復興での合意形成
私は2011年３月の東日本大震災発生の３ケ月後、
国土交通省東北地方整備局から宮城県石巻市にある
出先機関の北上川下流河川事務所に副所長として赴
任した。
着任後、担当した業務の最優先は被災した地域の
第一の津波防御となる堤防の復旧・築堤のための合
意形成だった。
石巻市の中心市街地区間にあたる旧北上川河口部
は、震災前から堤防が無く河岸まで多くの住家や水
産都市ならではの大規模な工場や商店が立ち並んで
いた。
＊一般社団法人 東北地域づくり協会 企画部長
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東日本大震災・津波による石巻市街地の被害
（北上川下流河川事務所）
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宅には、いつ入れる」「下水道ポンプはいつ完成？」
など堤防以外の関心事が質問として多く寄せられた。
また、これらに回答できる他の行政機関が出席し
ていないことにも多くのクレームがあった。
教訓となったのは、軌道に乗るまでは「復興事業
全体の説明」として、関係する国・県・市町村など
関係機関一同が説明会に臨むべきである。
また、事業も堤防復旧だけが早く進めばよいわけ
ではない。
労力を必要とするが県や市にも声掛けし、「関係
機関一同・一体」で地元説明を行うべきである。

２）その時に出せる情報は極力提供する
地元説明時の関心事は「自分の家・土地がその事
業に関係するか否か」である。

3．東日本台風（19号）災害での教訓
2019年４月に再び北上川下流河川事務所に所長
として赴任となった。

この時の説明会は、まだ設計や用地建物測量が完

東日本大震災から９年目の年で、自分が副所長時

了していない段階から始めていたので、参加した皆

代に合意形成に奔走した復旧・復興事業である旧北

さんからは「説明会の意味がない」
「早く示せ」な

上川の堤防整備も最終段階に入っていて、何として

ど厳しい声も飛んだ。

も震災から10年以内に完成させる必要があった。

この頃被災した方々は自分の生活再建をどうする
か考えている方が多くいた。そのためにも、その時

その年の10月、台風19号（ハギビス）は関東・
甲信越・東北地方に甚大な水害をもたらした。

に提供できる情報は極力提供することが望ましい。

当事務所が管理する鳴瀬川水系吉田川でも大雨に

復興を担当する機関によっては「後で修正が利かな

よって水位が上昇し33箇所で堤防を越水、うち宮

くなるから出せない」などの場面もあったが、「大

城県大郷町粕川地区では堤防が100mにわたって決

体この範囲になる、○月下旬頃ある程度線が示せる、

壊した。幸い地元水防団の的確な活動、いち早い住

変わる場合もある」など付け加えることで、被災し

民避難により死者・行方不明者はゼロであった。

た方には、生活再建を判断する重要な情報になる。
３）説明会の場は早めに、結論は急がない
復旧・復興事業を進めるにあたって早めに説明の
場・意見交換の場を設けることが大事である。
復興まちづくりは、その後の個々人の生業や生活
に大きな影響を及ぼす。
私が経験した地元商工団体との意見交換の例であ

ただし、大郷町・大崎市鹿島台地区を中心に多く
の方が家屋や財産を失った。現在も多くの方が仮設
住宅に暮らしている。
この水害でも災害対応の指揮官として、貴重な経
験をすることとなる。
紙面の関係から主に堤防決壊〜応急復旧までの流
れで教訓となったことを述べたい。

るが早々にその場を設け、堤防計画の検討と並行で
話し合いを進めることで課題や合意形成のポイント
も見えてきた。
自分たちのペースで計画を決めてから、あるいは図
面が完成してからでは、地元とのいろいろなトラブル
が起きることは、当時の報道でも見られたことである。
また、事業実施側としては「一日でも早く合意を
得て、次の段階に進みたい」と思いがちだが、多少
時間が掛かっても相手の意見をよく聞き、お互いの
着地点を見出すことも合意への近道である。

写真−３

令和元年東日本台風による吉田川の堤防決壊
（北上川下流河川事務所）

１）今やるべきことを再認識し「ブレ」ないこと
吉田川の堤防決壊直後から数日間、連日、マスコ
ミなど問い合わせが殺到した。
その回答やリクエストには、ちゃんと答えようと
反応してしまう。当時もそこに多くの労力と時間が
取られてしまっていた。
「今、集中してやるべきことは何？」
それは、堤防の決壊口を一刻も早く土砂締め切り
することと約5,700haに湛水した氾濫水の排水で

写真−２

震災復興・旧北上川堤防整備の説明会
（北上川下流河川事務所）

あった。
マスコミのほか、いろいろな対応に迫られるが、
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後輩技術者に向けたメッセージ

現場事務所として「その時点のミッションは何？」

たが、被災した方々のためにできる限り協力した。

と自分及びその対応する職員たちに声掛けし、その

いずれこれからの復旧・復興で、被災した地域（行

ことを第一に考え行動すべきである。

政含む）の皆さんとは、密接な関係を構築していく
こととなる。
その序章であると理解すべきである。

写真−４ 堤防決壊から２週間で完了した二重の仮堤防
（写真提供・北上川下流河川事務所）

写真−６ 冠水した大豆の刈り取りで活躍する堤防除草機械
（北上川下流河川事務所）

4．終わりに
災害の復旧・復興には、残念ながら手順書やシナ
リオは無い。
災害に対応した方の殆どは、その立場や経過する

 国から駆けつけたポンプ車による24時間体制
全
での排水作業 （北上川下流河川事務所）

時間軸の中で何かしらの貴重な教訓が必ずあるはず

堤防が決壊し、みるみるうちに家屋や農地が呑み

ぜひ、発災時の記録だけでなく、その後続く応急

写真−５

２）現場レベルの情報共有の場を早めに設ける
込まれていった。

時間が経つにつれ家庭用あるいは農機具などから
漏れた油やポンプ排水を妨げる稲わらの処理、大量
の廃棄物の収集・運搬など諸々の課題が表面化して
きた。災害対応は時々刻々とその場面が変わっていく。
自分たちが見落としている重要な情報や急いで対
応しなければならない事案もあり得る。

である。
復旧、地元調整、本復旧、完成までの一連の対応の
記録をそれぞれの職場の次の世代に残すべきである。
災害が発生してしまうとその後に復旧・復興とい
う長くかつ登り坂の道が待ち受けている。
担当する行政や建設業の方々の負担は、計り知れ
ない。
しかし、被災地には「もう一度、ここに家を立て

その後の円滑な災害対応のためにも、自治体や警

て住みたい」と言っている次世代を担う子供たち、

察・消防、地元の関係団体と情報を共有する場をな

「一度はあきらめたけど、もう一度ここで頑張って

るべく早めに設けることが重要である。

見ようと思う」と夢を抱く社長さんがいた。

３）被災した地域に寄り添う
氾濫した水が引けてくると被災地では壊れた家の

被災しても「立ち直ろう」としている人々が、必
ずいる。

片付け、大量の土砂の撤去・濁流で削られた土地の

建設に携わる行政や民間企業の技術者であれば、

穴埋め、全滅した数十ヘクタールに及ぶ大豆の処理

「大災害」といつ・どこで遭遇するかわからない。

など新たな課題が表面化してきた。
当時、国交省にも「援助」の声が多く寄せられ、
内容によっては、自分達の範疇ではないものもあっ

もし、自分がそのような場面に立った時は「必ず
乗り越えられる」と確信し、チーム一丸となって、
怯むことなくその対応に立ち向かってほしい。

【著者紹介】 佐藤 伸吾（さとう しんご）
宮城県古川工業高等学校土木科卒、昭和54年建設省東北地方建設局採用。北上川ダム統合管理事務所長、同局河川部河川情報管理官、令
和３年３月 北上川下流河川事務所長を最後に定年退職、現在に至る。
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会計検査情報

会計検査の指摘事例とその解説（105）
は

が

あき

芳 賀
1．はじめに
今年も、コロナ禍に加えて大変な災害に見舞われ
た年でした。読者の皆様におかれましては、コロナ
禍の中、従来事業に加えて災害対策などにも奔走さ
れるなど、昨年に引き続き、大変な令和３年だった
と推察しておりますが、皆様と危機管理産業でもあ
る建設業の皆様のおかげで安心、安全な毎日を過ご
させて頂いていることに感謝してもしきれません。
今回は、文部科学省の文化財保存事業費補助金に
よる建築物の修景に係る設計不適切と国土交通省の
空港整備関係の補助金による機器の据付工事に係る
設計不適切の２事例を紹介します。

く告示「木造の継手及び仕口の構造方法を定める件」
（平成12年建設省告示第1460号）等に基づき、同
告示に定める表又は設計計算により、耐力壁の種類、
柱の位置等に応じて、必要な引抜耐力を有する金物
等を選定し、土台等と接合することとなっています
（図−１）。
（注１）修景

新築等される建築物等の外観が歴史的

風致と調和するように整備すること

（注２）張り間方向・桁行方向

一般的に建物の短辺

方向を張り間方向といい、長辺方向を桁行方
向という。

柱

2．有効な耐力壁の長さが不足
この補助事業
（重要伝統的建造物群保存地区保存）
は、Ｓ市伝統的建造物群保存地区に建築物を所有す
るＡ（事業主体）が、平成28年度に、同地区内に
おいて、柱、土台、筋交いなどの部材で骨組みを構
成する木造軸組工法により、木造２階建ての納屋１棟
（以下「木造建築物」という。
）を新築する修景（注１）
事業を補助対象経費8,520千円（国庫補助金5,538
千円）で行ったものです。
Ｓ市は、Ａによる修景事業に先立ち、同市が木造
建築物の設計監理業務を設計コンサルタントに委託
して当該業務の成果品として受領した設計図書等を
Ａに交付し、これらを用いて修景事業を行うことを
求めていました。そして、Ａは当該設計図書等に基
づき木造建築物を施工していました。
木造建築物は、建築基準法（昭和25年法律第201
号）等に基づき、地震や風により生ずる水平力に抵
抗するために、柱と柱との間に筋交いなどを設置し
た耐力壁を張り間方向（注２）及び桁行方向（注２）に配
置し、設計計算上の耐力壁の長さが水平力に対して
必要な長さをそれぞれ上回るなど設計計算上安全な
構造のものでなければならないこととなっています。
そして、耐力壁を構成する柱については、水平力に
より生ずる引抜力に抵抗するために、同法等に基づ

ひこ

昭 彦＊

筋交い

金物

土台

基礎コンクリート

図−１

耐力壁の概念図

しかし、同市は、設計図書等において、耐力壁の
種類、位置等についての記載が全くなく、木造建築
物の設計計算上の耐力壁の長さが水平力に対して必
要な長さを上回っているかを確認するための計算が
全く行われていなかったにもかかわらず、これを確
認していませんでした。そこで、木造建築物に設け
られた壁が設計計算上耐力壁と認められるものと
なっているか確認したところ、筋交いを設けた壁が
張り間方向に３か所、桁行方向に４か所配置されて
いたものの、壁を構成する柱と土台等が必要な引抜
耐力を有する金物で接合されていないなどしていま
した。そして、土台等との接合方法が適切でない柱
で構成された壁は設計計算上耐力壁とは認められな
いことから、有効な設計計算上の耐力壁の長さを算
出したところ、張り間方向で2.22m、桁行方向で
4.66mとなり、水平力に対して必要な長さ11.45m

＊元会計検査院農林水産検査第４課長
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及び8.19mを大幅に下回っていました。
したがって、木造建築物は、設計が適切でなかっ
たため、所要の安全度が確保されていない状態に
なっており、これに係る国庫補助金相当額5,538,000
円が不当と指摘されました。
このような事態が生じていたのは、同市において
委託した設計監理業務の成果品に誤りがあったのに
これに対する検査が十分でなかったこと、N県にお
いて実績報告書等の審査が十分でなかったことなど
によるとされています。
本件に係る事態については、過去に検査院がほぼ
毎年度において相当数に上る設計、施工に係る指摘
を個別に行いましたが改善の兆しがないため、検査
院は、平成28年10月14日付けで、国土交通大臣あ
てに「木造公営住宅等の設計及び施工における事業
主体の確認等について」を送付して是正改善の処置
を求めており、その内容は、平成27年度検査報告
に掲記されています。その概要を紹介しますと、
「省
において、木造公営住宅等の建築に当たり、出隅の
柱と土台等とを接合する金物等の設計や施工が適切
に行 わ れ て い る か な ど の 確 認 等 に 重 点 を 置い た
チェックリストを作成して、事業主体がチェックリ
ストを活用した工事監理等の状況を設計事務所等に
報告させてその内容の確認等を行うことができるよ
うにするなど、実効性のある再発防止策を検討して、
事業主体にこれを周知することで木造公営住宅等の
設計及び施工が適切に行われるよう」是正改善の処
置を求めており、これについて国土交通省は、検査
院の指摘の趣旨に沿い、チェックリストを作成して
平成29年３月に都道府県、政令市に対して通知を
発するなどの処置を執っているところです。本件は、
木造公営住宅での事態ではありませんが、同じ木造
施設に対するチェックリストよる確認等があって然
るべきでした。

3．架台を設けずに灯火運用卓等を据え付け
これらの補助事業（空港整備）は、２県（Ｗ県、
Ｋ県）が、平成25、26両年度にN空港（Ｗ県）、平
成29年度から令和元年度及び平成30年度にＡ空港
（Ｋ県）の管制塔において、飛行場灯火を操作する
ための灯火運用卓を更新するために、新たに灯火運
用卓を製作して据え付けるなどの工事（以下、灯火
運用卓を据え付ける工事を「灯火運用卓の据付工事」
という。
）を実施したり、Ｋ県が、Ａ空港の予備発
電電源室において、予備発電機を操作するための機
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関操縦計器盤を更新するために新たに機関操縦計器
盤を製作して据え付けるなどの工事（以下、機関操
縦計器盤を据え付ける工事を「機関操縦計器盤の据
付工事」という。）を事業費計611,188千円（国庫
補助金計438,931千円）で実施したりしたものです。
２県は、灯火運用卓の据付工事を「航空灯火・電
気施設工事共通仕様書」（国土交通省航空局監修。
以下「共通仕様書」という。）、「建築設備耐震設計・
施工指針」
（独立行政法人建築研究所監修。以下「耐
震設計指針」という。）等に基づいて、また、Ｋ県
は機関操縦計器盤の据付工事を「発電装置設置工事
標準仕様書」（運輸省航空局制定）、耐震設計指針等
に基づいて施工することとしています。
灯火運用卓等の機器について、共通仕様書によれ
ば、機器をフリーアクセス床（注）に据え付ける場合は、
床パネルの下部に架台を設け、機器と架台をボルト
等により結合した上で、架台をボルト等により床
コンクリートに直接固定して、地震による水平移動、
転倒等の事故が防止できるよう耐震設計指針に基づ
いて耐震処理を行うこととされています。また、機
関操縦計器盤等の機器について、発電装置設置工事
標準仕様書によれば、機器は、地震時に水平移動、
転倒等の事故を防止できるよう耐震措置を行うこと
とされていて、Ｋ県は、耐震設計指針に基づいて耐
震措置を行うこととしています。
（注）フリーアクセス床 電力用配線等の収納を容易
にする空間を設けるために、床コンクリートの
上に支柱を建て込み、床パネルを支える構造に
した床

そして、機器をフリーアクセス床に据え付ける場
合のように、機器を床コンクリートにアンカーボル
トにより直接緊結しない場合には、耐震設計指針に
よれば、鉄骨部材である架台を設けた上で、当該架
台を床コンクリートに緊結するアンカーボルトにつ
いて、機器と架台を一体と考えて地震時に機器に作
用する水平力や鉛直力に対して安全となるよう設計
計算を行うことなどとされています。
また、２県における灯火運用卓の据付工事又は機
関操縦計器盤の据付工事の契約書によれば、設計図
書の表示が明確でないときなどには、請負人は県が
定めた監督員又は監督職員に直ちにその旨を通知し、
その確認を請求しなければならないこと、監督員又
は監督職員は契約の履行について請負人に指示し、
協議し、又は承諾を与えるなどすることとされてい
ます。そして、Ｋ県における灯火運用卓の据付工事

会計検査情報
の特記仕様書において、請負人が施工するに際して
は、現場調査後に製作図面等を提出し、監督職員の
承諾を得た後に架台の製作を行うこととなっています。
しかし、灯火運用卓の据付工事の実施に当たり、
Ｗ県において、監督員の承諾を得ないままフリーア
クセス床の床パネルの下部に架台を設けずに床パネ
ル上の灯火運用卓をアンカーボルトにより床コンク
リートに固定するなどしていて、床パネルと床コン
クリートの間で当該アンカーボルトが露出していた
り、Ｋ県において、監督職員の承諾を得てフリーア
クセス床の床パネル上の灯火運用卓を床パネルの下
部の等辺山形鋼とボルトで固定しただけで、床パネ
ルの下部に架台を設けてアンカーボルトにより床
コンクリートに固定するなどしていなかったりして
いた事態が見受けられました。また、機関操縦計器
盤の据付工事の実施に当たり、Ｋ県において、監督
職員の承諾を得て機関操縦計器盤の底面前側をアン
カーボルトにより床コンクリートに固定しただけで、
同計器盤の底面後側は床コンクリートに凹状にある
配線用のピットを考慮した架台を設けてアンカーボ
ルトにより床コンクリートに固定するなどしていな
かった事態が見受けられました。
このため、灯火運用卓及び機関操縦計器盤は、地
震時に作用する水平力等により転倒するなどし、地
震時における所定の機能が維持できないおそれのあ
る状態となっていて、これらに係る国庫補助金相当
額計16,425,612円が不当と指摘されました。
このような事態が生じていたのは、２県において
共通仕様書等に基づき耐震処理等を行うことについ
ての理解が十分でなかったこと、Ｗ県において請負
人が監督員の承諾を得ないまま架台を設けずに灯火
運用卓を据え付けていたのに、これに対する監督及
び検査が十分でなかったことなどによるとされてい
ます。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりです。
＜事例＞
Ｋ県は、Ａ空港の管制塔において、平成29年度
から令和元年度までの間に、灯火運用卓を更新する
ために灯火運用卓の据付工事等を実施していました。
同県は、灯火運用卓の据付工事を共通仕様書等に
基づいて施工することとしていました。そして、灯
火運用卓の据付けに必要となる架台の製作について
は、特記仕様書において、請負人が現場調査後に製
作図面等を提出し、監督職員の承諾を得た後に行う
こととされていました。請負人が現場調査を行った

ところ、設計図書により灯火運用卓の据付位置とし
て明示されたフリーアクセス床の床パネルの下部に
は空調ダクトが設置されていて、架台を設けるス
ペースがないことが判明しました。このため、請負
人は、灯火運用卓を架台を設けずに床パネルの下部
の等辺山形鋼とボルトで固定することとした製作図
面等を作成して監督職員に提出しました。
しかし、監督職員は、既存の空調ダクトを考慮し
た架台を設けて、当該架台をアンカーボルトにより
床コンクリートに直接固定するなどするよう請負人
に指示すべきであったのに、共通仕様書等の理解が
十分でなかったため、上記の製作図面等を承認し、
請負人はこれにより施工していました（図−２）。
灯火運用卓

床パネル

支柱
空調ダクト
床コンクリート

等辺山形鋼等による
据付けの詳細図

既存の空調ダクトを考慮した架台を設けるなどして床
コンクリートと固定せずに、床パネルのみと固定して
いたため、地震時に転倒するなどするおそれがある。

灯火運用卓

床パネル
等辺山形鋼

空調ダクト
床コンクリート

図−２ 灯火運用卓の概念図

し た が っ て、 灯 火 運 用 卓（ 工 事 費 相 当 額 計
12,311,790円、国庫補助金相当額計9,849,431円）
は、設計が適切でなかったため、地震時に灯火運用
卓に作用する水平力等により転倒するなどのおそれ
がある状態となっていました。
本件については、平成30年度検査報告に、他の
空港の管制塔で同様の事態が指摘されています。ま
た、この種のアンカーボルト、取付ボルトに関する
指摘は、他の発注機関の設備工事においても多発し
ていますので、十分に注意してください。

4．おわりに
今年も大変お世話になりました。来年こそは、コ
ロナ禍が収束し災害のない明るい年を迎えられます
よう祈念しまして引き続きのお付き合いをお願い申
し上げます。
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事例から学ぶ

現 場 力 の 向上
築堤護岸工事
〜現地調査不十分の設計で覆土流出〜
あるのに、現場状況を考慮した設計がなされ

事例の概要
「多自然川づくり」の名のもとに、コンク

ていませんでした。

リートブロックにて護岸工事を進め、最後に
現地発生土を利用して覆土（ｔ＝20㎝）を

対応策と教訓

施工しましたが、直後の出水により流出して

・低水護岸や水際部で護岸覆土を選定する場
合は、水当たりや洪水流により、植生が定

しまいました。
災害復旧工事において多く使われる蛇篭工
でも、同様の事例が多く見受けられます。

着する前に覆土が流出する可能性があるた
め、覆土が流出しないような対策を十分に
検討する必要があります。
・通常のコンクリートブロックへの覆土は難

原因
設計時に現地調査が不十分でした。多自然
型ならＯＫという風潮に流されず、担当者は

しく、現在は種々の覆土タイプの二次製品
があるので、製品を検討しましょう。

入念に現地を確認し適切な工法をとる必要が

解説図

覆土
水当たり部
流出した覆土

水当たり部
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護岸

地区連の頁

中

国

−鳥取県−

国道178号「岩美道路」整備におけるハード・ソフト両輪の取組み
1．はじめに
国道178号「岩美道路」は、地域高規格道路「鳥
取豊岡宮津自動車道（山陰近畿自動車道）
」の一部
を構成する延長L=5.7kmの自動車専用道路である。
この岩美道路は平成21年３月に新規事業化され、
平成28年３月には岩美IC〜浦富IC間（Ｌ=1.9㎞）
が開通し、現在、残り区間Ｌ=3.8㎞（浦富IC〜東
浜IC間）の整備を鳥取県岩美町内で進めている（写
真−１）
。
本稿では、全線開通に向けて大詰めを迎える岩美
道路の整備状況とともに、そのハード整備のフィー
ルドを活用したソフト事業の取組みを紹介する。

ればという思いから、地元小学校を対象に道路に関
する出前講座や各工事の現地見学会（写真−２）を
はじめ、土木の魅力体感イベント（写真−３）など
様々なメニューを企画し、実施し始めた。これらの
取組みを通じて、道路事業など土木への興味のほか、
地元への愛着に繋がることを期待したい。
また、取組みの効果を持続させる工夫として、オ
リジナルカード（写真−３）も製作・配布している。
これは、開通後の取組みにも繋げられるものであり、
今後も工夫した仕掛けを考えていきたい。

浦富 IC

東浜 IC

写真−２

牧谷トンネル現地見学会

写真−１ 工事が進む浦富高架橋（左）と東浜IC付近（右）の状況

2．ソフト事業の積極的な展開
現在、牧谷トンネルでは年末の貫通に向けて掘削
工事が進み、浦富高架橋では、橋桁の架設工事が完
了間近である。また、ICTを活用した施工も積極的
に行われており、土木事業のPRなど様々なソフト
事業を展開する絶好の機会と考えた。
まず、若い世代も含め幅広く岩美道路を知っても
らおうとSNS（Instagramやfacebook）を活用し、
日々の整備状況の発信を始めた。また、以前より発
行していた地元向けの広報チラシ「岩美道路だより」
に加えて、隣接する兵庫県の浜坂道路Ⅱ期と連携し
た 広 報 チ ラ シ「 岩 美 道 路News＆ 浜 坂 道 路 Ⅱ 期
News」を作成することとした。これらは、地元住
民へのPRのみならず、広域的なPRにより開通後の
観光客増に繋がればという期待も込めての取組みで
ある。
次に、地方の土木業界の担い手不足の解決に繋が

写真−３ 浦富高架橋お絵描きイベントとオリジナルカード

3．おわりに
紹介したハード・ソフト両輪の取組みを通じた学
校関係者やマスコミの反響などから、改めてその重
要性を感じている。今後も地道な取組みを継続し、
その相乗効果によりハード整備の効果を最大限発揮
させ、持続可能なものにすることが重要である。
鳥取県 鳥取県土整備事務所
山陰道・岩美道路推進室

はやししょうご

林 照悟
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地区連の頁

中

国

−岡山県−

「道の駅」におけるトイレリニューアル事業の紹介
1．はじめに
「道の駅」は、
道路利用者のための「休憩機能」
「情

報発信機能」
「地域連携機能」の三つの要件を併せ
持つ施設として、生活に欠かせない公共施設へと発

改修にあたっては、『「道の駅」のトイレの改善に

関するチェックポイント』や「NEXCO設計要領」

等を参考とし、下記の点に留意して設計を行った。

展してきた。岡山県では全ての人が安心・安全に利

・照明のLED化、換気扇の設置

に 取 り 組 ん で お り、 本 稿 で は と く に ト イ レ の リ

・温水洗浄便座付洋式便器への取替え

用できるよう「道の駅」のユニバーサルデザイン化

・防虫、防寒に配慮した設備整備

ニューアル事業について紹介する。

・停電時においても使用及び自動洗浄が可能な
大便器、小便器の設置

2．岡山県の道の駅

・乾式清掃が可能な床材への改修

岡山県には道の駅が17駅あり、そのうち岡山県

が道路管理者である一体型の道の駅は13駅ある。

県内に設置されている道の駅の多くは設置から

20年以上が経過しており、特にトイレ施設の老朽

化が顕著となっていた。近年の公共トイレは、バリ
アフリー対応はもちろんのこと、子供や女性に配慮
した快適な空間としての整備が求められている。ま
た、岡山県においても訪日外国人旅行者が増加して

おり（平成30年まで）、案内誘導の多言語化対応も

求められている。しかし、県内の道の駅のトイレは、
洋式化や多言語化への対応がなされておらず、外国

人旅行者や高齢者等にとって利用しづらい状況で
あった。

・手荷物を置く棚やフックの設置
・自動水洗（センサー式）への改修
・手すりの設置
・トイレ機能や使用方法案内の多言語表記
（４カ国語標記（日・英・中・韓））
・ピクトサイン等を用いた、誰にでもわかりや
すい表示への改修
・入口への手動扉の設置
・ベビーチェアの設置

4．おわりに
道の駅のトイレリニューアルにより、外国人旅行

者や高齢者等全ての方々に快適な休憩空間を提供す

3．〜おもてなし〜「道の駅」
トイレリニューアル事業

ることができ、道の駅を拠点とした周遊観光促進や、

外国人旅行者や高齢者等、誰もが安心して快適に

使用できるよう、キレイで明るく使いやすいトイレ
に改修するため、令和元年から〜おもてなし〜「道
の駅」トイレリニューアル事業に取り組んだ。

イメージアップによる観光客のリピーター増加につ
ながると考えている。

今後も新たな魅力を持つ地域づくりに道の駅が貢

献できるよう整備を進めてまいりたい。

＜改修後＞

＜改修前＞

道の駅「一本松展望園」
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岡山県 土木部 道路整備課

ろくみょう

りょうすけ

六 名 良輔

地区連の頁

中

国

−広島県−

空襲の弾痕生々しく

今も現役

つ

く

も

選奨土木遺産「九十九橋」

1．はじめに
終戦から76年が経過した。戦争を経験した世代
の高齢化が一段と進行し、戦争の記憶が次第に風化
しつつある。
そうした中、歴史の生き証人として、当時の空襲
の際に受けた激しい銃弾の傷跡を残し、戦争の恐ろ
しさを今に伝え続ける橋梁が、今もなお現役で人々

先人の苦労

の暮らしを支え続けている。

トラス部材の様子

2．生々しい弾痕を残す橋梁「九十九橋」
その橋梁は、広島市の東側に隣接する古くから交
通の要衝として栄えた人口約３万人のまち「海田町」
に位置し、二級河川瀬野川に架かる一般県道府中海
田線の道路橋である。
先代の九十九橋は終戦間もなく広島地方を襲った

今も残る弾痕の様子

枕崎台風の洪水で流出した。このため、今の九十九
橋は、戦後の物資不足の中、山口県光市にあった旧

この橋梁は、弾痕のほかにも、橋の構造としては

海軍工廠の鉄骨の廃材を利用して昭和25年に建設

関係のないボルト穴が多数空いており、廃材が再利

された。それから約71年が経過する長寿の橋だ。

用された当時の様子をうかがい知ることができる。

3．おわりに
九十九橋は、令和３年９月に公益社団法人土木学
会の選奨土木遺産に登録された。九十九橋へはJR
海田市駅から徒歩５分で行くことができる。また、
九十九橋（全景）

橋梁の諸元は、橋長70.0m、全幅4.6mで、形式は、
４径間単純鋼下路式ワーレントラスである。
構造の特徴としては、トラスの部材一つ一つが、

駅周辺には、西国街道（旧山陽道）の宿駅として江
戸時代から発展した多数の歴史遺産があり、これら
を巡るガイドツアーもある。
皆さんも、JR海田市駅を起点に、これらの遺産
を味わう小旅行に出かけてみてはいかがだろうか。

更に細かなトラスで組み立てられている点だ。組み
立てに相当な手間暇がかかる構造だが、昔は鋼材が

参考文献

貴重であったため、鋼材を少しでも節約しようと当

・中国新聞（昭和60年５月11日）

時の技術者が努力した産物である。

・瀬戸内タイムス（平成17年６月１日）

建設当時、広島県土木部職員として工事を担当し
た故中本正則氏の証言によると、旧海軍工廠から調
達した廃材には二万個の穴や弾痕が残されており、
それを必要に応じて塞ぎ、曲がっていた鋼材をハン
マーで叩いて直したとのこと。

協力
・公益社団法人土木学会
・海田町織田幹雄スクエア
広島県 西部建設事務所

たかしま かつゆき

高島 克元
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地区連の頁

中

国

−山口県−

JR新山口駅北口周辺整備
1．はじめに
山口市では、
山口県央部を圏域とする「広域経済・
交流圏」の形成等を通じた「広域県央中核都市づく
り」を積極的に進めることで、県都としての求心力
のある都市づくりを進め、圏域の経済活動を支える
こととしている。とりわけ、広域的な求心力や拠点
性を有している「山口」と「小郡」の市街地エリア
を、それぞれ「山口都市核」と「小郡都市核」と位
置付け、広域交流拠点の形成を図ることとし、広域
交流拠点の形成とともに生み出される、好影響・好
循環の対流型のまちづくりの実現により、圏域のさ
らなる価値創造や経済循環を図る持続可能なまちづ
くりを進めている。
そのうち小郡都市核では、JR新山口駅周辺のエ
リアにおいて、広域交通結節点である特性を向上さ
せ、山口県の広域交流の拠点としての機能の充実・
強化を図り、新たな産業交流機能の集積を促進する
ため、JR新山口駅を含めた周辺整備を行っている。

寿命延伸を目指す施設「メディフィットラボ」や人
材育成施設「アカデミーハウス」、産業交流スペー
ス「Megriba」などの様々な機能で構成される産業
交流拠点施設がグランドオープンし、新たなにぎわ
いを生み出している。
現在も山口県等と連携し、電線類地中化や道路美
装化といった道路整備等を進めている。
これまでは、広域交流に主眼を置いたハード整備
を進めてきたところであるが、これからは、
「KDDI
維新ホール」の活用により生み出される、新たなに
ぎわいや活力を、小郡都市核全体に波及させ、産業
交流機能の集積を図るため、域内交通網の整備を進
めることとしている。

南北自由通路
南北自由通路「垂直庭園」

JR新山口駅北口

2．広域交流の拠点としての機能の充実・強化
交通・交流機能の充実・強化を図るため、平成
19年度に「新山口駅ターミナルパーク整備事業」
を開始した。平成28年度には「垂直庭園」を施し
た新山口駅南北自由通路の供用を開始し、平成30
年度には、約130mのデッキや民間事業者が運営す
るカフェスペースやサテライトスタジオが一体と
なった北口駅前広場等の供用を開始した。
また、令和３年７月には、県内一の2,000席の収
容能力を誇るメインホールを有した「KDDI維新
ホール」をはじめ、スポーツクラブを中心に、健康
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産業交流拠点施設「KDDI維新ホール」

3． おわりに
今後は、自動運転バスや小型モビリティ、シェア
カー等の導入の促進による「山口」・「小郡」両都市
核間のシームレスな移動が可能な一体感のある都市
核づくりを進め、拠点施設で生み出される新たな人
の流れを、山口都市核を始め本市全体に波及させる。
山口市 小郡総合支所 土木課

よしなが なおゆき

吉永 尚由

全建 NEWS
機関誌編集委員会の開催

研修委員会の開催

−機関誌編集委員会−

−研修委員会−
令和３年10月19日（火）、森戸義貴委員長（国土

令和３年10月28日（木）、杉中洋一委員長（国土

交通省大臣官房技術調査課長）をはじめ委員９名の

交通省港湾局技術企画課長）をはじめ委員13名の

出席のもと、第270回研修委員会がWEB会議で開

出席のもと、機関誌編集委員会がWEB会議で開催

催されました。

されました。

委員会では下記の議事が審議され、すべて了承さ
れました。

委員会では下記の議事が審議され、２月号及び３
月号の編集計画並びに令和４年度特集テーマ年間予

⃝令和３年度建設技術講習会実施計画（案）につ
いて

定のうち４月号及び５月号について了承されました。
⃝月刊「建設」２月号編集計画

・第680回建設技術講習会（宮崎市）

＊特集

「災害に強い安全な国土づくり」

社会資本の戦略的な維持管理

⃝月刊「建設」３月号編集計画

・第681回建設技術講習会（高松市）

＊特集

「道路行政の課題、港湾・漁港行政の課題」
・第682回建設技術講習会（岡山市）

災害に強い安全な国土づくり

⃝月刊「建設」令和４年度特集テーマ年間予定
ー主な意見

「災害復旧」

＊月刊「建設」令和４年度特集テーマ年間予定に

⃝令和４年度年間計画（案）について

関連して
・
「グリーン」など最近の施策の動向への対応
を検討し、６月号以降の特集テーマ予定につ
いて改めて討議する。

出題

八段

なし
持駒

和雄

九段

〔ヒント〕
三手、五手と妙手順。

〔あなたの棋力は？〕

金金銀桂

後手

歩

石田

持駒

〔あなたの棋力は？〕
５分………………初段
（解答は80頁）

歩

先手

〔ヒント〕
攻め合いの問題。直接的
な手ではうまくいきませ
ん。

歩

先

誠

歩歩

黒

土井

香玉角

出題

５分……………二段
10分……………初段
（解答は80頁）
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Dr.クマの
“健康のヒント”
不都合な人体
人間の体は非常に良くできていて美しいと言われ

できるが、神経系の病気や高齢者ではなかなか排出

ることが多い。確かに人体数十兆個の細胞がシステ

できない。唾液すら誤嚥することがある。ここで注

ムとして機能するさまは美しいハーモニーと言えよ

意すべきなのが、口の中にはたくさん細菌が住み着

う。その一方で、構造的に不都合が生じる部分も多

いていること、これが肺に入るとそこで誤嚥性肺炎

い。例えばネズミのように歯が伸び続ければ虫歯の

を起こすことになる。抗菌薬治療を行うことになる

心配はないかもしれない。しかし、歯を伸ばすこと

が、繰り返しているうちに亡くなる方も多いのだ。

でカルシウム不足となり骨折しやすくなるかもしれ

一般的な注意としては、口腔や義歯のケア、早食い

ない。それは困るので、折り合いをつけた進化なの

をしない、良い姿勢で食事することなどが挙げられ

かもしれないとも思う。多くの動物は食物が通る経

る。口が気道と別ならばなぁと思うこともあるが、

路と呼吸に使う経路が一部共有されている。人もそ

食べ物の香りがわからないのもそれはそれで困る。

うで、口はものを食べ、息もする場所だ。というこ

一長一短だ。

とは食べたものが気道に間違って入ることがありう
ご えん

る。これを誤嚥という。元気な時には咳をして排出

北里大学医学部 教授

熊谷 雄治

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
日本一早く、初日の出が見られる場所はどこでしょうか？（離島除く）
１．北海道富良野岳
２．北海道宗谷岬
３．東京都八ヶ岳
４．富士山の頂上
※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！！

ストック効果の事例が
勉強になったにゃ

11月号の答え

１. 越後山脈
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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インフラ情報満載！

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

形

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

東京地下鉄路線図▼
▼資料編近代日本の主な災害

インフラ情報

＜月曜日はじまり、見開き週間予定表＞

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

お問い
合わせ

インフラ情報！

（一社）全日本建設技術協会 企画課
URL

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

TEL０３-３５８５-４５４６ FAX０３-３５８６-６６４０

令和４年度

研修事業のご案内

建設技術講習会（全国で年間10回開催）

地方公共団体等とともに、建設技術関係者の技術水準の向上を図るため、建設技術講習会を全国で年間10回（各３
日間）開催しています。国・都道府県・市町村などの職員約３千人（年間）が参加されています。

聴講（１・２日目）


○喫 緊の課題をテーマにした聴講により、最新の動向
を含めて幅広い知識を体系的に身につけることがで
きます。
○講師は
・各分野で第一人者として活躍されている学識経験者
・国 土交通省等で施策の企画立案を中心的に担ってい
る担当官
・現場で先進的な事業に取り組んでいる実務担当者

現場研修（３日目）


現場を視察することにより、課題に応じた工夫を学び、自ら
の実務に役立つヒントを見つけ、視野を広げることがでます。
視察箇所は、最新技術を活用した事業、甚大な災害に対す
る復旧・復興事業、地域の特性を活かして工夫している事業。

公務に役立つ知見等を体系的に身につける聴講

交流会・意見交換会（１日目の講義終了後）

大規模な工事、課題に応じた工夫を学ぶ現場研修
開催地

参加者同士の交流会・講師との意見交換会に参加
することにより、講師や全国の技術者とのつなが
りを広げ、知見や問題意識を共有することができ
ます。

全国の技術者とのつながりを広げる交流会・意見交換会

回数と開催テーマ

開催日

秋田市

第６８３回

これからの社会インフラの維持管理・更新

熊本市

第６８４回

公共工事の品質確保と入札契約の適正化

福井市

第６８５回

仙台市

第６８６回

松山市

第６８７回

新潟市

第６８８回

佐賀市

第６８９回

津市

第６９０回

宇都宮市

第６９１回

山口市

第６９２回

４年 ８ 月24〜26日
９月７〜９日

これからの公共事業と建設技術者のあり方

９ 月28〜30日

Society5.0 に向けた公共事業における新技術の活用

10月12〜14日

工事積算（土木 ･ 建築）の動向と i-Construction の取り組み

10月26〜28日

道路行政の課題、港湾・漁港行政の課題＜２会場＞
災害に強い安全な国土づくり

11月16〜18日
５年 11月30〜12月 ２ 日

都市行政の課題・河川行政の課題＜２会場＞

１ 月11〜13日

上水道行政の課題・下水道行政の課題＜２会場＞

１ 月25〜27日

災害復旧

２ 月15〜17日

実地研修会（全建ならではの現場へ）

一般には視察が困難な現場等を少人数で視察する実地研修会を開催します。
開催地
神戸市 他

コース

開催日

明石海峡大橋

４年 ６月 ２ 〜 ３ 日

新潟市 他

大河津分水路改修事業

６月16〜17日

仙台市 他

東日本大震災の復興と現状

７月14〜15日

熊本県八代市 他

令和２年７月豪雨の災害復旧と南九州西回り自動車道の建設

７月28〜29日

富山県立山町 他

立山カルデラ

８月 ９ 〜10日

＜お問い合わせ＞
（一社）全日本建設技術協会

事業課

〒107-0052 東京都港区赤坂３-21-13
TEL：03-3585-4546  FAX：03-3586-6640
Mail : kensyu@zenken.com
世界最長の吊り橋「明石海峡大橋」の３Ｐ塔頂から視察

全建HP  http://www.zenke.com/

会員だより

10月号の「学ぶ・つなぐ・広げる」の「県の出先事務所の「若手技術職員
育成」の取り組み」を読み、本県同様に人材育成に苦慮していることが、よ
くわかりました。採用人数の拡大や社会人経験者の採用などを進めています
が、採用後の即戦力化が今後の課題と考えているので、記事の取組みを参考
にしたいと思います。
匿名希望（都道府県勤務、47）

９月号の特集は「社会資本の戦略的な維持管理」でした。イン
フラを持続可能なものにするには、事後保全型から予防保全型
の維持管理に移行する必要があることは、技術職は十分に理解
していますが、予算を総括する事務職には、なかなか理解され
にくいのが現状で、この壁を乗り越えるように努力しています。

匿名希望（市町村勤務、50）

今年の夏に発生した豪雨災害で今も続く全面通行止の現場を担
当しています。
困難な要求の多い中、
出来ないことばかりで悩ん
でいましたが、10月号の「災害発生！そのとき」は、自分の
すべきことを導いてもらえるような内容で、教訓、知見は響き
ました。これからもこのシリーズを楽しみにしています。

今川文（島根県勤務、42）

９月号の「特集」の「維持管理を起点とした下水道ストックマ
ネジメント実現に向けて」を読んで、人材不足の中、ICTを現
場だけではなく、計画策定にも役立てることが出来るのだと大
変勉強になりました。
匿名希望（市町村勤務、32）

10月号の「後輩技術者に向けたメッセージ」を読みました。
定年退職を迎え、一区切りついた先輩職員からのメッセージや
感想など、今後の公務において参考になるものがあると思いま
す。
匿名希望（市町村勤務、36）

10月号の「表紙」を見て、東海環状自動車道の橋脚のスパン
長がかなり長いので、上部工の構造や架設方法について興味
津々となりました。
渡部敏裕（市町村勤務、57）

10月号の「編集後記」に書かれているように、社会の役に立っ
ているということが、やる気・働きがいの向上につながるのだ
と思います。これからも、土木事業のよさを、これからの土木
を担うであろう若者たちに訴え続ける必要があると感じまし
た。
匿名希望（都道府県勤務、53）

どこの県、市も人手不足は共通の課題である中、10月号の「特
集」の「兵庫県における担い手確保の取り組み」を読んで、新
聞による情報発信や資格取得支援など協議会による取組みは大
変参考になりました。
匿名希望（市町村勤務、56）
最近、無人化・省力化の工事報告を目にすることが多いと思い
ます。10月号の「特集」の「山岳トンネル工事におけるホイー
ルローダ遠隔操作システムの活用」のトンネル工事のように、
特殊技能が必要な現場にこそ省人化が必要と考えますが、試行
している事例が少なく、情報を得る機会もあまりないため、貴
重な報告だと思いました。匿名希望（高速道路会社勤務、32）
10月号の大石会長の「上徳不徳」を読ませて頂き、建設業界
への批判が適切で無いことを気付かされました。ついつい批判
に甘んじてしまいがちです。本コラムは貴重であり、我々に的
確な視点を頂けると思っています。引き続きの掲載を楽しみに
してます。
匿名希望（都道府県勤務、56）
10月号の「諸外国のインフラ情報」の「米国におけるインフ
ラ再構築の動き」がとても興味深い内容でした。日本では５か
年加速化対策が進んでいますが、他国のインフラ事情を参考に
して、制度設計することも考えないといけないと感じました。

匿名希望（国土交通本省勤務、30）
業務において根拠法令の知識や理解がなく工事を実施していま
したが、10月号の「基礎から学ぶ砂防事業」で自分の仕事の
意義を知ることができました。モチベーションの向上に繋って
います。
武内陽平（都道府県勤務、35）

毎号の「表紙」の写真がどこの地域の現場か当てるのを楽しみ
にしています。特に有名な山とのショットはコレクションした
くなります。
山田美幸（山口県勤務、46）
数年前に技術士試験に挑戦し、結果は不合格でしたが、勉強す
ることで得られた知識等は今も財産になっています。「技術資
格試験合格体験記」の体験談を励みに、また試験に挑戦するつ
もりです！
匿名希望（市町村勤務、40）
「公務員技術者の訴訟リスク」では、毎回具体事例を通じて勉
強させてもらっています。自分自身に置き換えると怖くなりま
すが、身近な問題として捉えるようにしています。

匿名希望（都道府県勤務、39）
「会員だより」を楽しく拝見しています。自分の感想と同じだっ
たり、違った視点や感想を読めて、月刊「建設」を二度楽しん
でいます。
匿名希望（島根県勤務、42）
いつも月刊「建設」を楽しみに読んでいます。技術的な事だけ
なく、土木技術者の心構えなど参考になることが多く、為にな
ります。
匿名希望（都道府県勤務、48）
１年ほど前から「著者紹介」が掲載されるようになりました。
略歴を見ると著者に対する親しみが湧き、寄稿文をより興味深
く拝読できるようになりました。

匿名希望（地方整備局勤務、41）

「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、右の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75頁）

〈正解〉

〈正解〉
2

1
3

4

5

３三桂 ２二玉 １二金 同香 １一銀
玉 ２一金までの七手詰め。

白のダメヅマリをとがめ
る黒１のコスミが筋です。
以下黒５まで仕上げます。
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まず初手は ３三桂の俗手から入ります。
２二玉の逃げは最善ですが、そこで １二金と
打ち、 同香に １一銀が連続捨て駒の妙。対
し ３三玉なら ４三金まで。
なお、 １二金に 同玉は ２一銀以下簡単。

黒１と直接ダメをつめる
のは、白２で黒がアウト
です。

編集後記
今月号は、
「社会資本のストック効果～ストック効果の最大化・見える化～」と題して、各
地域、各分野での取組を紹介した。
本年５月に閣議決定された第５次社会資本整備重点計画において、第４次同計画以降の社会
情勢の変化として、①激甚化・頻発化する自然災害、②人口減少等による地域社会の変化、③
国内外の経済状況の変化、④加速化するインフラの老朽化、⑤デジタル革命の加速、⑥グリー
ン社会の実現に向けた動き（2050年カーボンニュートラル等）
・ライフスタイルや価値観の多
様化の６点に加え、新型コロナウイルス感染症による変化を挙げている。
特に巻頭言において、早稲田大学河野先生にご示唆頂いたインフラ整備における地球温暖化
対策への貢献は、社会資本のストック効果として十分に認知できていなかった部分であるよう
に思う。
また、新型コロナウイルス感染症の流行により、人流・物流に大きな変化が生じた。インフ
ラの整備や維持管理、運用においても、非接触化、無人化が求められ、
「新たな日常」に対応
した社会資本整備が必要となっている。
安全・安心の確保と暮らしの豊かさ・便利さの向上の両立に加え、地球温暖化対策への貢献
や「新たな日常」への対応も社会資本のストック効果として求められており、本特集が、それ
らのストック効果の最大化・見える化に向けた、各地域、各分野における検討の一助となれば
幸いである。
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〈失敗〉

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
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