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特集 公共工事の生産性の向上にむけて
～インフラ分野におけるDXの推進～

平成30年７月豪雨による浸水被害（岡山県倉敷市真備町）
写真提供 国土交通省中国地方整備局
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新年の御挨拶
一般社団法人 全日本建設技術協会 会長

おお

いし

ひさ

かず

大 石 久 和

あけましておめでとうございます。新しい

建設分野での技術環境が大きく様変わりし

年が、コロナパンデミックもなく、また厳し

ようとしています。デジタル、ICT、DXな

い自然災害にも遭遇することのない穏やかな

どという用語が飛び交い、無人化、非文書化、

年であり、会員の皆様にとって収穫の多い年

自動化、三次元化などが現場の常識であると

になりますよう心より祈念申し上げます。ま

いう時代がやってきました。人材不足がイン

た、ご家族のご清栄をあわせてお祈り申し上

フラ整備の足かせと言われて来ましたが、強

げます。

力な省力化ツールが建設の世界に急速に広
がってきました。

「成長と分配」を指向する「新しい資本主義」

これは、施工者、測量・コンサルタントな

を掲げた岸田政権が発足しました。まだ、実

どの世界にとどまる話ではありません。われ

態はほとんど見えませんが、かなりの国費を

われ発注側技術者自身が、こうした技術変化

計上した経済対策を模索するなど、従来の財

の時代の流れを先導していかなければならな

政再建至上主義を脱しようとする傾向がほの

いのです。

見えています。

何を習得しておれば、技術者たり得るのか

積極財政論は長く封印されたままでしたが、

が大きく変化する時代となりました。これを

堂々と議論できるようにもなりつつあります。

「ワクワクとする気分」で挑戦的に乗り切っ

これには、バイデン大統領の努力により、ア

て参りましょう。全日本建設技術協会はその

メリカでは５年間で100兆円ものインフラ投

お手伝いの先頭に立つべく努力して参ります

資を決定した法律が成立したことも背景とし

ので、大いに注文をお寄せいただきたいと存

て効いていると考えています。

じます。

これを逃して縮小の世界に戻れば、再び世

今年も全建は、会員の皆様とともに歩んで

界の先進国に置いて行かれることになるで

参ることをお誓い申し上げて新年のご挨拶と

しょう。最近の総選挙で支持を得た政治の賢

いたします。

明な判断を期待するばかりです。
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平成30年７月豪雨による浸水被害（岡山県倉敷市真備町）

平成30年７月豪雨では小田川沿川の倉敷市真備町で、堤防の決壊
等により甚大な被害を受けました。このため小田川合流点付替え事
業や小田川及び岡山県管理の３河川において重点的な堤防整備等を
「真備緊急治水対策プロジェクト」として鋭意進めて
詳細な
います。令和４年２月に行われる建設技術講習会の現
位置図
場研修において、これらの現場を見学していただく予
定です（本号Ｐ４，５岡山県知事「巻頭言」より）。

（写真提供：国土交通省 中国地方整備局）
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巻頭言
平成30年７月豪雨からの復旧・復興

1．はじめに

６日の夜には県内24市町村に大雨特別警報が発
表されました。

岡山県は、南は瀬戸内海をはさんで四国に、北

このうち本県の３大水系の一つである高梁川水

は山陰地方に、また東は兵庫県、西は広島県に接

系では７月５日の昼前から７日朝まで雨が降り続

しており、昔から中四国地方の交通の要衝として

き、高梁川本川、支川の小田川の各観測所で、氾

発展してきました。県内には吉井川、高梁川、旭

濫危険水位を超過するとともに、観測史上最高水

川の３つの一級河川が流れ、常に豊かな水をたた

位を更新する水位となりました。

えています。

このため小田川ならびにその支川である末政川、

県南部は穏やかな瀬戸内海とそこに浮かぶ多く

高馬川および真谷川（以下「３支川」という。
）

の島々が美しい景観を形成し、県北部には緑豊か

では、高梁川本川の背水の影響による越水で堤防

な山々に囲まれた温泉もあり、海・山のレジャー

が決壊し、倉敷市真備町において、浸水面積約

を満喫することができます。

1,200ha、最大浸水深５m超の大規模な浸水が発

また、岡山県は「晴れの国」と呼ばれ、降水量

生した結果、50名を超える方が亡くなるとともに、

１㎜未満の日数が全国１位と、晴れの日が多く、

地区の約半数を超える約4,600棟以上の家屋の浸

温暖な気候と豊かな自然に恵まれ、四季を通して

水被害など甚大な被害が発生しました。

おいしいものが楽しめます。白桃やマスカット、
ピオーネなど「くだもの王国」としても全国的に
有名ですが、他にも寿司飯用のお米として有名な
コシヒカリのルーツである朝日米や４大酒米の一
つ雄町など米づくりも盛んで、瀬戸内海では魚介
類の種類も量も豊富です。
このように普段は、温暖で過ごしやすい本県で
ありますが、平成30年７月の豪雨の際には、堤
防決壊や越水、内水氾濫などの甚大な浸水被害、
土砂災害が引き起こされ、これまでにほとんど経
験したことのない規模の災害となりました。

2．平成30年７月豪雨の概要
平成30年７月豪雨では、７月５日から７日の
３日間の降水量は県内多くの地点で300㎜を超え、
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写真−１

末政川の堤防決壊箇所

3．真備緊急治水対策プロジェクト
このような被害を受け、小田川の管理者である
国、３支川の管理者の県および倉敷市は、平成

い ばら ぎ

岡山県知事

伊原木

りゅうた

隆太

31年２月３日に、防災・減災のための「ハード」

激特事業の早期完成、ひいては、倉敷市真備町の

「ソフト」が一体となった「真備緊急治水対策プ

一日も早い復旧・復興を目指し、鋭意工事を進め

ロジェクト」を、国・県・倉敷市が連携して取り

ています。

組む方針として発表し、水防災意識社会の再構築
に向けた取り組みを加速し進めることとしました。

4．河川激甚災害対策特別緊急事業
県管理の３支川は、河川激甚災害対策特別緊急
事業（激特事業）に採択されましたが、本県にお
いては、平成10年災以来、実に20年ぶりの申請・
採択となりました。
事業内容としては、小田川の水位を低下させる
小田川合流点付替え事業（国）や重点的な堤防整
備、
河道掘削などを小田川本川（国）と３支川（県）
で実施しています。
このうち県が整備を行う３支川では、堤防の嵩
上げや断面拡大などを、事業費約89億円、事業

写真−２

高馬川の施工状況

5．おわりに
本県では、復旧・復興の取り組みを着実に進め、

期間を平成30年度から令和５年度までの６年間

より災害に強く元気な岡山の実現を目指していま

として実施しています。

す。さらに、新型コロナウイルス感染症による危

なお、事業を円滑に実施する上で、地域住民の

機を乗り越えるべく、懸命に対応しているところ

方とコミュニケーションを図ることは重要であり、

です。社会経済活動の本格的な回復はこれからと

これまでに地元説明会を多数開催したところです

なりますが、感染症を契機とした社会の変化をさ

が、新型コロナウイルス感染拡大の影響により対

らなる発展につなげたいと考えています。

面による説明会の開催が困難となってからは、地

本年２月には本県において、一般社団法人全日

元ケーブルテレビを活用し、事業の進捗状況を地

本建設技術協会の建設技術講習会が岡山市におい

元関係者に伝えるなど「見える化」に努めています。

て開催されます。同講習会の現場研修では「真備

３支川の進捗状況は、令和３年10月末時点では、

緊急治水対策プロジェクト」のうち、国が強力に

用地取得が約94％、工事が77％となっています。

推進している「小田川合流点付替え事業」もご覧

また、末政川では約２年間の全面通行止めを行い、

いただけますので、多数の皆さまのご来県をお待

橋梁の架け替え工事を実施しているところであり、

しております。
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2018年６月に閣議決定された「未来投資戦略

世界の様相が大きく変わる契機となったが、これ

2018〜「Society 5.0」「データ駆動型社会」へ

と並行する形で、我が国はカーボンニュートラル

の変革〜」では、冒頭に記した「基本的な考え方」

という大きな未来への変化に向かってスタートを

で、データ覇権主義の世界ではすでに米国、中国

切った年でもある。この流れは、2020年10月の

が先行独占していることを理解する必要があると

菅義偉前首相による「2050年カーボンニュート

している。また、我が国は人口減少、高齢化、エ

ラル」の宣言を経て、同年12月に経済産業省よ

ネルギー・環境規制などの課題を各国に先んじて

り「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン

直面する「課題先進国」になっている。一方、例

成 長 戦 略 」 と し て 示 さ れ た（https://

えば企業の技術力、大学の研究開発力、高い教育

www.meti.go.jp/policy/energy_environment/

水準の人材、未利用なままのリアルデータなどは、

global_warming/ggs/index.html）
。

日本が保有する強みはまだ多くあることも事実で

また、2019年には、科学技術の領域でも「ムーン

あり、課題先進国という難局をチャンスと捉え、

ショット型研究開発制度」という事業がスタート

既存の組織や産業の枠を超えて社会変革を飛躍的

した。これは、我が国発の破壊的イノベーション

に推進すれば、国際社会においても確たる立ち位

の創出を目指し、従来技術の延長にない、より大

置を示すことができる、と記している。

胆 な 発 想 に 基 づ く 挑 戦 的 な 研 究 開 発（ ム ー ン

この「基本的な考え方」は、「今後、諸外国に

ショット）を推進する新たな事業であり、建設分

おいても、我が国と同様の社会課題に直面してい

野については「2040年までに建設工事は完全無

くこととなり、社会課題解決への技術革新、ソ

人化」という目標が設定されたが、これを達成す

リューション提供競争が想像を超えるスピードで

るために、多くの研究者、技術者らが精力的に取

激化していくことに鑑みれば、まさに「この数年」

り組んでいる（https://www8.cao.go.jp/

が我が国にとって不可逆的岐路であり、新たな決

cstp/moonshot/index.html）。

意とスピード感をもって進めていく」と結ばれて

年代がやや前後するが、国連主導で2015年か

いる。我が国は「この数年」を過ごし、不可逆的

らスタートしたSDGsが17の課題を解決する目標

帰路を通り過ぎて2022年を迎えているわけであ

と定めているのは2030年である（https://

るが、いま、日本はどのような立ち位置に居るの

www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/

だろうか？
（https://www.kantei.go.jp/jp/

sdgs/about/index.html）。また、国土交通省が

singi/keizaisaisei/pdf/miraitousi2018_

笹子トンネルの天井版崩落事故を契機として

zentai.pdf）

2013年を「社会資本メンテナンス元年」とし、

さて、
「未来投資戦略2018」が公表された翌年

i-Constructionを契機として2016年を「生産性

となる2019年は、中国で初めて確認された新型

革命元年」とした。なお、「○○元年」としては

コロナウイルス感染症（COVID-19）により、

定められていないが、2021年は国土交通DX推進

月刊「建設」22-01

ひさ

東北大学大学院 工学研究科 教授
同インフラ・マネジメント研究センター センター長

だ

久 田

まこと

真

室が設けられ、この方面での様々な取り組みが進

かを調べてみた。最後に「未来」そのものを調べ

められたことから、いわば「国土交通DX元年」

てみたが、以下の通りであった。未来（みらい）

とでも呼ぶべき年であったと思う。

とは、時間の中で現在の後に来るものであり、時

更に遡ってみると…1966年に放映されたウル

4

4

4

4

4

4

4

4

4

間や物理法則が存在する限り未来の到来は避けら
4

4

4

4

4

トラQ「2020年の挑戦」では、発達した医療に

れないものとされる
（https://ja.wikipedia.

より高度な知能や長寿を得たものの、健全な肉体

org/wiki/未来）。

の維持には限界のあるケムール人が、2020年の

ということで、未来とは不可避的に到来するも

世界から当時の東京に現れ、人々を連れ去って

のであり、「いつ訪れるか？」を待望するよりも

い っ た（https://ja.wikipedia.org/wiki/

「どのような未来を描き、それに向かって何をな

ウルトラQ）
。また、ジョージ・オーウェ

すべきか？」が重要であるようだ。

ルが全体主義的なディストピア（反理想郷あるい
は暗黒社会）を描いた「1984年」を書き終えた
の は1949年 で あ っ た（https://ja.wiki
pedia.org/wiki/1984年_(小説)）。さらに、
ゼネラルモーターズ（米国）がフューチャラマ
（Futurama）として未来都市をディスプレイで表
現したのが『明日の世界』
（World of Tomorrow）
というテーマを掲げて1939〜1940年にかけて開
催されたニューヨーク万国博覧会でのこと
（https://ja.wikipedia.org/wiki/フ ュ ー
チャラマ）で、1999年に恐怖の大王の襲来
を予言したノストラダムスが予言集を書き留めたの
が16世 紀 で あった（https://ja.wikipedia.
org/wiki/ミシェル・ノストラダムス師の
予言集）
。
さて、今回、巻頭言の執筆の機会を得たので、
「未来」をキーワードに、それぞれの時代で、当
時の人々が、どのような「未来」を描いてきたの

2000年のパリの人々がオペラを後にして空中旅行を
するという未来予想図。アルベール・ロビダ、1902
年頃（https://ja.wikipedia.org /wiki/未来 より）
。

【著者紹介】久田 真（ひさだ まこと）
1990年京都大学工学部交通土木工学科を卒業後、東京工業大学・助手、新潟大学・助教授、（独）土木研究所・主任研究員を経て
2009年より現職。2014年に同大・工学研究科に設置されたインフラ・マネジメント研究センターのセンター長に就任。
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特集

公共工事の生産性の
向上にむけて
～インフラ分野におけるDXの推進～
我が国は、現在、人口減少社会を迎えているが、潜在的
な成長力を高めるとともに、新たな需要を掘り起こしてい
くため、働き手の減少を上回る生産性の向上等が求められ
ています。また、産業の中長期的な担い手の確保・育成等
に向けて、働き方改革を進めることも重要であり、この点
からも生産性の向上が求められています。社会全体の生産
性を高め、人々の成長期待を高めることができれば、企業
の設備投資や賃上げ、さらには個人消費の拡大が促されます。
これが企業の一時的な需要の喚起にとどまらない持続的な
経済成長につながり、さらにその成果が働く人に分配され
ることによる好循環が期待されます。一方で、このたびの
新型コロナウイルス感染症発生を契機とし、公共工事の現
場において非接触・リモート型の働き方に転換するなど、感
染症リスクにおいても強靱な経済構造の構築を加速するこ
とが喫緊の課題となっています。
これまで国土交通省では、2016年度から建設現場の生産
性を高めるため、ICT施工やBIM/CIMをはじめとする３次
元データの活用等、i-Constructionを推進してきたところで、
将来的には測量から設計、施工、維持管理に至る建設プロ
橋梁架替工事における CIM の活用による鉄筋配置の可視化
（本号Ｐ
21〜23「インフラを守る時代の i-Conctruction」
セス全体を３次元データで繋ぎ、新技術･新工法･新材料の
より）
導入、利活用を加速化していくことを目指しています。今後、
さらに社会経済状況の激しい変化に対応し、インフラ分野
においてもデータとデジタル技術を活用したDX（デジタル
トランスフォーメーション）施策により、国民のニーズを
基に社会資本や公共サービスを変革すると共に、業務その
ものや、組織、プロセス、建設業や国土交通行政における
文化・風土や働き方の変革を進めることが重要です。
今号の特集では「インフラ分野におけるDXの推進と今後
の展開」について概説するとともに、地方整備局・地方公
共団体等によるDXの推進に積極的に取り組んでいる事例に
ついて紹介します。
特集担当：野坂 周子
国土交通省 大臣官房 技術調査課 技術企画官
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特集 公共工事の生産性の向上にむけて〜インフラ分野におけるDXの推進〜

インフラ分野におけるDXの推進と今後の展開
〜国土交通省におけるインフラ分野のDXの加速化に向けた取組〜
た

なか

よう

田 中

すけ

洋 介＊

デジタル社会への変革が求められる中、インフラ分野においても生産性向上や働き方改革等を含めた
DX（デジタル・トランスフォーメーション）が推進されている。本稿では、インフラ分野のDXの加速
化に向けて国土交通省が省横断的に進める取組状況に加え、具体的な事例紹介を行う。

1．はじめに

化が図られるよう、全体最適の考え方を導入し、サ

我が国は、現在、人口減少社会を迎えており働き

プライチェーンの効率化、生産性向上を目指すこと、

手の減少を上回る生産性の向上等が求められている。

③国債等の活用により年度末に集中する工事量を平

そこで、国土交通省では、令和７年度までに建設現

準化することをトップランナー施策として推進する

場の生産性を２割向上することを目指して平成28

他、BIM/CIM等の３次元データの利活用促進や

年度より「i-Construction」の取組を推進している。

「i-Construction」を推進するための広報等、建

具体的には、①建設現場において調査・測量、設計、

設現場の生産性を向上させるための様々な取組を推

施工、検査等のあらゆる建設生産プロセスにおいて

進してきた（図−１）。

ICT（情報通信技術）を活用すること（図−１）、

また、今般の新型コロナウイルス感染症を踏まえ、

②設計、発注、材料の調達、加工、組立等の一連の

政府を挙げたデジタル社会への変革が求められる中、

生産工程や、維持管理を含めたプロセス全体の最適

国土交通省においてもデジタルを積極的に活用し、

測量

設計

ドローン(レーザースキャナ)や
準天頂衛星システム(みちびき)を
活用し、効率化、高密度化した
面的な3次元測量
準天頂衛星
（みちびき）

測量
ドローン
GPS

維持管理
ロボットやセンサーによる
管理状況のデジタルデータ化、
3次元点検データによる可視化

3次元モデルによる可視化と
手戻り防止、4D(時間)、5D(コスト)
による施工計画の効率化

設計

機器活用による測量

2次元図面による設計

主 桁

横 桁

検査路

横 構

維持管理

施工

人手が必須な点検作業

労働力を主体とした施工

3Dデータ
VR

施工

自動化
ビックデータ

ロボット
AI

建設生産プロセス全体を3次元データで繋ぐ
ロボット、AI技術の開発

社会への実装

10
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３次元設計データ等を通
信

国際標準化の動きと連携
バーチャルシティによる
空間利活用
○○km

図－１
＊国土交通省 大臣官房 技術調査課 課長補佐

自動運転に活用できる
デジタル基盤地図の作成

ICT施工の工種拡大、
3次元データに基づく施工、
デジタルデータ活用による
新技術の導入拡大等

建設生産プロセスを３次元でつなぐ

これまでの建設現場の生産性向上はもとより職員自

的な伝承等に取り組むこととしている。具体的には、

身の働き方改革等も含めたインフラ分野のDX（デ

無人化・自律施工による安全性・生産性の向上やパ

ジタル・トランスフォーメーション）を推進してい

ワーアシストスーツ等による苦渋作業の減少による

るところである。

安全で快適な労働環境の実現、AI等による点検員

本稿では、これら取組を含めた、国土交通省にお

の判断支援やCCTVカメラ画像を用いた交通障害

けるインフラ分野のDXに関する最新状況を紹介する。

自動検知等によるAI等を活用した暮らしの安全確

2．インフラ分野のDXの取組状況（令和２年度）
インフラ分野のDXの加速化に向け、国土交通省
では、省横断的に取組を進めるべく、
「国土交通省
インフラ分野のDX推進本部」を令和２年７月29日
に設置するとともに、第１回本部会議を開催した。
その後、令和２年10月19日に第２回本部会議、令
和３年１月29日に第３回本部会議を開催した。

保、人材育成にモーションセンサー等を活用するな
ど熟練技能をデジタル化した効率的な技能習得等の
取組である（図−３）。
ü ロボットやAI等により施工の自動化・自律化や人の作業の支援・代替を行い、危険作業や苦渋作業を減少
ü AI等を活用し経験が浅くても現場で活躍できる環境の構築や、熟練技能の効率的な伝承を実現

AI 等を活用し暮らしの安全を確保

安全で快適な労働環境を実現

AI 等による点検員の「判断」支援

無人化・自律施工による安全性・生産性の向上
＜研究開発＞
• 産学官共同の建設基盤を整備し、無人化施工、
自律施工に向けた研究開発を推進

• AIにより点検画像
から変状を自動検
出し、点検員の
「判断」を支援
VR遠隔操作

CCTV カメラ画像を用いた交通障害自動検知

シミュレータを活用した自律運転の研究開発

第２回本部会議では、インフラ分野のDX施策概

＜鉄道分野＞
• 運転免許を持たない乗務員による列車
運行や乗務員なしでの列車運行を実現

• カメラ画像を活用した
ＡＩによる交通障害の
自動検知

ＧＰＳ

要を議論し、その中で、大きく４つの方向性で取組
を推進することとした。

＜空港分野＞
• 自車位置測定装置等による空港
除雪作業の省力化を実現

熟練技能のデジタル化で効率的に技能を習得

乗務員の添乗による自動運転

パワーアシストスーツ等による苦渋作業減少

１点目は、「行政手続きや暮らしにおけるサービ
スの変革」である。これは、デジタル化による行政

人材育成にモーションセン
サー等を活用

• 身体負荷の軽減や視覚・判断の補助を行
うパワーアシストスーツ等を導入し、苦渋
作業を減少

• センサーにより熟練技能を見
える化し、効率的な人材育成
手法を構築

パワーアシストスーツを活用したガレキ撤去の例

図－３

手続き等の迅速化や、データ活用による各種サービ

出典 芝浦工業大学

蟹澤研究室研究より

ロボット・AI等の活用で人を支援することによる、
現場や暮らしの安全性の向上

スの向上を図る取組である。具体的には、特殊車両

３点目は、「デジタルデータを活用した仕事のプ

通行手続き等の迅速化や港湾関連データ基盤の構築

ロセスや働き方の変革」である。これは、調査・監

等による行政手続きの迅速化に加え、ITやセンシン

督検査用務における非接触・リモートの働き方の推

グ技術等を活用したホーム転落防止技術の活用や

進や、データや機械の活用により日常管理や点検の

ETCによるタッチレス決済の普及等に取り組むこ

効率化・高度化を図る取組である。具体的には、衛

ととしている（図−２）
。

星を活用した被災状況把握等による調査業務の変革、
画像解析や３次元測量等を活用した監督検査の効率

ü 手続きのデジタル化やオンライン化を進め、行政手続き等の迅速化を推進
ü デジタルデータの利活用を進め、暮らしの利便性や安全性を高めるサービスを提供

暮らしにおけるサービス向上

行政手続き等の迅速化

ＩＴやセンシング技術等を活用したホーム転落防止 技術等の活用促進

特車通行手続き 等の迅速化
•

•

電子申請システムの導入等に
よる、特殊車両通行手続きの即
時処理や、道路占用許可、特定
車両停留施設の停留許可手続
きの効率化を実現
ETC2.0等を活用し違反車両の
取り締まりを高度化

推奨経路を
表示可能に

• ＩＴやセンシング技術等を活用した視覚障
害者の転落事故の未然防止、安全な誘導
等により、駅ホームでの更なる安全性を
向上

直進3m
です

推奨経路

通行可
条件付通行可

連
携

連
経路を遠隔
携

ETC によるタッチレス決済の普及

で確認

ü 調査・監督検査業務における非接触・リモートの働き方を推進し、仕事のプロセスを変革
ü デジタルデータ活用や機械の自動化で日常管理や点検の効率化・高度化を実現

• 駐車場やドライブスルーなど、高速道
路以外の多様な分野へのETCを活用
したタッチレス決済の普及・拡大

港湾関連データ連携基盤の構築
令和２年７月よりケンタッキーフライドチキン
（相模原中央店）での試行運用を実施中

港湾全体の電子化
港湾物流手続

陸運
船社

船腹予約

施設利用等の行政手続
申請

荷主

S/I

税関
海貨

施設情報

施設
利用者

港湾
管理者

監督検査業務の変革

調査業務の変革

▲ETC2.0

▲自動重量計測装置

図−２

検・管理業務の効率化等を図る取組である（図−４）
。

自動重量計測装置

重量を遠隔
で確認

港湾全体の電子化により、
• 物流手続・行政手続の効率
化、遠隔・非接触化を実現
• 施設の効率的なアセットマ
ネジメントを実現

化やリモート化に加え、AI活用や技術開発により点

暮らしの安全を高めるサービス

衛星を活用した被災状況把握
• ドローン等によ
る港湾施設の被
災状況の把握
人工衛星

長時間先の水位予測情報の提供

許可

• 国管理の洪水予報河川すべてで、洪
水予報の発表の際に６時間先までの
水位予測情報を一般に提供し、河川
の増水・氾濫の際の自治体の災害対
応や住民避難を促進

６時間先までの水位予測情報の提供（イメージ）
氾濫危険水位超過をより早期に察知
実績 予測
氾濫危険水位

港湾工事

行政手続きや暮らしにおけるサービスの変革

２点目は、
「ロボット・AI等の活用で人を支援す
ることによる、現場や暮らしの安全性の向上」であ
る。これは、ロボットやAI等の活用により危険作
業や苦渋作業の減少を図るとともに、経験が浅くて
も現場で活躍できる環境の構築や、熟練技能の効率

監督検査の省人化・非接触化
ドローン

• 衛星画像等を用
いた変位推定・
計測

＜港湾分野＞
• ドローンや水中
音響測深機によ
る３次元測量を
行い、監督・検査
をリモート化

• 画像解析や
３次元測量
等を活用し、
出来形管理
の効率化を
実現

ドローン

音響測深

点検・管理業務の効率化
点検の効率化
＜遠隔臨場＞
• 映像解析等により遠隔
で出来高を確認
ステレオカメラ

受注者１名

執務室

＜鉄道分野＞
＜道路分野＞
＜河川分野＞
＜空港分野＞
• パトロール車両に搭載した • レーザーを活用した、トンネル等の変
• 点群データから、樹木繁茂量 • 滑走路等の舗装点
状検出や異常箇所の早期発見等を可
カメラからリアルタイム映像
や樹高の変化、土砂堆積・侵 検において、画像解
能とするシステムの開発による、鉄道
をAI技術により処理し、舗
食量等を定量的に把握
析によりひび割れの
装の損傷判断を効率化
施設の保守点検の効率化・省力化
自動検出等を実現

発注者監督員
エリアマーカー

受注者管理職員 ウェアラブルディバイス等
（映像・音声）

レーザースキャナー

日々の管理の効率化
＜河川分野、空港分野＞
• 堤防除草作業並びに出
来高計測を自動化する
技術を開発
• 予め登録したルートに従
い、着陸帯の草刈りを自
動化

図－４

※道路用のデータ計測車両を
鉄道台車に搭載し、けん引

＜下水道分野＞
• 遠隔監視制御によ
る複数施設の共同
管理

変状の検出例

＜道路分野、空港分野＞
• 衛星による走行位置の
確認やガイダンスシス
テムによる投雪装置の
自動化等により除雪作
業の効率化・省力化を
実現

オペレータ
による 車両
運転

 ジタルデータを活用した仕事のプロセスや
デ
働き方の変革
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４点目は、
「DXを支えるデータ活用環境の実現」

組の方向性を議論し、それに基づき、令和３年２月

である。これは、スマートシティ等と連携し、デー

９日にインフラ分野のデジタル・トランスフォー

タの活用による社会課題の解決策の具体化に加え、

メーション（DX）施策を公表した（図−６）
。

その基盤となる３次元データの活用環境を整備する
取組である。具体的には、都市の３次元モデルを構

3．インフラ分野のDXの取組状況（令和３年度）

築し、各種シミュレーションによるユースケースの

さて、上述の通り、インフラ分野のDX施策を公

開発に加え、データ活用の共通基盤となる位置情報

表したところであるが、令和３年度からは、それを

の基盤整備、さらには３次元データの保管・活用や

より具体的に進めるべくアクションプランの策定に

通信環境の整備等を進める取組である（図−５）。

着手することとした。また、国土交通省の内外に
「インフラ分野のDX」をより分かりやすく説明す

第３回本部会議では、インフラ分野のDX施策概

るため、その概要を改めて整理した。

要のそれぞれに紐付く個別施策の整理や将来的な取

まず、
「インフラ分野のDX」

ü スマートシティ等と連携し、デジタルデータを活用し社会課題の解決策を具体化
ü ＤＸの取組の基盤となる３次元データ活用環境を整備

とは端的に言うと、「デジタル

デジタルデータを用いた社会課題の解決

技術の活用でインフラまわりを

データ活用の基盤整備

社会課題の解決策の具体化
• 全国約50都市に
て3D都市モデル
を構築し、シミュ
レーション等
ユースケースを
開発

＜データ連携基盤＞
• 国土、経済、自然現象等に関
するデータを連携した統合的
なプラットフォームの構築

交通

多
種
環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ 多
様
×
まちづくりのデジタル基盤
健康福祉
（都市部局が保有するデー
公衆衛生
タの連携・オープン化）

地図・地形
データ

行政

住民
企業
エリマネ団体
多様な主体による利活用
全体最適・市民参画・機動的なまちづくり

国土交通データプラットフォーム 施設・構造
物データ

気象データ

エネルギー
データ

交通（人流）
データ

防災データ

＜国家座標＞
• 調査・測量、設計、
施工、維持管理
の各施策の位置
情報の共通ルー
ル「国家座標」基
盤の構築
座標が一致することにより
ICT施工等に貢献

＜人流データ＞
• 人流データを計測・活用
し、客観的な情報にもと
づく施策等を展開
センサー・カメラで
人の流量を検知

ICカード等で
ICカード等で
人の流量を検知
人の流量を検知

携帯端末・基地局情報
から人の流量を把握

3 次元データ等を保管・活用環境の整備
＜通信環境構築＞
• 本省・国総研、各
地整間の高速
（100Gbps）ネット
ワーク環境を構築

＜港湾分野＞
• データの標準化やク
ラウドの活用により、
BIM/CIM活用を推進

現在 100Mbps
今後 100Gbps

係船柱

岸壁

周辺環境を含めた施工計画の作成

可視化による
干渉チェック作業の効率化

＜公共建築＞
• 官庁営繕事業における3
次元モデル活用や、設
計・施工間のデータ引渡
しルールの整備

まず１点目の「手続きなどい
〇社会経済情勢の変化
・行政のデジタル化を強力に推進
・技術革新の進展（Society5.0）
・新型コロナウイルス感染症に対応する
等
「非接触・リモート化」の働き方
インフラ分野においてもデジタル化・スマート化を強力に推進する必要

・将来の人手不足
・ 災害対策
・ インフラ老朽化の進展 等
生産性向上を目指し、i-Constructionを推進

【インフラ分野のDX】
○社会経済状況の激しい変化に対応し、インフラ分野においてもデータとデジタル技術を活用して、国民のニーズを基に社会資本
や公共サービスを変革すると共に、業務そのものや、組織、プロセス、建設業や国土交通省の文化・風土や働き方を変革し、
インフラへの国民理解を促進すると共に、安全・安心で豊かな生活を実現

行政手続きや暮らしにおける

ロボット・ AI 等活用で人を支援し、

デジタルデータを活用し仕事の

サービスの変革

現場の安全性や効率性を向上

プロセスや働き方を変革

行政手続き等の迅速化
• 特車通行手続き等の迅速化
• 河川の利用等に関する手続のオ
ンライン化
• 港湾関連データ連携基盤の構築

暮らしにおけるサービス向上

安全で快適な労働環境を実現

調査業務の変革

• 無人化・自律施工による安全性・生
産性の向上
• パワーアシストスーツ等による苦渋
作業減少
• 地域建設業のICT活用
• 鉄道自動運転の導入

• 迅速な災害対応のための情報集
約の高度化
• 衛星等を活用した被災状況把握
• 遠隔操作・自動化水中施工等
• 道路分野におけるデータプラット
フォームの構築と多方面への活用

• ＩＴやセンシング技術等を活用した AI 等の活用による作業の効率化
ホーム転落防止技術等の活用促進 • AI等による点検員の「判断」支援
• ETCによるタッチレス決済の普及
• CCTVカメラ画像を用いた交通障害
自動検知等

暮らしの安全を高めるサービス

熟練技能のデジタル化で
効率的に技能を習得

• 水位予測情報の長時間化
• 遠隔による災害時の技術支援

• 人材育成にモーションセンサー等を
活用
• CCUSとマイナポータルの連携

誰もが簡単に図面を理解

モ
ノ

代表事例

具体的なアクション

どこでも可能な現場確認

誰でもすぐに現場で活躍

ＤＸを支えるデータ活用環境の実現

• 監督検査の省人化・非接触化
• 公共通信不感地帯における遠
隔監督・施工管理の実現
• 映像解析を活用した出来形確認

点検・管理業務の効率化
• 点検の効率化・自動化
• 日々の管理の効率化
• 利水ダムのネットワーク化や水害
リスク情報の充実
• 危機管理型水門管理
• 行政事務データの管理効率化

3 次元データ活用環境の整備

•
•
•
•

• 3次元データ等を保管・活用環境の整備
• インフラ・建築物の3次元データ化
• 国土交通データプラットフォームの構築

l 令和2年12月にETC専用化を打ち出すと共
に、民間サービス等にETCを活用したタッチ
レス・キャッシュレス決済などを推進し、暮ら
しの利便性を向上
l 経験が浅いオペレータでも吹雪時に除雪機
械の安全運転を可能とする運転支援技術を
令和3年度より導入

監督検査業務の変革

デジタルデータを用いた社会課題の解決
まちづくりのデジタル基盤の構築
データ活用の基盤整備（国家座標）
人流データの利活用拡大のための流通環境整備
公共工事執行情報の管理・活用のためのプラット
フォーム構築

国
民

l 国管理の洪水予報河川全てで、現在より3時
間長い6時間先の水位予測情報の一般提供
を令和3年出水期から開始し、災害対応や避
難行動等を支援

l 建設現場における作業員の身体負荷軽減
等を図るため、令和3年度よりパワーアシス
トスーツの試行を20程度の現場で開始

業
界

職
員

l ローカル５Gの活用による一般工事への無
人化施工の適用拡大に向け、令和3年度よ
り建設DX実証フィールドにて世界最先端の
研究開発を開始
l 作業員の夜間作業の軽減と点検精度向上
に向け、３次元点群データを用いた鉄道施
設点検システムについて、令和2年度より実
証試験を行うとともに、令和3年度には点検
対象とする鉄道施設を拡大

l 三次元データ等を一元管理し、受発注者間
等で共有を図るDXデータセンターを令和3年
度より運用開始
l 防災ヘリの映像をAI解析し、浸水範囲等をリ
アルタイムで地図化する技術を令和3年度中
に実用化し、被害全容把握を迅速化
l 災害時の技術支援の遠隔化に向けた実証
を令和３年度に本格化

図－６ インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション（DX）の施策
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にいなくても現場管理が可能

体的に述べる。

取組の背景

知
識
・
経
験

ションをよりリアルに」「現場

その３つについて、以下で具

DXを支えるデータ活用環境の実現

〇建設現場の課題

行
動

に ア ク セ ス 」「 コ ミ ュ ニ ケ ー

（図−７）。

※BIM/CIM：Building/Construction Information Modeling, Management

図－５

た。また、具体的な施策を「手

に」の３つの観点から整理した

インフラ・建築物の 3 次元データ化
＜土木施設＞
• 小規模を除く全ての
公共工事における
BIM/CIM※原則適用
に向け段階的に適用
拡大

を変革」する、ということとし
続きなどいつでもどこでも気軽

3 次元データ活用環境の整備

＜3次元データの保管・活用＞
• 工事・業務で得られる3次元
データや点群データ等を保
管し、自由に閲覧が出来、
データの加工が出来るデー
タセンターを開発

スマートにし、従来の『常識』

月刊「建設」22-01

つでもどこでも気軽にアクセ
ス」であるが、これはインフラ
に関係する諸手続やサービスに
ついて、その利便性向上を図る
もので、例えば、特殊車両通行
手続きの効率化や民間事業者・
港湾管理者における手続きの効
率化・非接触化、高速道路やそ
の他多様な分野におけるETC
等によるキャッシュレス化・
タッチレス化などが挙げられる。
次に２点目の「コミュニケー
ションをよりリアルに」につい
ては、対象者の内外を問わず、

インフラ分野のＤigitalＸformation

Ｄigital

～デジタル技術の活用でインフラまわりをスマートにし、従来の「常識」を変革～

利用・サービス

デジタル

国民の生活、社会活動、経済活動

収集

exp) ドローン

より便利に
申
請
書

より理解しやすく

インフラ

提供
exp) API※

○24時間 365日
○ワンストップ
○リモート化、タッチレス

○ビッグデータのフル活用
○三次元の図面/映像
○AR/VR

※application program interface

exp) 5G高速通信

手続きなどいつ
でもどこでも気
軽にアクセス

コミュニケー
ションをよりリ
アルに

Safe：安全 Smart：賢く Sustainable：持続可能

ﾈｯﾄﾜｰｸ

Ｘformation

管理者

建設業界

調査・設計・施工・維持管理、災害対応

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
exp) クラウド環境

少人数・短時間で
効率的に

現場にいなくて
も現場管理が可
能に
○自動化・自律化
○遠隔化
○省人化

・・・etc

図－７ インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション（DX）の概要

より理解しやすいコミュニケーションを図るもので、

4．事例紹介（DXデータセンター、国土交通

例えば、水害リスク情報の３次元での提供によるリ

データプラットフォームの構築）

アルに認識できるリスク情報の提供や、官庁営繕事

それぞれのDXに関する取組を推進することは重

業におけるBIM活用などが挙げられる。

要であるが、こうした取組で得られたデータ等の利

続いて３点目の「現場にいなくても現場管理が可

活用促進や、データを連携し横断的に活用すること

能に」であるが、これは本誌の読者であれば容易に

により新たな価値を創造していくことも重要な取組

理解できるであろう。すなわち、従来から進めてい

である。その事例を紹介する。

る建設現場の生産性向上を図る取組みである

１）DXデータセンター

「i-Construction」に包含されるICT施工について、

国土交通省では、令和５年度までの小規模なもの

その更なる拡大、といったイメージとなる。具体的

を除く全ての公共工事でBIM/CIMを原則適用する

には、受注者・発注者を問わず、建設現場の省人化

予定であり、調査・計画・設計・施工・維持管理の

や効率化の更なる追求を図るものであり、例えば建

一連のプロセスにおいてBIM/CIM等の３次元デー

設施工における自動化・自律化の促進やAI・ICT・

タを積極的に活用していくことを目指している。各

新技術の導入による道路の点検・維持管理の高度化・

事業段階でBIM/CIMを活用していくためには、調

効率化などが挙げられる。

査・計画・設計の段階からBIM/CIMを導入し、そ

また、
上記３つの観点に加え、位置情報の共通ルー

の後の施工・維持管理の段階においてもBIM/CIM

ル（国家座標）の推進やDXデータセンターの整備

を連携、発展させ、事業プロセス全体にわたって関

などといった、「インフラ分野のDXを支える仕組

係者がBIM/CIMを活用して情報共有を行うための

みや基盤の整備」も重要である。

システムを構築する必要がある。また、このシステ

令和３年11月５日に開催した第４回国土交通省

ムを利用してBIM/CIM 等の３ 次元データを活用

インフラ分野のDX推進本部会議では、上記の「イン

していくためには、大容量データの蓄積、表示、編

フラ分野のDX」の概念について認識共有をすると

集、受渡し、検索等を円滑に行えることが不可欠で

ともに、
主な施策の進捗紹介や、年度内のアクション

あ る。 そ こ で、 国 土 技 術 政 策 総 合 研 究 所 で は、

プラン策定に向けた今後のスケジュールについて議

BIM/CIM等の３次元データを一元的に保管し、活

論を行った。

用するためのシステムとして、DXデータセンター
の構築を進めている。
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DXデータセンターの構築により、国土交通省の

データ約200件、さらに、全国幹線旅客純流動調査

直轄事業の業務や工事で作成されるBIM/CIMを一

のデータや浸水想定区域等の防災に関するデータ等

元 的 に 保 管 し、 保 管 し た デ ー タ の 表 示 や 検 索、

の表示・検索・ダウンロードが可能となっている。

BIM/CIMを共有したWEB 会議等を行うことが可

今後は、３次元データを含む電子成果品のほか、

能となる。今後は、施工管理と検査、構造物点検、

他省庁や民間、地方公共団体などが保有するデータ

災害対応等の現場においてBIM/CIMをさらに広く

との連携拡大に取り組んでいく予定である。

活用できる環境を整備するために、現場で使用する
タブレット端末等を介してDXデータセンターに接

5．おわりに

続し、BIM/CIMを容易に取り扱うことができるア

本稿では、国土交通省が推進しているインフラ分

プリケーションソフトを開発し、実装していく予定

野のDXの取組について紹介した。新型コロナウイ

である。

ルス感染症の発生を契機に時代の転換点を迎える中、

２）国土交通データプラットフォームの構築

陸海空のインフラの整備・管理により国民の安全・

上記BIM/CIM等の３次元データを含む各種デー

安心を守るという使命と、より高度で便利な国民

タを連携する基盤として、
「国土交通データプラッ

サービスの提供を担う国土交通省が、学界や民間と

トフォーム」の構築にも取り組んでいるところであ

連携・協調を図りつつ、インフラ分野のDXの先導

る。これまで、
国・地方自治体の保有する橋梁やトン

役を果たしていきたいと考えている。

ネル、ダムや水門などの社会インフラ（施設）の諸
元や点検結果に関するデータ約８万件、全国のボー

注意）本稿は執筆時点（令和３年11月中旬）で

リング結果などの地盤データ約25万件、平成30年

の情報である。インフラ分野のDXの最新状況につ

度の発注の直轄工事のBIM/CIMデータ10件と３次

いては、国土交通省HPなども適宜、参照されたい。

元点群データ約570件、地方公共団体の電子納品
【著者紹介】 田中 洋介（たなか ようすけ）
平成22年国土交通省入省（土木職）。道路局高速道路課係長、外務省在ミャンマー日本国大使館二等書記官、東北地方整備局道路部道路計
画第一課長、内閣官房（インフラ投資推進担当）参事官補佐を経て、2021年10月より現職。
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後手

持駒
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九段

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

角銀

５分………………初段
（解答は80頁）

桂
歩

和雄

〔ヒント〕
初手に絶妙手あり。

持駒

〔あなたの棋力は？〕

飛

石田

先手

白のダメヅマリをとがめ
る基本的な手筋です。

なし

〔ヒント〕

飛

先

誠

歩歩
玉
歩
金

黒

土井

香桂

出題

特集 公共工事の生産性の向上にむけて〜インフラ分野におけるDXの推進〜

小規模現場に対応するICT技術
〜ICT施工の更なる普及を目指して〜
ふる

かわ

しん

古 川

いち

伸 一＊

国土交通省では2016年度から建設生産プロセスにおいてICT等を活用するi-Constructionに取り組ん
でおり、2025年度までに建設現場の生産性を２割向上させることを目標としている。地方公共団体や中小
企業へ更なる普及を目的に、小規模現場を対象とした取組みについて紹介する。

1．はじめに

施件数が年々増加しており、2020年度では直轄工

我が国の人口構造に起因する労働力不足は全産業

事で対象になり得る工事のうち約８割で実施され、

に共通する課題であるが、建設産業においては、他

図−２のとおり延べ作業時間が約３割縮減するなど

産業と比較して就業者の高齢化が進んでいる。

の効果が現れている。一方、地方自治体における

国土交通省では、2016年度から調査・測量から

ICT施工の実施率は約２割にとどまっている。

設計、施工、検査等のあらゆる建設生産プロセス
においてICT等を活用するi-Constructionに取り

ICT施工の実施状況

表−１
＜ICT施工の実施状況＞

単位：件

組んでおり、2025年度までに建設現場の生産性
を２割向上させることを目標としている（図−１）。

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

＜都道府県・政令市の実施状況＞
工種

2016年度
［平成28年度］

公告
件数

公告件数

８４

土 工

単位：件

2017年度
［平成29年度］

３３％

実施率

平均施工数量：33,171㎥

図−１

うちＩＣＴ
実施

８７０

２９１

2018年度
［平成30年度］
公告
件数

うちＩＣＴ
実施

２，４２８
２２％

５２３

2019年度
［令和元年度］

2020年度
［令和2年度］

公告
件数

うちＩＣＴ
実施

公告
件数

３，９７０

１，１３６

７，８１１

２９％

うちＩＣＴ
実施

１，６２４

２１％

約３割 縮減

生産性向上のイメージ

2．ICT施工の現状と課題
i-Constructionの取組みは「ICTの全面的な活用」
「全体最適の導入」
「施工時期の標準化」の３つのトッ
プランナー施策から構成されている。
ICT 施工については、表−１に示すとおり、実

※ 活用効果は施工者へのアンケート調査結果の平均値として算出。
※ 従来の労務は施工者の想定値
※ 各作業が平行で行われる場合があるため、工事期間の削減率とは異なる。

図−２

ICT施工における縮減効果（土工）

＊国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課 施工安全企画室 施工調整係長

月刊「建設」22-01

15

また、中小建設業におけるICT施工の経験企業の

ワーキンググループ（以下「本ワーキンググループ」

割合も図−３に示すとおり、受注企業全体の約半分

という）」を設立した。本ワーキンググループには、

にとどまっており、中小建設業への普及拡大が課題

多様な意見をいただけるように、小規模建設工事の

となっている。

発注者となる地方公共団体の担当者や同様にICT施

■一般土木工事の等級別ICT施工経験割合
（2016年度～2020年度の直轄工事受注実績に対する割合）

工を進めている農林水産省の担当者にも参加いただ
いた。

3．ICT普及促進ワーキンググループの開催
本ワーキンググループでは、地方公共団体や農林
水産省のICT施工の取組みや課題について報告をい
ただいた。その結果、数字に差違はあるものの、以
下のような課題があることがわかった。
・ICT施工の実施件数は増えてはいるが、大幅な
増加はしていない。
図−３

一般土木工事の等級別ICT施工経験割合

「i-Construction」を更に推進していくためには、

・ICT施工では、小規模な現場ではICT施工にか
かるコストが高いため実施できない。

全国の建設現場にICT施工が浸透する必要があり、

そこで、本ワーキンググループでは、小規模な現

そのためには地方自治体工事を担う中小建設業者へ

場でも、現状のICT施工よりも安価で使用できる技

の普及・拡大が不可欠である。ただし、中小建設業

術について検証を実施することとした。

が受注する小規模の建設現場では、従来のICT建機

１）試行技術

での施工ではコスト的に不利となる場合が多く、

現在ICT施工が最も実施されている工種が土工で

ICT施工が普及しない一因となっている。また、汎

あり、その中でも小規模現場で多種多様な場面で使

用品を使用した計測技術など様々な新技術が開発・

用される小規模土工で使用が期待できる小型バック

実用化されてきているが、中小企業では人材不足も

ホウのマシンガイダンス技術を対象とした（写真−

手伝い、新しい技術を活用する環境が整っていない

１）。また、施工後の出来形計測技術として、汎用

状況である。

機器であるスマートフォンのLiDAR機能を使用す

例えば、都市部や市街地で行う修繕工事等ではド
ローンによる測量が困難である。TLS等を用いた

る出来形計測技術もあわせてそれぞれ２技術につい
て検証することとした。

レーザ測量を行う場合でも障害物があり、複数回測
量を実施しなければならないなど効率的な出来形管

測位方法
(測量器）

理（面管理）が困難な状況が発生している。
また、小規模な現場ではマシンコントロールによ
る施工を行っても機械の稼働率が低く、コスト面で
割高となるケースがあり、このようなことから、小

断面管理

型の建設機械に対応したマシンガイダンス技術など
も開発されている。
こうした状況を受け、小規模の現場に対応した
ICT技術等について現場実証を行い、基準類を策定

施工機械（小型ﾏｼﾝｶﾞｲﾀﾞﾝｽ機）
ナビゲーション

し、「だれでも」
「どんなときでも」ICT技術を活用
できるような環境整備を行うため、
「ICT普及促進

16

月刊「建設」22-01

写真−１

小型バックホウによるMG施工（イメージ）

また、試行は今年度に運用を開始した、国土技術
政策総合研究所の「建設DX実験フィールド」を使
用し実施した（写真−２）
。
●出来形計測模型
スマホを活用した出来形計測技術（2技術）
土工構造物模型

地下埋設物模型
小型BH(A)
スマホ計測

遠隔操作室

小型BH(B)

写真−３

●土工フィールド
小型バックホウのマシンガイダンス技術（2技術）

写真−２

小型バックホウのMG施工状況

建設DX実験フィールド

建設DX実験フィールドは、インフラ分野のDX
の取組みを推進することを目的とした研究施設で、

点群データ

３次元計測技術やBIM/CIM等を活用した構造物の
施工管理や検査、点検に関する技術開発を行うため
の実物大の「出来形計測模型（土工構造物模型、橋
梁模型、配筋模型、地下埋設物模型）
」
、５G等を活
用した無人化施工や自動・自律施工に関する技術開
発を行うための「土工フィールド」で構成されてい
る施設である。

写真−４

スマートフォンを活用した出来形計測実施状況

２）試行内容
⑴ 小型バックホウのマシンガイダンス技術

4．おわりに

マシンガイダンス機能付きの小型バックホウを

今回の小規模現場に対応した技術について試行を

用いて「土工フィールド」にて、以下の条件によ

行った結果、両技術とも小規模現場に対応が可能で

る床堀を実施した（写真−３）
。

あった。今後、詳細な精度等の結果を確認し、現場

・事前に作成した３次元設計データを入力して
おき、オペレータはガイダンス画面を確認し
ながら施工を行った。

導入が可能なように各基準類の整備を実施していき
たい。
また、本取組みのほか、ICT施工に関する研修や

・現況にバケットをタッチすることで、座標を

講習会の実施、ICT施工に関する様々なアドバイス

計測して簡易的に設計面を作成し、オペレー

を受けることができるICTアドバイザー制度の導入

タはガイダンス画面を確認しながら施工を

などの中小建設業へ向けたICT施工普及の取組みを

行った。

実施している。今後も課題解決にに向けた取組みを

⑵ スマートフォンを活用した出来形計測技術
LiDAR機能を持っているスマートフォンを用

進め、さらなる建設現場の生産性向上に努めていき
たい。

いて「地下埋設物模型」を使用し、埋設物用に掘
削された出来形に対し、スマートフォンのLiDAR
機能を利用し、出来形計測を実施した（写真−４）
。
【著者紹介】 古川 伸一（ふるかわ しんいち）
昭和50年生まれ。平成６年度国土交通省関東地方整備局入省（機械職）。国土交通省関東地方整備局関東技術事務所施設技術課係長、江戸
川河川事務所施設管理課係長、企画部施工企画課係長を経て現職。
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特集 公共工事の生産性の向上にむけて〜インフラ分野におけるDXの推進〜

「広島デジフラ構想」による効果的・効率的な
インフラマネジメント
〜小さく始めて改善を繰り返す。失敗を恐れない。〜

しも

かげ

下 隠

しゅん さく

俊 作＊

広島県土木建築局においては、建設分野における調査・設計・施工から維持管理のあらゆる段階におい
て、デジタル技術を最大限に活用し、官民が連携してインフラをより効果的・効率的にマネジメントして
いくため、目指す姿や具体な取組案をとりまとめた「広島デジフラ構想」を令和３年３月に策定した。そ
の概要について紹介する。

1．はじめに
近年、AI／IоT、ロボティクス等のデジタル技
術や ビ ッ グ デ ー タ を 活 用 し た デ ジ タ ル ト ラ ン ス
フォーメーション（DX）と呼ばれる潮流が、世界
的に巻き起こっている。
広島県では、この潮流を、新たなサービス・付加

2．現状と課題
構想策定に当たり整理した、本県の抱える現状と
主な課題は次のとおりである。
１）自然災害の激甚化・頻発化

価値の創出による生産性向上や競争力強化といった

地球温暖化等による異常気象により、全国各地で

経済発展と、人口減少、少子化・高齢化に伴う労働

甚大な被害をもたらす気象災害が頻発しており、本

力不足や地域活力の低下などの社会課題の解決の双

県においても、平成30年７月豪雨により、県内全

方を実現させる好機と捉え、令和３年10月に策定

域で土砂災害や河川の氾濫が多数発生し、多くの尊

した県の総合戦略である「安心▷誇り▷挑戦 ひろ

い命が奪われたほか、県民生活や経済活動の基盤と

しまビジョン」において、
「先駆的に推進するDX」

なるあらゆるインフラにも多大な被害が生じた。

を全ての施策を貫く視点の一つとして掲げた。

このような大規模災害等による被害を防止又は軽

また、全庁横断的な組織である「広島県DX推進

減させるためには、デジタル技術やデータを活用し

本部」を令和元年７月に設置し、DXの取組を推進

計画的なハード整備や維持管理をより効果的・効率

するとともに、県内の企業・事業者、教育機関、行

的に推進することや、災害リスク情報等の的確な発

政等がデジタル技術やデータを有効活用して、将来

信や防災教育の高度化など、ソフト対策の更なる充

の広島県を創っていくための実践を促すことを目的

実・強化が必要となっている。

として、これらの関係者が参画する場である、
「広島

２）デジタル化やデータ利活用の遅れ

県DX推進コミュニティ」を令和２年11月に創設した。

広島県土木建築局では、これまで個々の業務にお

このような中、広島県土木建築局においては、建

いて、システム導入などによる効率化を進めてきた

設分野における調査・設計・施工から維持管理のあ

が、未だ書面・対面で行う業務が多く残っている状

らゆる段階において、デジタル技術を最大限に活用

況である。

し、官民が連携してインフラをより効果的・効率的

また、インフラデータに関しても、個々の業務毎

にマネジメントしていくため、目指す姿や具体な取

に構築されたシステムなどの要因により、道路・河

組案をとりまとめた「広島デジフラ構想」を令和３

川などの分野間や国・市町などの施設管理者間での

＊広島県 土木建築局 建設DX担当課長

18

年３月に策定した。
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4．具体な取組案

データ連携ができておらず、誰でも自由に利活用で

40項目の取組案の中からいくつかを紹介する。

きる形で公開するオープンデータ化も進んでいない
状況である。

１）インフラマネジメント基盤（DoboX）の構築・

このような状況を改革し、利便性などの県民サー

運用拡大

ビスの更なる向上や新たなビジネスモデルへの転換

現状

将来像
・県保有データのみならず，様々な主体が保有するデータ
が一元化・オープン化されている。
・オープンデータの利活用によって，新たなビジネスやイ
ノベーションが創出されている。

・道路の規制情報や河川の観測情報等のインフラデー
タは，施設ごとに構築したシステム等で個々に管理して
おり，施設管理者間で連携できる状態となっていない。
・オープンデータ化が十分でないため，民間企業等での
データの利活用が進んでいない。

につなげるために、インフラデータを官民で利活用
できる仕組みを構築することが必要となっている。

（イメージ図）
学術機関

県が保有している
データを
活用したい

3．目指す姿と取組体系

1

実
現
成
果

ラン」に掲げる県土の将来像の実現に向けて、次の

R３年度

・
「県民の利便性向上」

・オープンデータの順次
拡充
・モデルアプリケーショ
ンの順次運用開始

R４年度 R５年度 R６年度

具
体
な
取
組

・システム設計・開発
・モデルアプリケーション開
発・既存システムの改修
・国，市町，民間とのデータ
連携調整

3

公開APIの利用

官民協働でのチャレンジ
アプリケーションの開発・利用

業務の効率化

民間によるアプリ開発・利用

3次元データの整備・活用

インフラデータの他分野活用

データカタログ（検索・閲覧・ダウンロード）

インフラマネジメント基盤（DoboX）

保有システム
県保有システム

R７年度

アプリケーション

ドローン・モバイルデータ

県データ

市町システム
市町システム

民間等データ

R8年度以降

広島デジフラ構想 取組期間

・
「県民の安全・安心の向上」

将来計画

・システムの順次拡張
・モデルアプリケーション開発
・新たなデータの整備
・市町，民間とのデータ連携拡大
（R3：3市町，R4：6市町，R5：10市町，R6：15市町，R7：23市町）

図－１ ①-01：インフラマネジメント基板（DoboX）の構築・運用拡大

・
「建設分野の生産性向上」

「現状」は

・
「持続的な変革」
目指す姿と取組分類

取組分類

建設分野の生産性向上

新たなサービスを
提供したい

オープンデータ化

国/市町データ

・
「新たなサービス・付加価値の創出」

目指す姿

・ＤｏｂｏＸの運用開始，県民や民間事業者等のオ
ープンデータ利用開始
・モデルアプリケーションによる新たな情報発信
・国土交通データプラットフォームとのデータ連携

行政業務を
効率化したい

民間等データとの連携

市町システム
市町システム

５つの姿を目指す。

Ⅰ.新たな
サービス・
付加価値の
創出

2

データの一元化
・オープン化

国/県/市町

土木・インフラ事業者

オープンデータを
活用して
チャレンジしたい

県保有データの一元化・高度化

本構想では、上位計画である「社会資本未来プ

表－１

県民

民間企業

自社が持つ
データを
広く活用してほしい

具体な取組案（抜粋）

・道路の規制情報や河川の観測情報等のインフラ
データは、施設毎に構築したシステム等で個々

①データの一元
化・オープン化

・インフラマネジメント基盤（DoboX）の構築，運用拡大
・地盤情報のオープンデータ化

に管理しており、施設管理者間で連携できる状

②価値ある
データの整備

・県土全体の３次元デジタル化
・都市計画基礎調査結果のオープンデータ化

態となっていない。

Ⅱ.県民の
安全・安心
の
向上

③災害リスク
情報の発信

・個人ごとに異なる災害リスク情報のリアルタイム発信
・洪水予測などの水害リスク情報の高度化

④異常気象時
の業務効率化

・画像情報等の充実・強化
・ダム放流操作の精度向上を支援するシステムの構築

Ⅲ.県民の
利便性向上

⑤円滑な物流・
人流の実現

・ビッグデータを活用した主要渋滞箇所における交通円滑化対策
の実施
・デジタル技術を活用した港湾物流の高度化・効率化

Ⅳ.建設分野
の生産性向
上

⑥効率的な
事業の推進

・主要構造物におけるCIMの完全実施（i-Constructionの推進）
・ＡＩなどを活用した地形改変箇所等の抽出

⑦維持管理の
高度化・効率化

・除雪作業における支援技術の構築
・IoTやドローン等を活用した獣害防止対策の構築

⑧人材育成と
官民連携

・建設分野におけるデジタルリテラシー向上に係る研修の実施
・建設分野におけるＤＸ推進のための官民協働体制の構築

Ⅴ.持続的な
変革

・オープンデータ化が十分でないため、民間企業
等でのデータの利活用が進んでいない。
という状況であるが、「将来像」として
・県保有データのみならず、様々な主体が保有す
るデータが一元化・オープン化されている。
・オープンデータの利活用によって、新たなビジ
ネスやイノベーションが創出されている。
というころを目指している。

また５つの目指す姿の実現に向けて、8つの取組
分類で体系的に区分し、
・データの一元化・オープン化のための、インフ
ラマネジメント基盤（DoboX）の構築
・価値あるデータの整備として、県土全体の３次
元デジタル化
・個人ごとに異なる災害リスク情報のリアルタイ
ム発信

「具体な取組」として、令和３年度は
・システム設計・開発
・モデルアプリケーション開発
・既存システムの改修
・国、市町、民間とのデータ連携調整
令和４年度以降は
・システムの順次拡張
・モデルアプリケーション開発

など、40項目の具体な取組案を推進することとし

・新たなデータの整備

ている。取組期間は令和３年度〜令和７年度までの

・市町、民間とのデータ連携拡大

５年間とする。

を考えている。

月刊「建設」22-01
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・実証規模を拡大し、データ蓄積、崩落予測技術

「実現成果」として、
・DoboXの運用開始による県民や民間事業者等

を構築
に取り組むこととし、令和４年度から

のオープンデータ利用開始
・モデルアプリケーションによる新たな情報発信

・実証結果を踏まえ、本格運用する技術を決定

・国土交通データプラットフォームとのデータ連携

・本格運用に向けたシステム改修等
を行う予定としている。また、令和５年度以降は

運用開始後も
・オープンデータの順次拡充

・法面崩落予測システムを本格運用

・モデルアプリケーションの順次運用開始

・道路利用者の安全の確保
・予測保全による効果的・効率的な維持管理の実現

を考えている。

に向けて取り組んでいく。

２）法面の崩落予測技術の構築
現状
・委託業者による週１回の道路巡視など，人の目により
法面や構造物の変状の有無を確認している。
・法面崩落や落石について，事前に予測し対応すること
が困難なため，事後的な対応になることが多い。

将来像
・道路法面や構造物のより効果的・効率的な整備が行われ
ている。
・崩落等により予測される災害などを未然に防ぐことがで
き，道路利用者の安全が確保されている。

（イメージ図）

前兆把握

崩落予測

事前対策

R４年度 R５年度 R６年度 R７年度
広島デジフラ構想

【実証実験第二段階】
・課題を解決する効果が高いと判断さ
れた技術について，実証実験を継続
・実証規模を拡大し，データ蓄積，崩
落予測技術を構築

図－２

R８年度以降

取組期間
【実用化に向けたシステム改修等】
・実証結果を踏まえ，本格運用す
る技術を決定
・本格運用に向けたシステム改修等

・「分野（縦割りの壁）を越える」
・「様々な関係者を巻き込む」

・道路利用者の安全の確保
・予測保全による効果的・効率的な維持管理の実現

R３年度

具
体
な
取
組

道路管理者

法 面

法面崩落等の事前予測は困難

この「広島デジフラ構想」を推進するにあたり、
・「ユーザーファースト（県民起点）で考える」

目視

実
現
成
果

5．おわりに

将来計画

【本格運用の開始】
・法面崩落予測システムを本格運用

⑦-02：法面の崩落予測技術の構築

「現状」は
・委託業者による週１回の道路巡視など、人の目
により法面や構造物の変状の有無を確認している。

・「小さく始めて改善を繰り返す」
・「失敗を恐れない」
の５つを基本的な取組姿勢と定めた。
また、具体な取組案は、今後、デジタル技術の進
展や取組の進捗状況などにより、他分野への応用や、
複数の取組を組み合わせた新たな取組への発展など
も見込まれるため、毎年度フォローアップを実施し、
取組内容やロードマップの見直しを行うこととして
いる。この構想の推進にあたっては、これからどの

・法面崩落や落石について、事前に予測し対応す

ように実践していくのかが肝心であり、引き続き、

ることが困難なため、事後的な対応になること

「失敗を恐れずに」積極的に取り組んでまいる所存

が多い。

である。

という状況であるが、「将来像」として
・道路法面や構造物のより効果的・効率的な整備
が行われている。
・崩落等により予測される災害などを未然に防ぐ
ことができ、道路利用者の安全が確保されている。
というところを目指している。
この取組は令和２年度から開始しており、令和３
年度は実証実験第二段階ということで
・課題を解決する効果が高いと判断された技術に
ついて、実証実験を継続
【著者紹介】 下隠 俊作（しもかげ しゅんさく）
昭和44年生まれ。山口大学大学院社会建設工学専攻。平成５年広島県入庁。福山土木建築事務所、都市計画課、危機管理課、東京事務所、
道路企画課、議会事務局、河川課、東部建設事務所三原支所次長を経て現職。
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特集 公共工事の生産性の向上にむけて〜インフラ分野におけるDXの推進〜

インフラを守る時代のi-Construction
〜効率的な社会インフラの維持管理に向けて〜
うえ

の

上 埜

まさ

き

一 樹＊

財源や人材に限りがある中においても、安全で安心な市民生活を支えるため、将来にわたり、社会イン
フラを適切に管理していくことが重要である。本稿では、本市におけるICTを活用した効率的な社会イン
フラの維持管理の取組みについて紹介する。

1．はじめに

シティの実現に向け、リアルタイムに変動するさま

道路や公園をはじめとした社会インフラは、安全

ざまな情報を市内全域に張り巡らせたLPWA※１ 通

で安心な市民生活や社会経済活動を支える都市の基

信 網 か ら、 都 市OS※ ２ に 位 置 付 け たIoTプ ラ ッ ト

盤であり、富山市においても、人口増加に伴う市街

フォームへ集約し、複合的に分析・可視化すること

地の拡大を背景に、現在に至るまで多くのインフラ

によって、幅広いサービスへの展開を実現する「富

が整備されてきた。

山市センサーネットワーク」を構築した。

しかしながら、近年、急速な少子・超高齢化社会

「富山市センサーネットワーク」の目的は、集約

の進行や本格的な人口減少時代を迎え、行財政運営

したデータを利活用することにより、新たなサービ

が一層厳しさを増す中、多くが高度経済成長期を中

スの提供や行政事務の効率化を図ることで、市民の

心に整備されてきた社会インフラが、老朽化に伴う

QOL（Quality of life）を高めることである。

大規模な修繕や更新時期を一斉に迎えることは明ら

本市では、市が管理する準用河川等に設置した水

かであり、老朽化した施設の更新や適切な維持管理

位計からのリアルタイムの水位情報を、この「富山

の継続が課題となっている。
こうしたことから、限られた財源や社
会インフラの管理を担う人材等の減少が
課題となる中においても、将来の世代に
過度な負担を残すことなく、健全な社会
インフラを適切に管理し、業務の効率化
を図るため、本市では、
「富山市センサー
ネットワーク」などのICTを活用した社
会インフラの維持管理に取組んでいる。

2．富山市センサーネットワークを
活用した河川管理
本市では、ICTを活用して都市機能や
サービスを効率化・高度化するスマート

図−１

富山市センサーネットワーク

＊富山市 建設部 建設政策課 主査
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市センサーネットワーク」を活用して収集しており、

なっており、速やかに通行止めの対応を行うなど、

本年４月より、豪雨時における市民の自助・共助に

安全な通行の確保を図っている。

役 立 て て も ら う こ と を 目 的 に、Toyama Smart
City Square（富山市情報公開サイト）※３で水位情
報を公開している。
10 分ごとに水位情報
が更新

注意水位

実績水位

図−２

リアルタイムの水位情報

3．GPSを活用した道路除雪情報システム

写真−１

センサーの設置状況

5．橋梁架替工事におけるCIMの活用

市道の除雪業務においては、GPSを活用した除

橋梁の架替工事においては、CIMを活用し、複

雪情報システムを構築し、除雪機械の運行管理を行

雑な鉄筋配置の可視化を行うことにより、円滑に工

うほか、これまで除雪作業後に除雪業者が作成し、

事を進めることができたほか、地域の方々への工事

市へ提出していた作業報告書について、市にて当シ

説明に当たっては、CIMによりイメージ図を作成

ステムにより出力することが可能となったことから、

することで、工事の流れを分かりやすく周知するこ

事務作業の省力化を図ることができた。今後は、除

とができたものと考えている。

雪機械の稼働状況をリアルタイムで把握するため、
システムの更新を予定している。

図−３

道路除雪情報システム

4．モニタリングシステムによる橋梁の異常
検知
老朽化した橋梁においては、センサーを設置する

22

図−４

CIMの活用状況

6．道路占用許可申請システムの構築と工事
予定情報の市民公開

ことで、橋梁の異常を検知した場合、モニタリング

市道の道路占用に係る手続きにおいては、これま

システムにより自動で担当職員へ通知が届くことと

で、紙媒体のみで事務処理を行っていたが、電子申

月刊「建設」22-01

7．i-Construction
推進シンポジウムの
開催
令和元年10月には、ICT
の活用等により建設生産シ
ステム全体の生産性向上を
図り、魅力ある建設現場を
目指すことを目的に、本市
において、
「i-Construction
推進シンポジウム」を公益
図−５

富山市ライフライン共通プラットフォーム

財団法人日本建設情報技術
センター等と開催した。

請システムの構築を行い、インターネットでの申請

当日は、国や県、市、建設事業者など約180名が

を可能としたことにより、利便性の向上を図った。

参加し、ICTを活用した工事や橋梁保全等の取組み

また、電気やガス、通信などのライフライン情報

状況に関する事例紹介とともに、講演者と参加者と

を官民で共有するため、
「富山市ライフライン共通

の意見交換が行われるなど、i-Constructionに関

プラットフォーム」を構築することにより、平時に

する理解を深めることができたものと考えている。

おけるライフライン関連工事の安全性向上だけでは
なく、災害時においても情報の把握や発信に活用す
ることができるとともに、災害復旧の迅速化を期待
することができるものと考えている。

8．おわりに
本市としては、今後とも、センサーネットワーク
などのICT技術を幅広く活用していくことにより、
日常における社会インフラの安全確保だけではなく、
豪雨や大雪等の災害時における情報収集、市民への
情報発信など、市民にとって安心・安全なまちづく
りを進めてまいりたいと考えております。
【用語解説】
※１ LPWA（Low Power Wide Area）：
消費電力を抑えて遠距離通信を実現する通信方法である。
通信速度は、数kbpsから数百kbps程度と携帯電話システ
ムと比較して低速なものの、一般的な電池で数年から数
十年にわたって運用可能な省電力性や、数kmから数十km
もの通信が可能な広域性を有している。
※２ 都市OS：
ス マートシティ実現のために、物流、医療、福祉、防災
等の様々な分野の新たなサービスを導入するためのデー
タ連携基盤。
※３ Toyama Smart City Square（富山市情報公開サイト）
富山市センサーネットワークを介してIoTセンサーから収
集した情報や富山市ライフライン共通プラットフォーム
の道路工事予定情報等、スマートシティ事業に関連する
情報を公開するWEBサイト。

写真−２

シンポジウム開催状況

【著者紹介】 上埜 一樹（うえの まさき）
平成17年富山市役所入庁（土木職）。建設部河川港湾課、道路課、都市整備部交通政策課、富山県周辺地区整備課などを経て令和２年４月
より現職。
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特集 公共工事の生産性の向上にむけて〜インフラ分野におけるDXの推進〜

すさみ串本道路におけるAI技術やCIMの活用
〜道路事業における生産性向上を目指して〜
みず

かみ

ゆう

水 上

すけ

裕 介＊

紀南河川国道事務所では、紀伊半島１周高速道路の供用に向け、事業を推進するとともに、建設業の生
産性向上のため、ICT技術を積極的に活用している。これらの取組状況について、紹介する。

1．はじめに

け、工事推進中である。

一般国道42号すさみ串本道路（図−１）は、近

紀南河川国道事務所では、生産性向上を目指した

畿自動車道紀勢線と連続し、和歌山県西牟婁郡すさ

CIMの導入やAI技術の活用にも取り組んでおり、

み町と東牟婁郡串本町との間を結ぶ延長19.2㎞の

本稿ではその一例を紹介する。

む

ろ

自動車専用道路であり、災害時の信頼性・安全性の
確保等を目的に2014年度に事業化された。事業中

2．AI地山判定システムのトンネルへの適用

の串本太地道路（2018年度事業化）
・新宮道路（2019

山岳トンネル工事の掘削にあたっては、施工者は

年度事業化）
・新宮紀宝道路（2013年度事業化）と

毎日の切羽観測を行い、地山性状を適切に評価して

合わせて紀伊半島を１周する「命の道」として早期

いるが、近年ではICT技術の進歩に伴い、画像解析

供用が期待されており、2025年春の全線開通に向

やAIを活用し定量的に地山性状を把握する開発が
■工事進捗状況

すさみ町里野東地区
■津波発生時のイメージ図

国道42号の約 6 割が
浸水のため通行不能

国道42号

図−１
＊国土交通省 近畿地方整備局 紀南河川国道事務所 工務第三課長
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すさみ串本道路の概要

すさみ串本道路

数多く試行されており、すさみ串本道路でも二色

特に起点側、終点側の両坑口部付近ではAI出力と

トンネル（仮称）
（延長365m）において、受注者

観察評価が共に大きい値となりトンネル技術者の評

の清水建設（株）が開発したAIを用いた地山判定

価結果が再現されていると考えられる（図−５）。

システムの実証実験を行った（図−２）
。

図−２

学習に用いた観察評価

AI地山判定システムの処理フロー

観察評価

AI 予測評価

図−３ 学習区間50mまでの結果

まず、
「切羽写真」「切羽３次元形状データ」を用

学習に用いた観察評価

いて、
「風化」および「割れ目」状態の特徴量を数

観察評価

AI 予測評価

値化する。「風化」状態は、岩石が風化すると茶褐
色に変色することを利用して風化している状態を３
段階に分類した。
「割れ目」状態は、切羽の３次元
形状データから変換したDEM画像で表現される割

図−４ 学習区間200mまでの結果

れ目の大きさにより３段階に分類した。風化および

学習に用いた観察評価

割れ目の段階を分類するため切羽写真から切り出し

AI 評価

た画像を教師データとしてディープラーニング学習
（転移学習）した画像分類モデルを構築することで、
画像分類モデルに切羽の分割画像を入力すると分割
毎の風化および割れ目状態が数値化される。
「穿孔エネルギー値」はトンネル掘削前に10箇所

図−５ 全ての切羽観察結果で学習した結果

の穿孔を行って計測し、硬軟を表す特徴量とした。

AIシステムの学習と予測を行った結果、切羽判

これらの切羽から取得した「切羽写真」
「切羽３次

定への適用性は確認できた。今後は、さまざまな岩

元形状データ」
「穿孔エネルギー値」の３要素を用

種や風化変質程度の地質に対しての実施と検証を行

いて切羽評価点の予測を行い、トンネル習熟技術者

うことにより切羽判定の精度向上が実現できると考

の切羽評価結果との関係性を機械学習した「地山判

えられる。

定モデル」により切羽評価点のAI判定を実施した。
掘削開始の位置から50m区間のデータで学習さ

3．橋梁詳細設計におけるCIMモデルの活用

せたモデルではAI出力が観察評価に比べ大きい値

CIM（Construction Information Modeling/

を出力した。これは学習データが少ないため掘削当

Management）は、計画・調査・設計段階から構

初の低土被り区間のデータの割合が多く特徴量から

造物の属性情報を付与した３次元モデルを導入する

切羽評価点が比較的高い値を出力するモデルとなっ

ことにより、一連の建設生産システムの効率化・高

たためと考えられる（図−３）
。地山判定モデルの

度化を図ることを目的としているものであり、紀南

学習データ数を増やし学習区間を200mにした結果、

河川国道事務所では、一般国道42号すさみ串本道

地山判定モデルの教師データ数が増えたことで特徴

路の橋梁詳細設計において活用している。本稿では、

量に対する観察評価パターンが増え、全体的に誤差

その活用状況等について紹介する。

が小さくなった（図−４）。また、切羽観察した全

１）鉄筋干渉照査（熊谷川第一橋（仮称））

観察評価を地山判定モデルの学習に用いた場合は、
全体的に切羽観察結果へさらに近づく結果となった。

橋台や橋脚は鉄筋が複雑に交錯しており、要所毎
に配筋を記した二次元図面では、鉄筋同士の干渉の

月刊「建設」22-01
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発見が困難な場合がある。熊谷川第一橋（仮称）で

4．鉄筋出来高自動計測の試験導入

は、CIMモデルを作成することで未然に干渉を防

鉄筋を用いる工事では、鉄筋出来高計測が必要だ

ぐため、鉄筋の干渉照査を十分に行った。ただし、

が、鉄筋径・背筋間隔の計測→計測結果の記録→立

CIMを用いた干渉照査には、詳細度400以上のモデ

会検査→写真撮影→帳票作成までの作業が非常に煩

ルが必要であり、CIMモデルの作成に多大な労力

雑で手間がかかるものとなっている。
事務所発注の橋梁下部工事において、デプスカメ

を要することが課題である（図−６）
。
２）維持管理面での安全性検証（田並川橋（仮称））

ラ（２つの赤外カメラをステレオ視することにより、

田並川橋（仮称）では、下部工検査路が橋脚側面

物体までの距離や形状を認識するカメラ）を用いて

及び上面に計画されており、双方を往来可能な梯子

配筋状況を３次元的に把握し、鉄筋の本数・鉄筋径・

も設置される予定であるが、CIMモデルを作成し

鉄筋ピッチを自動計測することで、写真撮影者１人

様々な角度から手摺りの高さの妥当性を検証するこ

で出来高計測が可能となった（写真−1、２）
。

とで、側面図の手摺りの高さが梯子の昇降時に掴む
には不十分と判明した（図−７）。これに加え、点
検時の動線や視界をシミュレーションすることで、
安全管理への活用も考えられる。
写真−１ 従来の出来高計測 写真−２ 出来高自動計測の状況

これにより、計測時間の短縮が図られただけでな
く、準備・後片付けや調書作成の時間が大幅に短縮
し、省力化を実現した（図−８）。

図−８

図−６

従来手法と自動計測における所要時間比較

5．遠隔臨場の導入

鉄筋干渉の確認例

従来の対面での臨場に代わり、WEBを利用した
遠隔臨場を一部で導入している。ウェアラブルカメ
ラ・タブレット等からインターネットを通じて検査
を行うことで、作業効率の向上を実現した（図−9、

1,100

写真−３）。

6,480

1,450
単位:mm
図−７

検査路改良の例
図−９
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従来手法と自動計測における所要時間比較

6．おわりに
今後、労働力不足も予想されるが、建設業は地域
のインフラの整備やメンテナンス等の担い手である
と同時に、災害時には最前線で地域社会の安全・安
心の確保を担う地域の守り手として、今後も国民生
活や社会経済を支える大きな役割を担うことから、
建設業の生産性向上は急務である。本稿で紹介した
写真−３

遠隔臨場の様子

AI技術やCIM活用の取組については、技術的な課
題も確認されており、設計や施工の現場に適用する
ことで、直ちに生産性を向上させるような類いのも
のとはなっていないが、今後も引き続き様々な新技
術の活用に努め、事業の早期完成と建設業の生産性
向上の一助となるよう尽力したい。

【著者紹介】 水上 裕介（みずかみ ゆうすけ）
平成26年国土交通省入省（総合土木職）。国土交通省中国地方整備局岡山国道事務所、岡山河川事務所、道路局高速道路課係長を経て現職。

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
雪が積もる積雪地域または寒冷地域は、日本全体の何％でしょうか？
１．32％
２．42％
３．52％
４．62％
※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！！

i-Constructionの事例
が勉強になったにゃ

12月号の答え

４. 富士山の頂上
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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特集 公共工事の生産性の向上にむけて〜インフラ分野におけるDXの推進〜

水門・陸閘自動閉鎖システムの整備と今後の課題
〜東日本大震災津波の教訓を生かして〜
いの

うえ

井 上

まさ

と

雅 人＊

岩手県では、東日本大震災津波の甚大な被害を教訓に、安全かつ迅速に沿岸地区の水門・陸閘を閉鎖す
ることにより、津波からの被害を最小限に抑えるため、水門・陸閘自動閉鎖システムの整備を進めている。
本システムの概要とこれからの課題について紹介する。

1．はじめに

されている。システムすべての状態を監視すること

平成23年３月、岩手県は東日本大震災津波によ

が可能で、消防庁から津波警報等が発表された場合、

り甚大な被害を受けた。特に津波による被害が甚大

閉鎖指令を被制御所へ一斉に送信する機能を有する。

であり、津波が迫る中、水門や陸閘 を閉鎖するた

制御所は22局あり、各地の合同庁舎、各市町村

めに操作員が沿岸部に向かったことにより被災して

等に設置されている。制御所では、設置されている

しまった。

公所が管轄する門扉の状態監視および手動による遠

※

この事実を踏まえ、防潮堤とそれに付随する陸閘、

隔操作が可能となっている。

河口に水門を整備するにあたり、門扉を現地に行か
ずに自動で閉鎖できるシステムを構築できないかを
議論し、水門・陸閘自動閉鎖システムを整備するこ
ととなった。
今回は、この水門・陸閘自動閉鎖システムの概要
と、今後の課題について紹介するものである。

2．水門・陸閘自動閉鎖システム
１）概要
水門・陸閘自動閉鎖システムは、消防庁が全国瞬

写真−１

小本川水門（岩泉町）

時警報システム（J-ALERT）にて発表する津波警
報等を衛星回線を利用した通信方式で受信し、それ
を契機に各水門・陸閘へ衛星回線を通じて一斉に閉
鎖指令を送信し、各水門・陸閘がその指令を受信す
ることで閉鎖が開始されるという仕組みである。
２）システム構成
本システムは、統制局、制御所、被制御所から構
成されている。
統制局は２局あり、県庁と沿岸広域振興局に設置
＊岩手県 県土整備部 河川課 海岸担当 主任
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写真−２

神林３号陸閘（宮古市）

陸閘

消防庁

安全・警報設備（サイレン、電光表示板等）
周
辺

衛星回線

津波警報等
発表

統制局

通
知

制御所

陸
閘

衛星からの情報
を受信する

統制局

県庁
釜石合庁

津波警報等受信
(Jアラート)

自動閉鎖指令
［メイン］

陸閘の扉が
動いています。

避
難
方
法

陸閘から
避難します。

警報

閉鎖完了

閉鎖

陸閘は通れないため、
避難階段から避難します。

スピーカー

サイレン、音声に
より注意を促す
津波警報が
発令されました
至急高台に
避難してください

回転灯

制御所

合庁
市町村
消防署等

閉鎖開始

動
作

アンテナ

消防庁

海岸周辺にいる人や車両に
音声、光、文字等で避難を
知らせます。
放送

光により注意
を促す

手動操作による
制御・監視
［バックアップ］

挟み込み防止装置

人や車両の挟まれを検知する

図－１

システム概要図

被制御所は150局あり、統制局からの閉鎖指令を

を受信してもすぐに閉鎖を開始せず、回転灯・スピー

受信し、門扉を閉鎖する。また、現地での門扉の手

カー等によりこれから陸閘が閉鎖することを周囲に

動操作が可能となっている。

知らせるため待機時間を設けている。その待機時間

3．システムの整備

が経過したら陸閘が閉まり始めるが、陸閘の間に人
がいたり車などが停車していた場合、閉鎖に支障を

一斉自動閉鎖指令が出されるのは津波警報等が発

きたす可能性があるため、陸閘に挟み込み防止装置

表された場合であり、特に大地震発生時が多いと考

を設置した。挟み込み防止装置に障害物が当たった

えられる。その際にこのシステムを確実に作動させ

場合には陸閘が停止し、数秒後に再度閉動作を開始

るため、あらゆる不測の事態を想定し、確実に一斉

する仕組みとなっている。その動作を複数回繰り返

閉鎖するようなシステム構成とした。

した後、全閉となるまで閉動作を続ける設定となっ

１）衛星通信方式採用

ている。また、閉鎖が完了した後でも人の避難が可

本システムは、衛星通信方式を採用している。岩

能となるよう、陸閘の近くに避難用階段を設置して

手県は、面積が広く、起伏が激しい地形のため有線

いる。

通信、無線通信方式で整備すると多額の整備費用が

３）確実性の向上

かかると試算されたこと、東日本大震災の際、ほとん

衛星通信方式は天候の影響を受けやすく、降雨時

どの通信方式が使用できない中、衛星電話が使用可

などに通信が遮断されてしまう場合がある。自動閉

能であり連絡手段として非常に役立ったという経緯

鎖指令を各門扉に送信する統制局を内陸と沿岸部に

があり、衛星通信方式を採用した。

整備することで、冗長性を向上させた。

２）自動閉鎖時の安全の確保

また、津波が発生するほどの地震が発生した場合、

陸閘は人・車の往来があるため、閉鎖時の安全を

停電する可能性が高いと考え、システムが稼働不能

確保する必要があるとともに、津波から避難する時

とならないよう統制局と被制御所に非常用発電機を

間を確保する必要があることから、陸閘は閉鎖指令

設置し、停電後約３日間電源供給が可能とした。

月刊「建設」22-01
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4．今後の維持管理と課題
システムを常時正常な状態に保つため、維持管理

あたりの点検時間はそれほどかからないが、現地に
赴く時間がかなりかかる箇所もあるため、１日で複

が非常に重要であるが、自動閉鎖対象門扉の箇所数

数箇所点検するのは難しい。各地区に職員を配置し、

が非常に多く、広範囲に設置されているため、維持

点検を実施しているが、通常業務もあるため、人員

管理が難しい課題となっている。

が不足しているのが現状である。

１）システムの監視
統制局には平日の日中職員が出勤しているため、
異常が発生してもすぐに対応が可能であるが、夜間・

また、全174局の年次点検を業者に委託して実施
しているが、全局を点検し終わるのには半年ほどか
かると見込んでいる。

休日は異常発生時に即座に対応することが難しい。

異常の発生は昼夜いつ発生するかわからない。特

そこで故障自動通報装置を設置し、システムに異

に、夜間に異常が発生した場合、水門・陸閘ともに

常が発生した場合、各担当者に自動でメールが配信

海沿いに設置されているため、暗闇の中作業するの

されるようにした。各担当者はメールを確認し、対応

には危険が伴う。異常発生中に津波が襲来した場合、

が必要かを判断しなければならないが、メールは異

自動閉鎖されず被害が出てしまう可能性があるため、

常の履歴のみを通報するため、システムが現在どの

早急に対応したほうが良いのはそのとおりであるが、

ような状態になっているのか判断することが難しい。

職員の危険や負担が大きくなってしまうため、対応

そのため、
アラーム情報システムを構築し、スマー
トフォン等でどこからでもシステムの状態がわかる
ようにした。

について慎重に議論を続けている状況である。

5．終わりに
本システムは、運用を開始してから約４年が経過
しているが、まだ全国瞬時警報システムによる津波
警報等は発表されていない。当然、このシステムが
あるからといって津波からの被害を全て防ぐことが
できるというわけではないため、沿岸部に住んでい
る方々への住民説明会などの際には必ず高台へ避難
していただくようお願いをしている。
万が一のため整備しているシステムであるが、こ
のまま一度も一斉自動閉鎖が起こらないことを願う
ばかりである。
岩手県HPにてシステムの紹介動画を掲載してい

図−２

アラーム情報システム

２）人員体制の確保
システムの状態は統制局や各制御所にて職員が監
視しているが、実際に現地で点検してみないとわか

るので参考としていただきたい。
https://www.youtube.com/watch?v=_
qYFq_-xLXk
https://www.youtube.com/watch?v=
px0N8zqwzIw

らない異常も少なからずある。そのため、職員によ
る月に１回の巡視点検を実施し、機器の状態や門扉
の劣化等を確認している。月例で行っている１箇所

【用語解説】
※陸閘：防潮堤の間に設置された門

【著者紹介】 井上 雅人（いのうえ まさと）
昭和63年生まれ。東京農工大学電気電子工学科卒。平成23年岩手県入庁（電気職）。発電所管理、工業用水施設管理に従事。
平成31年４月より現職。
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東日本大震災復興事業におけるBIM/CIM活用事例
〜アンケート結果から見えた現状の課題と今後の展望〜
さ

たけ

ゆう

佐 竹

や

裕 也＊

生産年齢人口の減少に伴い、建設現場においては業務の効率化ならびに生産性向上が求められている。
下水道事業においても、BIM/CIMの段階的な普及・導入促進が進められる中、日本下水道事業団東北総
合事務所では試行工事を定め、独自の取り組みの中から有用性の検証や今後の展望について検討を実施し
ている。

1．はじめに
国土交通省は、令和５年度までに小規模を除く全
ての公共工事においてBIM/CIMの原則適用に向け
段階的に適用を拡大している。これを受け、日本下
水道事業団東北総合事務所では、東日本大震災復興
関連事業の一環である石巻市雨水ポンプ場建設にお
いて、受注企業の協力のもと試行工事を選定し、導
入効果の検証を行っているところである。また、全

写真−１

発表者

受注企業を対象に行ったBIM/CIM活用に向けた意

管内受注者を対象に発表者を募り、８人がプレ

識調査（アンケート）結果から、現状の課題並びに

ゼンテーションする中、「施工時の有用性」「維持管

今後の展望を考察するものである。

理への配慮」「活用促進」の３項目をテーマに発表

2．これまでの取り組み

を行うものである。BIM/CIMを導入することで、
「施工時の有用性」では、発注図書と現場の不整合

宮城県石巻市は、東日本大震災の影響で広域的な

箇所を早期に発見することで施工の遅滞・手戻り工

地盤沈下が発生した。降雨による浸水被害を防止す

事の未然防止、「維持管理への配慮」では、管理導

るため、新たに強制排水施設である雨水排水ポンプ

線の適切な確保、
「活用促進」では、３次元レーザー

場の新規建設を行っている。BIM/CIMを活用する

スキャナーを用いて現地測量を行うことによる省力

ことで、現場施工期間の短縮ならびに施設運用時の

化など、多くの効果が報告された。

維持管理性の向上が期待されることから、多くの受

２）情報共有ツールとしての活用

注企業の導入・活用促進を図ることを目的とし、以

雨水ポンプ場の施工を進めるうえで、工事監理者

下の取り組みを実施した。

や関連受注企業、ならびに施主である委託団体との

１）BIM/CIM発表会の開催

合意形成を図る上でのツールとしての活用も行って

建設業界での人材不足が深刻になることが予想さ
れ、BIM/CIMによる現場の効率化が期待される中、
BIM/CIMの普及の一助となるよう「BIM/CIMを
活用した施工計画発表会」を実施した（写真−１）。

いる。
⑴ 工事進捗説明資料としての活用
現場施工期間は、定期的（１回/月）に関係者
間で工事進捗の調整・報告会議を実施している。

＊日本下水道事業団 東北総合事務所 石巻分室 主幹
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提示する資料は従来の工事工程表に加え、図−１

【土木】BIM/CIMモデル

【機械】BIM/CIMモデル

に示すBIM/CIMによる完成イメージ図と現況写
真を対比したものを作成することで、工事進捗状

+

況が視覚的に分かりやすいよう工夫を行っている。
【沈砂池】
No.1し渣搬出用吊上機

No.3粗目スクリーン

No.2粗目スクリーン

No.1粗目スクリーン

【吐出水槽】
管理ゲート

【合成】BIM/CIMモデル

図−２

図−１

３次元モデル（左）と現況写真（右）

⑵ BIM/CIM動画を用いた説明会の実施
BIM/CIMへの理解度向上を目的とした説明会

BIM/CIMモデルの合成

3．アンケート調査
当総合事務所では、BIM/CIMのさらなる導入促
進を図るため、東北管内で施工中の全受注者（85社）

を実施した。従来の２次元（平面・立面）データ

を対象にアンケート調査を実施した。各工事（各受

では完成した姿がイメージし難かったが、可視化

注者）の現状のBIM/CIM導入状況に応じ、質問の

された３次元動画を作成し、工事目的物を明確に

内容・質問の数を変えている。図−３に、導入状況

することで新規入場者の理解度の向上を図り、さ

ごとの質問内容と質問数を示す。

らには若手職員の教育資料として活用されている

アンケートの有効回答数は70／85（社）で、回
答率は82.3％であった。

（写真−２）
。

BIM/CIM導入状況
現場に導入している

導入時期？環境・人材育成状況？
導入費用？導入理由？使用機会？
導入による効果？
【18項目】

会社は導入しているが
現場に導入していない

導入時期？環境・人材育成状況？
導入費用？
【10項目】

将来的に導入予定

導入予定時期？

【7項目】

導入を考えていない

導入しない理由？
導入に対する不安？

【8項目】

図−３
写真−２

説明会の様子

⑶ 関連他工事間の施工チェック

BIM/CIMの導入状況については表−１に示すと
おり、既に会社として導入している受注者が50％、

土木（建築）工事施工者とプラント工事施工者

国 土 交 通 省 のBIM/CIM適 用 期 限 と さ れ て い る

のそれぞれが作成した３次元データ（施工図）を

2023年度までに導入見込みの受注者が66％となっ

重ねることで、相互の施工を“見える化”し、施工

ており、導入予定を含めて導入に積極的な受注者は

の合意形成の迅速化を図ることが出来た。また、

79％であった。ただし、現場で活用中の受注者は

躯体と機器の干渉箇所を早期に発見し対策するこ

17％に留まっているが、今後導入が増加していく

とで不足の手戻り工事の未然防止にも役立てるこ

ものと予想される。

とが出来た（図−２）
。
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質問内容と質問数
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表−１

アンケート結果（導入状況）

▶
▶
▶
▶
▶

導入済み
導入済み（未活用）
導入予定
導入予定無し・外注で対応予定
導入・対応予定無し

導入した利点
１７％
３３％
２９％
１１％
１０％

BIM/CIM導入理由
▶
▶
▶
▶
▶

発注者の指示
採算性または効率性
国交省の取り組みを背景
会社のイメージアップ
その他

８％
２０％
２４％
２４％
２４％

BIM/CIM導入（予定）時期
▶
▶
▶
▶
▶

一昨年以前
昨年から
今年から
Ｒ７年までに
Ｒ７年以降

５８％
６％
２％
２５％
９％

BIM/CIMの環境整備については表−２に示すと
おり、十分・ある程度整っていると答えた割合が
63％、人材については不足と答えた割合が91％と
なった。環境整備が進んでいる半面、技術者不足が
問題となっていることが伺える。
表−２

アンケート結果（人材・環境整備）

充分に整備
充分ではないがほぼ整っている
整備途中

２０％
４３％
３７％

BIM/CIM導入理由
▶
▶
▶

充分に整っている
不足し、教育中
不足し、教育も難航中

▶
▶
▶
▶

情報共有が容易になった
資料作成が容易になった
施工ミスが削減した
人材育成としての活用

７％
７％
７３％
１３％

効率化された業務
▶
▶
▶
▶

打ち合わせ
書類作成
図面作成
その他

表−４

３５％
２７％
３２％
５％

アンケート結果（未導入の理由）

導入する事への不安
▶
▶
▶
▶
▶

業務量・業務時間の増加
技術者育成にかかる時間
既存図面の併用管理による負担
導入費用・運用費用
その他

２８％
２３％
２８％
１８％
３％

導入しない理由
▶
▶
▶
▶

普及面
費用面
人材
その他

２７％
３５％
３１％
７％

の大きさ、技術者の育成に言及する意見が見られた。

環境整備状況
▶
▶
▶

アンケート結果（効率化業務）

表−３

BIM/CIM導入状況

９％
５４％
３７％

4．BIM/CIM活用状況のヒアリング調査
前項のアンケート調査から、導入済で積極的に現
場活用をしている受注者に対して、導入した経緯・
理由、導入による効果と運用における課題、今後の
普及に向けた意見などのヒアリング調査を行った。
１）A社（土木）
⑴ 導入した経緯・理由

既に導入済の受注者に、導入したことによる利点・

都心部の再開発工事の際、複雑な地下部分の取

導入することで効率化された業務を聞いたところ、

り合いを従来の２D図面で行っていると合意形成

図面や書類の作成・管理及び打合せにおいて効率化

に時間がかかることから、試験的に３Dモデルの

が図れるとの回答が多く、導入の利点として施工時

導入を行った。その結果、合意形成の時間が大幅

のミス減少に高い効果が得られているとの回答が最

に削減されたことから他工事でも導入を進めるこ

も多かった（表−３）
。

とになった。

今後も導入予定無しとしている受注者は、費用面、
人材面、現場で自社以外が導入していない際の負担
増加を理由に消極的であった（表−４）
。

⑵ 運用における課題、問題
①技術者不足による３D、２Dモデルの重複
現在、３Dモデルの作図作業を行うことので

その他受注者からの自由意見では、基準整備の必

きる技術者が不足しており、工事では２D、補

要性、発注時にJSから３Dモデルの提供等、活用に

助的に３Dを活用している状況のため、図面の

向けて積極的な意見が多かったが、費用面での負担

重複が発生している。
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②基準の不足

⑶ 今後の普及に向けて

工事へBIM/CIMを導入する際に、設計デー

受注した案件については、継続して点群データ

タの提供方法、納品レベル、詳細度（図−４）

の活用を行っていく予定である。点群データから

等が制定されておらず、協力業者との協議にう

３Dモデルへの変換ができるソフトを導入し、他

まく活用できていないとのことであった。

の３DCADに対応できるよう整備を進めるほか、

詳細度

100

200

300

400

サンプル

）
図−４ 詳細度イメージ図（出典：BIM/CIMガイドライン（案）

⑶ 今後の普及に向けて

VRを用いた現地確認についても導入に向けて動
いているとの事であった。

5．今後の取り組み
これまで行ってきた取り組みから、BIM/CIMを

社内外で技術者育成の研修を行っており、土木

導入することで合意形成の迅速化、施工の手戻り・

業界全体で地中埋設物の３Dモデルを作成・共有

ミスの減少に効果がある反面、技術者不足や詳細度

することにより、施工のスピードアップを図るべ

の基準等の課題が見えてきている。また、未導入の

く国へ呼びかけを行っているとの事であった。

受注者に関しては、費用、人材面が大きな問題となっ

２）B社（プラントメーカー）
⑴ 導入した経緯・理由
ダム工事において現地実測が困難なケースがあ

て い た。 今 後 は 以 下 の 内 容 に 取 り 組 み な が ら、
BIM/CIM普及を促進させていきたい。
１）BIM/CIM導入推進活動

り、３D点群スキャナを活用し、現場の３Dモデ

これまでに当総合事務所で実施してきた推進活動

ル化を行ったことがスタートとなっている。下水

や、アンケート調査結果によるBIM/CIM導入によ

道事業においては、新設・既設ともに点群データ

る効果と課題を踏まえつつ、今後新たに契約した受

を活用することで、現場調査時間の短縮、配管ス

注者への導入促進の働きかけを積極的に行っていく

ケ ル ト ン の 作 図 が 可 能 と な り、 設 計 時 に 干 渉

ものである。

チェックを行うことで手戻りを削減できている。
⑵ 運用における課題、問題
①技術者の不足

一方、実施設計からBIM/CIMが導入され、その
データが現場へ確実に引き継ぐことで受注者の負担
は大幅に軽減されるなど、プロジェクト全体の業務

現状ではBIM/CIMを扱える技術者が非常に

効率化に寄与するものと考える。このため、早期に

少なく、現在施工しているポンプ場の３Dモデ

建設工事全体のBIM/CIM導入・運用に向けた制度

ルは全て外注で行った。今後は３Dモデルに精

整備が必要である。

通した技術者を集め、作図については外注によ

２） 将来的なBIM/CIMによるPDCAサイクルの実

り対応、データ統合整理については自社で行う

現に向けて

方針との事。

実施設計段階からBIM/CIMが導入された建設工

②基準面の不足
推奨ソフト、詳細度の基準等が明確に制定さ

事においては、現場運用時に情報の拡充、さらには
更新・改善等を図り、関係者間で情報共有するなど、

れていないため、詳細度を高く設定することは

一連の施工プロセスにおいて業務効率の向上・高度

メーカーノウハウが流出してしまう心配がある。

化が期待できる。これらのプロセスの中でブラッ

詳細度を250−300程度に抑えることで３Dモ

シュアップされた３次元データは、施設引渡し後に

デルの提供を受けられるようメーカーに働きか

維持管理者に引き継がれ、高水準の維持管理体制の

けているとの事。

構築に寄与できるものと期待している。

【著者紹介】 佐竹 裕也（さたけ ゆうや）
昭和50年生まれ。一関工業高等専門学校機械工学科卒業。平成７年４月、日本下水道事業団採用。現在は、東北総合事務所施工管理課主
幹として石巻分室に在籍。
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官庁営繕事業における生産性向上技術の活用方針
〜官庁営繕事業におけるDXへの取組〜

国土交通省 大臣官房 官庁営繕部 整備課 施設評価室
官庁営繕部では、生産性向上技術の活用方針を定め、BIMの活用、情報共有システムの活用、建設現場
の遠隔臨場の試行等を含めた様々な生産性向上に関する取組を実施しており、その取組内容について説明
する。

1．はじめに

2021年度の活用方針１）に基づく主な取組は、以下

現在、建設業では働き方改革とともに生産性の向
上が求められている。
「未来投資戦略2018」（2018年６月15日

の通りである（図－１）。
BIMの取組

閣議

●官庁営繕事業における一貫したBIMの活用（試行・拡充）

令和３年度に発注するPFI事業において、維持管理段階までの一貫したBIMの活用に向けた試行に着手
施工段階
維持管理段階
設計段階

決定）において、2025年度までに建設現場の生産性
の２割向上を目指すことが掲げられ、i-Construction
の深化に向け、建築分野を含む全てのプロセスに対
象を拡大すること、官庁営繕工事において、施工段
階のBIMをはじめとした施工合理化技術の採用を
発注者指定で行い、発注・完成時の評価項目への反
映を行うこと等が盛り込まれた。
このような背景を踏まえ、官庁営繕部では、生産
性向上技術の活用方針を定め、BIMの活用を含めた
様々な生産性向上に関する取組を実施している。

2．官庁営繕事業における生産性向上技術の
活用方針
官庁営繕部では、2018年度から「営繕工事にお
ける生産性向上技術の活用方針」を定め、営繕工事
における生産性向上技術の導入促進を推進してきた。

BIM
データの
提供
成果図書の一部をBIMで作成・納品

BIM
データの
提供
・提供されたデータを元に施工BIMの実施

運転・監視

警備

清掃

点検

保守

改修

・提供されたデータの維持管理段階で
の活用を検証

情報共有、打合せ等の更なる円滑化
●情報共有システムを原則発注者指定により活用
・原則全ての営繕工事※で情報共有システムを活用
設計者

●営繕工事における建設現場の遠隔臨場
の試行拡大及び要領の作成（新規）

・「監督職員の立会い」を必要とする
作業の一部に遠隔臨場を適用
する試行案件を拡大
発注者

発注者

情報共有システムを活
用した工事では電子検
査を実施

CLOUD
監理者

施工者
※小規模のもの、工期の短いもの等を除く

現場

画 像 ・ 音 声 事務所等
配信

受発注者の作業効率化
契約の適正な履行としての
施工履歴の管理の実施
効果等を把握

試行結果を踏まえ、要領を作成

工事・業務関係書類等の押印・署名廃止、オンライン化
●工事・業務関係書類については、署名又は押印を廃止する。
●工事・業務において、設計図書等により書面で行うこととしている「指示」、「承諾」、「協議」等の
手続きについては、原則として、電子メール、情報共有システム等により行うこととする。
●工事・業務において、書面手続に電子メール又は情報共有システムを利用した場合は、電子データを
利用した検査を行う。

図－１

官庁営繕事業における生産性向上技術の活用等

１）BIMの活用
官庁営繕部では、「官庁営繕事業におけるBIMモ
デルの作成及び利用に関するガイドライン」（以下
「BIMガイドライン」という。）を2018年８月に改
定し、発注者の指定によるBIMの活用と施工段階に
おけるBIMの活用について記載を充実させた。
BIMガイドラインの改定を踏まえ、官庁営繕事業

2020年度に、それまで工事のみであった取組を、

において発注者の指定により2018年度には４件の

設計業務にも拡大した「官庁営繕事業における生産

新築工事において施工BIMを試行し、2019年度に

性向上技術の活用方針」
（以下「活用方針」という。）

は施工BIMの活用対象を改修工事にも拡大して２

および「官庁営繕事業における生産性向上技術の導

件の改修工事で試行した。また、設計段階において

入の手引き」を定め、営繕工事および業務における

BIMを用いて基本設計図書を作成及び納品する試

生産性向上技術の導入を促進する取組を進めている。

行を２件実施した。

月刊「建設」22-01

35

2020年度に着手した長野第１地方合同庁舎の設

活用できることとする。また、入札契約手続にお

計業務では、工事の受注者へのデータ提供を見据え

けるヒアリングにおいても、本人確認の実施等に

た設計段階でのBIM活用の試行と、受注者による

配慮したうえで、WEB会議システムを活用でき

BIM実行計画書（BIMを用いた業務の実施方法、関

ることとする。

係者の役割等を定め文書化したもの）の作成および
汎用的なオブジェクトの活用の試行を実施している。

3．生産性向上技術の更なる導入促進

2021年度は、同様の試行を行うほか、PFI事業で

１）ICT建築土工の試行継続

ある名古屋第４地方合同庁舎整備事業において、施

引き続き、根切り・土工事に、３次元マシンコン

工段階に加え、維持管理段階へのデータ提供を見据

トロール技術又は３次元マシンガイダンス技術を用

えた、一貫したBIMの活用を前提とした設計図書の

いたバックホウを用いた施工の試行を行う。

作成及び納品、施工段階、維持管理段階でのBIM活

２）個別の生産性向上技術の活用の試行

用の試行に着手する。
また、官庁営繕事業における設計から施工、維持

指 定 す る 設 計 業 務 に お い て、 生 産 性 向 上 技 術
（「PCa庇・階段」「鉄筋の工場先組・現場地組」）

管理まで一貫したBIMの活用促進に向け、学識経験

の活用を前提とした設計を試行する。

者及び業界団体からの意見等を踏まえた課題の把握

３）設計段階における生産性向上への配慮

及び今後の方策の検討を行うため、官庁営繕部に「官

引き続き、設計業務委託契約の特記仕様書に、設

庁営繕事業における一貫したBIM活用に関する検

計にあたり工事現場の生産性向上に配慮する旨を明

討会」
（座長：蟹澤宏剛 芝浦工業大学建築学部建築

記する等の取組を行う。

学科教授）を2020年度に設置した。今後、BIM を

４）工事発注時及び工事完成時の評価

活用した試行・先行事例の調査、課題整理と対応方

引き続き、総合評価落札方式技術提案評価型（S

法の検討を行い、その結果をBIMガイドラインに反

型）の工事において、生産性向上技術に関する技術

映させるなどの対応を図る予定としている。

提案を求め、その評価の対象とする生産性向上技術

２）情報共有、打合せ等の更なる円滑化

を入札説明書等に明記する取組を行う。

⑴ 情報共有システムの活用
営繕工事における情報共有システムの活用につ
いて、小規模または工期が短い工事等を除き原則
として全ての営繕工事を対象に発注者指定により
実施し、当該工事の工事監理業務、設計意図伝達
業務でも活用する。また、設計業務について、引

また、受注者が入札時又は工事中に生産性向上技
術の提案を行い、その効果が確認できた場合には、
請負工事成績評定要領に基づき評価する取組を行う。

4．おわりに
官庁営繕部では、業界団体とも連携し、官庁営繕

き続き、受注者が希望する場合における試行を行う。

事業における更なる生産性向上に向けた取組を推進

⑵ 建設現場の遠隔臨場

するとともに、それらの取組について、地方公共団

ウェアラブルカメラ等による映像・音声の双方

体等へ情報提供することとしている。

向通信を使用し、公共建築工事標準仕様書等で定
める「監督職員の立会い」「監督職員と協議」「監
督職員の検査」及び「監督職員の調整」に関す
る試行を対象を拡大して行う。
⑶ WEB会議の活用
工事及び設計業務に係る打合せ等の実施にあた
り、WEB会議環境の対応状況等を踏まえつつ、
受発注者間で協議のうえ、WEB会議システムを
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１）
「官庁営繕事業における生産性向上技術の活用方針」
（令和３年３月31日）
https://www.mlit.go.jp/gobuild/
seisanseikojo01_00002.html

特集 公共工事の生産性の向上にむけて〜インフラ分野におけるDXの推進〜

港湾工事におけるDXの取組
〜生産性向上に向けて〜
は

せ がわ

長谷川

けいいち

恵一＊

国土交通省港湾局では、現場の生産性向上を目指し、ICT浚渫工をはじめとしたICT活用工事を導入・
拡大し、i-Constructionの取組を進めてきた。2020年には、新型コロナウイルス感染症対策を契機として、
非接触・リモート型の働き方への転換と抜本的な生産性や安全性向上を図るため、インフラ分野のDXを
加速する取組が始まっている。

1．はじめに

大きく影響を受ける。加えて、水中では見通しがき

少子高齢化・人口減少に伴う我が国建設業の労働

かず、条件の厳しい中での作業を余儀なくされる。

力不足が危惧される中で、建設現場の生産性向上策

従って、気象・海象条件が良好なときにできるだけ

「i-Construction」 を 推 進 し、 現 場 の 生 産 性 を

効率よく作業を進めるとともに、見えない水中を可

2025年度までに２割向上を目指すことを2016年、

視化することが重要なポイントになる。

当時の石井国土交通大臣が表明してから５年が経つ。

このような点から、近年、現場作業の主力となっ

更には、2024年度から建設業にも適用される「時

ているのが、マルチビームソナー（音響測深機）で

間外労働の上限規制」に対応するためにも、DX化

ある（図－１）。マルチビームソナーは左右方向に

による生産性向上、働き方改革、担い手育成・確保

無数の音響ビームを発し、艤装した船が進むことで

に向けた取組がますます重要となっている。

海底の３次元データの取得を可能とする。マルチ

本稿では、港湾工事におけるDXの取組について
紹介する。

2．港湾工事におけるICTの導入

ビームの登場以前は、直下の水深のみを測ることの
できるシングルビームソナーや、鉛のおもりのつい
た紐により水深を計測するレッド測深が用いられて
いたが、これまで部分的にしか水深を計測ができな

港 湾 に お い て は、2016年 度 に「 港 湾 に お け る

かったこれら計測機器に対し、船が進むだけで海底

ICT導入検討委員会」を設置し、浚渫工事を対象に

の全体状況の把握を可能とするマルチビームソナー

活用に向けた検討を進めるとともに、基礎工など他

は、港湾工事においてICT施工を進めるうえで欠か

工種へのICT活用拡大やBIM/CIM活用の取組を進

せないものとなっている。

めてきたところである。2020年11月には、ICT浚
渫工が本格運用へと移行したことなども踏まえ、導
入検討委員会を「港湾におけるi-Construction推
進委員会」と改称し、港湾におけるi-Construction
の更なる推進を図るべく取組を進めている。
港湾工事においては、作業船による海上作業ある
いは潜水士による水中作業が多くを占めることから、
風や波浪などの気象・海象条件によって工事進捗が

図－１

マルチビーム測量のイメージ

＊国土交通省 港湾局 技術企画課 港湾保全政策室 保全企画係長
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メージングソナー等を活用して、施工状況をリアル

１）ICT浚渫工
ICT浚渫工では、起工測量、施工中、出来形測量
の各段階でICTを活用した工事を行っている。起工

タイムで可視化する技術も用いられている。
３）ICTブロック据付工

測量ではマルチビームソナーを用いることで３次元

ブロック据付工は、主に岸壁や防波堤などの重力

の詳細な海底地形を計測することができ、３次元設

式の港湾構造物において実施されるもので、水中で

計データなど設計情報を重ね合わせることで浚渫土

の据付となる根固ブロック据付工および被覆ブロッ

量 を 正 確 に 算 出 す る こ と が で き る。 施 工 中 は、

ク据付工、水中及び陸上における据付となる消波ブ

GNSS測位等を用いて掘削位置と深度を把握し、リ

ロック据付工がある。

アルタイムに可視化することで、精度の高い施工を

ICTを活用した施工として、ブロック（被覆、根

可能としている
（図－２）。出来形測量もマルチビー

固、消波）の据付箇所をリアルタイムで可視化する

ムソナーを用いて行い、検査においても３次元デー

技術を用いた施工を実施している。例えば、①３D

タを活用する。測量の際には、水路測量にも転用可

ソナー（超音波）により、視準した範囲をリアルタ

能な精度のデータを取得することで、業務の効率化

イムの水中の可視化、②GNSSによる位置決め、③

にも寄与している。

潜水士の位置を把握する水中トランスポンダなどが
行われている（図－４）。
計測対象物
（消波ブロック）

3Dソナー

3Dソナーの視野範囲
（視準した範囲がリアル
タイムに変化）

図－４

適用技術のイメージ

また、維持管理のためのマルチビーム・UAV測
図－２

ICT浚渫工（施工の可視化）

量により、３次元データによる完成形状の把握など
も実施している（図－５）。

２）ICT基礎工
ICT基礎工については、2018年度よりモデル工

特に防波堤等の消波ブロックを対象としたUAV

事を実施している。ICT基礎工では浚渫工同様にマ

写真測量においては、陸上工事を主眼とする「UAV

ルチビームソナーを用いた起工測量を行い、捨石投

を用いた公共測量マニュアル」に基づき測量する場

入量の数量算出に役立てている。施工中においては、

合、測量に必要な標定点を海上に設置する必要があ

捨石投入船や起重機船のブーム先端にGPS を搭載

り、費用・手間の面から現実的ではないことから、

することで、目標位置をリアルタイムでモニター上

港湾における現場検証等を通じた検討の結果を踏ま

に表示し、オペレータに提供することにより、捨石

え、標定点の設置を100m以内毎に防波堤幅の両端

投入の効率化を図っている（図－３）。さらに、マ

２点に配置することで対応可能とするなど、今年３

ルチビームソナーと同様に音響技術を用いた３Dイ

月に「ICT機器を用いた測量マニュアル（ブロック
据付工編）」を改定している。

図－３
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捨石投入効率化のイメージ

図－５ ICT機器による防波堤のブロック据付状況の測量結果

3．港湾工事における
BIM/CIM活用の拡大

スマートフォン
現場担当者

BIM/CIMとは、建設業に

スマートグラス

おいて２次元の紙の図面の代

WEBカメラ

ウェアラブル
カメラ

わりに３次元モデルを用い、
各種属性情報を結びつけたも

タブレット

のである。事業全体にわたる
遠隔臨場のイメージ

関係者間の情報共有を容易に

図－７

し、一連の建設生産システムの効率化・高度化を図

工、基礎工、護岸・岸壁本体工等の各工種において、

ることを目的としている。BIM/CIMの導入により

施工記録など付与すべき属性情報の標準化や３次元

ミスや手戻りの減少、単純作業の軽減、施工現場の

モデルを活用した監督・検査を試行する。

安全性向上などが期待されている。
港湾においても、2017年度より桟橋式の構造物

4．遠隔臨場の試行

についてCIMの作成業務を試行し、2018年度から

港湾工事現場において「施工状況検査」
「材料検査」

はBIM/CIM活用工事を開始した。これらの実施結

と「立会」を必要とする作業に遠隔臨場を適用して、

果をもとに、BIM/CIM活用のための基準類の策定

受発注者の作業効率化を図るとともに、契約の適正

や改定を継続している。

な履行として施工履歴を管理するため、要領案を定

一方、国土交通省では、インフラ分野のDXの取

め、試行工事を実施している。

組の中で、2023年度までに小規模なものを除く全

発注者事務所からの距離が離れている港湾工事現

ての公共工事について、BIM/CIM活用へ転換する

場も多く、検査・立会のたびに発注者・受注者とも

としており、港湾においても活用拡大を強力に推進

に臨場確認を実施していたところ、遠隔臨場により、

する必要がある。

発注者の移動時間を削減できるとともに、受注者に

BIM/CIMの効果を最大限発揮するには、調査→
設計→施工→維持管理の建設プロセス全体にわたっ

おいても立会調整にかかる時間を大幅に削減するこ
とができる（図−７）。

て３次元データを活用することが重要である。この

また、前述したBIM/CIMクラウドによる検査に

ため、港湾においては、受発注者間及び事業者間で

併せて行うことで、更に効果を発揮することができ

３次元データを円滑に共有する「港湾整備BIM/CIM

るものと考えられる。

クラウド」の構築に取り組んでいる（図－６）。こ
の取組では、横浜港新本牧ふ頭整備事業を実証の
フィールドとして、港湾整備事業における地盤改良

5．おわりに
港湾工事におけるICT活用の取組について紹介し
てきた。
港湾では、施工段階に限らず、調査・設計から維
持管理の各段階、更には港湾の物流・管理・インフ
ラの情報を電子化し、データ連携を図るための検討
などを進めており、港湾全体の更なる生産性の向上
と港湾に関係する者の働き方改革を目指していく所
存である。

図－６

港湾整備BIM/CIMクラウド

【著者紹介】 長谷川 恵一（はせがわ けいいち）
昭和52年生まれ。平成８年北海道開発局室蘭開発建設部採用（土木職）。国土交通省北海道局港政課主査、港湾局海岸・防災課災害対策室
緊急物資輸送係長、港湾局技術企画課事業支援係長等を経て現職。
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災害査定の留意点

災害復旧事業の査定事例（16）

〜橋梁災害の留意点③（採択の適用範囲②）〜
国土交通省 水管理・国土保全局 防災課
1．はじめに
前回に引き続き橋梁災における負担法上の規定事
項として、
「原形復旧不適当な場合における適用条
件」を説明します。また今回は、災害復旧事業費に
改良費を加えて実施する「橋梁の改良復旧事業」に
ついても説明します。

2．採択の適用範囲
１）原形復旧不適当（要綱第３・（二）・イ）
この「要綱第３・（二）・イ」を適用する原形復旧
不適当とは、原形復旧（不可能を含む）することは
可能であるが、原形復旧することが、被災後状況の
変化、投資効果、国民経済上の観点から見て、著し
く不適当な場合に適用されるもので、復旧工法とし
ては、位置若しくは法線を変更すると共に形状若し
くは寸法を変更し、それに伴う材質を変更し、従前
の効用を回復させることとなります（図－１）。
原形復旧が著しく不適当な場合等には、従前の効
用を復元するまでもなく、必要最小限度の効用を復
旧すればよい場合、いわゆる「従前の効用の減」の
場合もあります。
崩

壊

原形に復旧することが著しく不適当な場合」であり、
いわゆる木橋を永久橋として採択できる場合です。
木橋又は一部が木造である橋梁が被災した場合で、
①治水上又は道路交通上の理由がある場合は、当該
木橋を②必要最低限において木造部分の全部又は一
部を永久構造として施行し、従前効用を増大するこ
とができます（方針第３・６・（一）〜（四）参照）。
またこれに伴い、木橋を永久構造とする場合には
桁下高さを上げる事ができます（図－２）。
なお、基本的に上記①と②の組み合わせとなるの
で、留意が必要です。
①治水上又は道路交通上の理由とは、
イ）流量増、河床変動、急勾配河川、流木・流
氷・転石が多い場合。
ロ）自動車交通量が100台／日以上ある場合。
ハ）定期バス又は定期貨物自動車の路線である
場合。
ニ）官公署、学校、病院、郵便局、停車場等の
公共的施設に通ずる路線である場合。
②必要最低限とは、
イ）全体の２／３以上被災し、取合せが不適当
＋①の条件に該当する場合は、全部を永久造
物として採択できます。
ロ）イ）の他、全体の１／２以上が被災し、①
の条件に該当する場合は、当該被災部分のみ
を永久構造物とすることもあります。
洪水流量が増大し、木
橋が被災した。治水上、
道路交通上、原形復旧
が不適当のため、永久
構造として復旧する。
これに伴い、けた下高
を上げる。

欠壊線

図－１

堤防法線の変更に伴う橋梁の継ぎ足し

２）原形復旧不適当（要綱第３・（二）・リ）
この「要綱第３・（二）・リ」を適用する原形復旧
不可能とは、
「治水上または道路交通上被災施設を
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図－２

木橋を永久橋へ復旧併せて桁下高をあげる

災害査定の留意点
３）原形復旧不適当（要綱第3・（二）・ヌ）
次に「要綱第３・（二）・ヌ」を適用する原形復旧
不適当とは、橋梁の桁下高を上げる事ができる場合
の条件であり、これを適用する場合は、原則として
被災水位が従前の計画水位を超えた場合で、橋梁が
全延長にわたって被災し、洪水流量の増大や河床変
動のため、原形の桁下高で復旧することが著しく不
適当な場合に限って、橋梁の桁下高さを上げる事が
できるというものとなります（図－３）
。
この桁下高を上げる限度については、当該位置に
おける被災水位に堤防の余裕高に相当する高さ（堤
防余裕高のない未改修河川では、その河川の規模等
に相当する高さ）を加えた高さまで上げる事ができ
ます。
（方針第８・３・（四））
ただし、被災橋梁が潜水橋の場合には、原則とし
て桁下高を上げる事はできないので留意願います。

図－３

桁下高をあげる要件

3．橋梁における災害関連事業（改良復旧）
ここからは、橋梁における災害関連事業について
説明します。
そもそも災害関連事業とは、再度災害を防止する
ため、被害箇所あるいは未被災箇所を含む一連の施
設について、災害復旧事業費に改良費を加えて実施
するものです。
災害箇所の原形復旧のみではその効果が限定され
る場合、また、これに接続する一連の施設を含めた
場合の効用が限定される場合において、災害復旧事
業に同程度の関連費（改良費）を加えて、この災害
箇所あるいは、一連の効用を発揮するため未被災箇
所等を含めて改良復旧し、再度災害を防止する改良
事業とのことを言い、橋梁災害においても適用され
ます。
＜橋梁における適用条件＞
①河川改良事業の附帯工事として架換、嵩上、
継足等の工事が近く施行されることが明らかな
橋梁を河川改良計画に合わせて施行する工事。
②災害復旧事業において永久構造の橋梁として
採択された橋梁の未被災部分を永久構造とし
て、又は全延長にわたり幅員を拡幅して施行
する工事。

③橋梁の一部が流失した場合において被災洪水
を対象として全延長にわたり嵩上げして施行
する工事。
④根固工、床固工等を新設し、未被災区間を補
強して施行する工事。
⑤路線又は道路の区域を変更する必要があると
認められる場合において、橋梁位置を変更し
て施行する工事。
⑥河川管理施設等構造令に規定する規格の範囲
内において改良して施行する工事。
⑦被災箇所又はこれに接続する未災箇所を、そ
の前方又は後方で近く施行されることが明ら
かな道路工事の計画に合わせて道路構造令に
規定する規格の範囲内において改良し施行す
る工事。
被災橋梁の復旧計画として①〜⑦に該当させ復旧
することで、当該橋梁あるいは一連の効用を発揮す
ることが出来る場合には、未被災箇所等を含めて改
良復旧することは、再度災害防止の観点や道路（橋
梁）を管理する上で重要なことと考えています。こ
うした点も念頭において、橋梁復旧計画を立案して
もらいたいと思います。
ただし、この改良復旧（関連費）については関連費
の補助率が別に定められているので留意が必要です。

4．おわりに
今回の原形復旧不適当の採用については、何を
もって不適当としているのか、また従前の効用をど
のような根拠で増とさせたのかが重要となりますの
で、申請者は査定時に説明できるようにしておくこ
とが必要なので留意願います。
また、復旧計画にあたっては、当該橋梁あるいは
一連の効用を発揮することが出来るか？など改良復
旧の可能性についても視野に入れて検討していただ
きたいと思います。
これまで、３回にわたり「橋梁災害における留意
点」として適用範囲（条件）を説明してきました。
次回（最終章）は、これまで紹介してきた内容を踏ま
え、実際の採択事例を紹介していきたいと思います。
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諸外国のインフラ情報
−米国の最近のインフラ政策−

米国のインフラ出資法案の成立と
「社会的な」出資法案に関する
政権と連邦議会の動き
ます

くら

益 倉
11月号で､ 2021年度の新年度の予算措置につい
て､ 大統領が提案したメディケア拡張などを含む
「社会的な」3.5兆ドルの予算案への対応による混
乱により、本格的な法案が成立せず、暫定的な体制
で凌がれていることを報告したが、８月に上院が承
認していた、1.2兆ドルのインフラ計画が、11月に
下 院 を 通 過 し、 大 統 領 の サ イ ン に よ り ５ 年 間 の
Infrastructure Investment and Jobs法（IIJA）と
して成立し、インフラ出資についての混乱は、収
まった。道路関係のハイウエイトラストファンドに
出資する措置と、水関係のインフラに出資する措置
も含まれている。出資額の大幅な増額もさることな
がら、６年ぶりにインフラ出資の長期的な計画が確
立したことになり、関連業界の大きな賞賛を得てい
る。しかし、インフラ出資について、上院では超党
派での賛同が得られていたが、下院においては、民
主党のみの賛成になったことについて、大部分の連
邦議員が賛意を示しているインフラ出資においても
党派別の対立が影を落としていることの危惧も報道
されている。
このインフラ出資法案の承認の後に、下院で、気
候対応と社会政策の法案がようやく採決され、民主
党と共和党の党派政策に従った分裂した結果で承認
された。この法案は、当初には、3.5兆ドルであっ
たが、採決時には1.7兆ドルに縮小されていた。

1．インフラ出資法案関連
１）1.2兆ドルのインフラ出資法案の成立
上院で８月に承認されたインフラ出資法案
（Infrastructure Investment and Jobs法（IIJA））
が、3.5兆ドル（のちに1.7兆ドルに減額）の気候対
応と社会政策を主とした法案（Build Back Better
＊一般財団法人 近畿地域づくり研究所 上席研究員
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かつ

しげ

克 成＊

（BBB）法）との関連についての民主党内の穏健
派と革新派との争いにより下院で行き詰ったままで
あったが、Pelosi下院議長の積極的な仲介により
11月５日に下院を通過し、サインのために大統領
に送られた。背景には、バイデン政権の支持率の低
下についての民主党の危機感がある。
下院で11月５日の午後11：30に投票され、賛成
228（民主党215､ 共和党13）、反対206（民主党６、
共和党200）で承認された。業界関係者は、押しな
べて長期的で本格的なインフラ法案の成立を称賛し
ている。
インフラ出資の新規分は約5,500億ドルで様々な
インフラ分野について現在の出資額から増大してい
る。内訳は次の通り。
ハイウエイ、橋梁、および他の主要な交通プロ
ジェクト：1,100億ドル。乗客と貨物の鉄道：660
億ドル。公共交通：390億ドル。空港：250億ドル。
港湾と内陸水路：170億ドル。上水と排水処理のプ
ロジェクトを含む水インフラストラクチャー：550
億ドル。送電線網の改良：730億。ストーム、森林
火災、および他の自然災害に対してプロジェクトの
レジリエンスの増大（気候変動への対処を含む）：
460億ドル。ブロードバンドインフラの拡張：650
億ドル。レジリエントな電送路線の構築：650億ド
ル。電気自動車のための充電ステーションのネット
ワークの構築：75億ドル。
また、法案は、ハイウエイおよび公共交通への出
資のための５年間の再認可（これは、２回の暫定的
な延長の下で12月３日に消滅する予定であった）と、
環境保護庁の水プログラムのための５年の再認可を
含んでいる。
さらに、法案の別の規定は、1,180億ドルを一般
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財源から道路の特定財源であるハイウエイトラスト
ファンドに移し替えすることを含む。
民 主 党 の 革 新 派 と の 妥 協 案 は、Build Back
Better（BBB）法を11月半ばまでに下院で採決を
行うことで達成された。この中で、穏健派の５人の
民主党議員がBuild Back Better法に賛成すること
を表明した。これは、下院で承認されれば、上院に
行くことになるが、上院では大幅な改定にさららせ
ることが予想されている。
バ イ デ ン 大 統 領 は、 こ の 法 案 に11月15日 に サ
インした。
［参考記事］
Engineering News-Record （tiered subscription
model）
（11/5）
http://r.smartbrief.com/resp/owlRCyewoGDreDiH
CifOzACicNFueR?format=multipart
The Associated Press（11/6）
http://r.smartbrief.com/resp/owlRCyewoGDreDiIC
ifOzACicNNcKU?format=multipart

また、この法案の詳細な出資内容が報道されている。
［参考記事］
JD Supra/Kilpatrick Townsend & Stockton（11/8）
http://r.smartbrief.com/resp/owseCccbfCDreVsQC
ifOdvCicNINlt?format=multipart

２）法案の成立に伴う各分野の動きの報道
インフラ法案の資金による以下のような各分野の
動きが報道されている。
・鉄道会社のAmtrakの路線拡張
［参考記事］The Hill（11/7）
https://thehill.com/policy/transportation/
railroads/580482-amtrak-chief-lists-cities-likely-tobenefit-from

・混雑している港湾への優先的配分
［参考記事］NBC News（11/9）
http://r.smartbrief.com/resp/oxsjCyewoGDrgSaNC
ifOzACicNHdbu?format=multipart

・住宅のエネルギー効率化、耐寒化への補助

［参考記事］Fast Company（tiered subscription model）
（11/9）
http://r.smartbrief.com/resp/owxSCyewoGDrfIwJC
ifOzACicNlxCp?format=multipart

・危険性の高いダムの改良への出資
［参考記事］The Associated Press（11/16）
http://r.smartbrief.com/resp/oxxRCyewoGDrhixrCi
fOzACicNHNDz?format=multipart

・炭素捕捉産業の活性化

［参考記事］KNAU-FM（Flagstaff, Ariz.）
（11/17）
http://r.smartbrief.com/resp/oycfCyewoGDrhyzpC
ifOzACicNoCsa?format=multipart

・連邦の水質規制の対象水域の「米国の水域」の定
義の改定によるインフラ法案執行への影響

［ 参 考 記 事 ］Engineering News-Record（tiered subscription
model）
（11/18）
https://www.enr.com/articles/53058-bidenproposes-to-formally-roll-back-trump-era-waterrule?oly_enc_id=3970I1184045D5H

・交通省による各州への資金配分の公表
［参考記事］Department of Transportation（11/18）
http://r.smartbrief.com/resp/
oyhLCfbwoctIAJwRLhUq

2． 広 範 な 社 会 的、 気 候 変 動 対 応 のBuild
Back Better（BBB）法案の下院の通過
バイデン大統領の社会的及び気候関連の計画は、
当初案から約半分の10年間での１兆7,000億ドルに
縮小されていたが、コストと政策に関する民主党内
の穏健派と革新派の何か月もの争いの後に、各党の
方針に沿って220-213でBuild Back Better（BBB）
法として11月29日に下院を通過した。共和党員は
全員が法案を支持せず、１人の民主党員がそれに反
対の投票をした結果である。
法案には、子供のケアーの援助、無料の幼稚園前
の施設の形成、年長者の処方薬のコストの削減、気
候変動を遅らせる努力の強化などが含まれている。
最終的な採決の前に、無党派の議会予算局の数値
が公表され、法案が次の10年の間に連邦財政赤字
を1,600億ドル悪化させるであろうと表明し､ また、
精査によって法案の10年の必要額を１兆6,800億ド
ルと再計算され､ この数値は、民主党が使っていた
１兆8,500億ドルの数値とはずれがあった。
今後、上院に送られるが、上院は、民主党と共和
党が同数の50人になっているため、上院の審議では、
民主党議員の全員の賛成が必要になる。上院におい
ては民主党内の穏健派の重要議員からのコスト削減
の要求を行う可能性があり、革新派の議員からの内
容の強化の要求もあり、上院での変更が不可避と報
道されている。１兆7,000億ドルの出資は、高額所
得者への新税と企業への増税によってまかなわれる
とのことある。
［参考記事］
ENR.COM 2021/11/18
https://www.enr.com/external_headlines/
story?region=&story_id=YY8icZSkIG1e5aDPDzj4e
R1Aq4qtPTpmzt2AR4SH69Yx7vlXZSdVmo79DzUHd9dzP6
kNHiAMbAoUiei4UaTkYj-uapi9R_ZPGQnbgmbh9-XTJyt1_
FqPwfECXUqqfaje_In6M6ckbBHNqFrG079AlnmoUeaI0Gh
KRWAdnBqKI5w*&images_premium=1&define_
caption=1&oly_enc_id=3970I1184045D5H
ENR.COM 2021/11/19
https://www.enr.com/external_headlines/
story?region=&story_id=FRXFIfQjxvFeiMvXH9nK
P5_6WQG6ifjWTlcDDfvmBI4_5Zxo5gM8I4WAqmietd009
EF9NCAU_6FPUEYcd7UivsGxcgRrJMagPQjWVJjlHnIbcap
OKTIQWkJo-42gL5Y2xYTQ5sBnmoVhQ3v5SGxtNQ**&im
ages_premium=1&define_caption=1
Hill（11/20）
https://thehill.com/homenews/house/582418-fivetakeaways-house-passes-bidens-sweeping-benefitsbill
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「基礎から学ぶインフラ講座」では、これまで「河川」「道路」「港湾」等の各事業ごとに管理区分、事業制度等をわかりやす
く体系的に解説し、各事業に共通する「入札契約」について関係法令や入札方式等を解説してきました。今号は「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（２）
もと

じま

本 島

や

3．土地区画整理事業の技術的基準・マニュアル

整理事業制度の運用のあり方、活用にあたっての基

１）関係法令における技術的基準

本的考え方、事業化のあり方について、「土地区画

土地区画整理事業の事業計画に関する技術的基準

整理事業運用指針」を国の技術的助言としてとりま

は、法施行規則第８条から第10条に定められてい

とめていますので、事業の実施に当たっての参考と

ます。この中では、施行地区及び工区の設定、設計

して下さい。３）

の概要の設定、資金計画のそれぞれについての基準

２）各種マニュアル等
土地区画整理事業は、既成市街地の再生等の様々

を示しています。１）
また、上記の技術的基準の運用を含めた土地区画
表－２
発行
区画整理促進機構

土地区画整理事業移転補償実
務マニュアル

日本土地区画整理協会

多様で柔軟な市街地整備手法

国土交通省都市・地域整備局市
街地整備課
国土交通省都市・地域整備局、
住宅局
国土交通省都市局市街地整備
課、住宅局市街地建築課

機動的な街区再編に向けた土
地・建物一体型の市街地整備
手法活用マニュアル
立体換地活用マニュアル

国土交通省都市局市街地整備課

柔らかい区画整理 事例集

国土交通省都市局市街地整備課

小規模で柔軟な区画整理
用ガイドライン

活

国土交通省都市局市街地整備課

国土交通省都市局まちづくり推
進課、都市計画課、市街地整備
課

市街地整備2.0 新しいまちづ 国土交通省都市局市街地整備
くりの取り組み方事例集
課、住宅局市街地建築課

土地区画整理事業・市街地再
開発事業 一体的施行実務ガ
イドマニュアル

（公社）全国市街地再開発協
会、（一社）再開発コーディ
ネーター協会、（公社）街づく
り区画整理協会、（一社）全日
本土地区画整理士会

＊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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な事業目的に活用され、市街地再開発事業等の他事

土地区画整理事業に関する主なマニュアル等

マニュアル等
敷地整序型土地区画整理事業
実用マニュアル

大街区化ガイドライン（第１
版）
まちづくり推進のための大街
区化活用にかかる執務参考資
料
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しん

慎 也＊

発行月
平成１３年４月

概要
都市の再生に向け、土地の有効高度利用を図るため、換地手法を敷地レベルのもの
まで活用し、民間事業者等による都市の再生を進めるための事業である「敷地整序
型土地区画整理事業」について、建築物整備との一体的整備の段階的な解説やプロ
ジェクトモデル等を紹介したマニュアル
平成１４年８月
移転補償における移転の実務手順、移転計画の作成方法、移転補償にかかるＱ＆
Ａ、関係判例などを整理し、土地区画整理事業の移転及び移転補償の円滑な実施を
図るためのマニュアル
平成１９年
既成概念にとらわれない柔軟な運用により多様で柔軟な市街地整備を実施している
区画整理、再開発の事例の一部を紹介するもの
平成２３年３月
細分化された土地を集約・整形して一体的敷地として活用するため、国・公有地等
の有効活用などによる大街区化を推進するためのマニュアル
平成２６年３月
大街区化をより推進することを目的に、大街区化の活用効果や大街区化を進める上
での課題に対する対応方針案等を事例を交えてより具体的に紹介した実践的なマ
ニュアル
（大街区化ガイドラインと併せた活用を想定）
平成２８年９月
各種の土地・建物一体型の市街地整備手法の特長を比較・整理するとともに、様々
なまちづくり上の課題に対し、どのような地区において、どのような手法を活用す
ることが有効かつ効果的か、その考え方を整理したマニュアル
平成２８年９月
都市機能の立地促進等に有力な市街地整備手法である立体換地について、運用改善
及び手続きの明確化を示したマニュアル
平成２９年２月
「工夫を凝らした中心市街地の活性化」、「細分化された街区の再編成と既存公共
空間の有効利用」、「工夫を凝らした密集市街地の解消」などの事例を紹介
平成３０年１１月 空間再編賑わい創出事業をはじめとした、都市のスポンジ化地区における誘導施設
整備のための小規模で柔軟な土地区画整理事業手法について、まちづくりの発意か
ら計画、事業化、事業の進め方、事業と一体で行う誘導施設の導入、そして持続的
に誘導効果を発揮する方策まで、参考事例や留意点、工夫を交えながら示した一連
の制度活用のガイドライン
令和２年１２月
『行政が中心となって公共空間確保・宅地の整形化・建物の不燃共同化を大規模に
志向した開発』から、『「公民連携」で「ビジョンを共有」し、「多様な手法・取
組」を組み合わせて、「エリアの価値と持続可能性を高める更新」』（市街地整備
2.0）へと大きく転換を図る必要のある市街地整備の考え方について、参考となる事
例を紹介
令和３年３月
土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行を進めるための一般的な実務上
の運用方法を定めたマニュアル

防災上危険な密集市街地及び空洞化が進行する中心市街地等都市基盤が脆弱で整備の必要な既成市街地の再生、
街区規模が小さく敷地が細分化されている既成市街地における街区再編・整備による都市機能更新を推進する
ための土地区画整理事業に対して、社会資本整備総合交付金により支援。
交付対象：地方公共団体
交 付 率：１／３（一般地区）または１／２（重点地区および空間再編賑わい創出タイプ）
交付対象事業

施行地区

○交付金の交付対象となる費用
調査設計費、宅地整地費、移転移設費、公共施設工事費、
公開空地整備費、供給処理施設整備費、電線類地下埋設施設整備費、
減価補償費、立体換地建築物工事費、仮設建築物整備費、
防災関連施設整備費 等

○都市基盤整備タイプ

＜社会資本整備総合交付金＞
道路事業と都市再生区画整理事業の併用地区のイメージ

・指定容積率／100 ×（施行面積）≧２．０ｈａ
・直前の国勢調査に基づくDIDに係る地区（重点地区はDID内※）
・市町村マスタープランなどの法に基づく計画等に位置づけ
・施行前の公共用地率１５％未満（幹線道路等を除く）
【重点地区】（上記の要件に加えて）
・安全市街地形成重点地区（密集市街地）
・拠点的市街地形成重点地区（都市再生緊急整備地域等）
・歴史的風致維持向上重点地区（歴史まちづくり法の計画に基づく事業）
・都市機能誘導重点地区（立地適正化計画に基づく事業）

○大街区化タイプ
都市基盤整備タイプの
地区要件に加えて、

道路事業

①事業実施後の公共用地及び公開空地の面積の合計が事業実施前の面積
を超える（従前公共用地率15％未満は適用されない）
②鉄道・地下鉄駅から半径１km以内又はバス停から500ｍ以内
（ピーク時運行本数片道３本以上）

都市計画道路
公園

③大街区化による土地の有効利用事業に係る方針が定められている
【重点地区】拠点的市街地形成重点地区と都市機能誘導重点地区のみ

○空間再編賑わい創出タイプ

区画道路

・指定容積率／100×（施行面積）≧０．５ｈａ
・直前の国勢調査に基づくDID内の地区※
・都市機能誘導区域の区域内（低未利用土地利用等指針等の低未利用地の
活用に関する方針が記載されているものに限る）
・施行前の公共用地率２０％未満（幹線道路等を除く）
・事業計画に誘導施設整備区が定められた地区

都市再生区画整理事業

※都市機能誘導区域内にあっては、DIDに含まれると見込まれる区域を含む

図－３

都市再生区画整理事業の概要

業と組み合わせた事業も盛んに行われているなど、

公共団体等施行の事業では面積５ha以上（DID

高度化・複雑化しているため、事業類型に応じた様々

内等では面積２ha以上）、組合等施行の事業では都

なマニュアル等の整備・普及を行っています。表－

市計画事業として施行されるもので面積10ha以上

２の通り主なマニュアル等の概要をご紹介しますの

（DID内等では面積２ha以上）などの採択基準が

で、地域の状況に応じてご活用下さい。

あります。２）
２）都市再生区画整理事業による支援

4．土地区画整理事業への支援制度

区画道路、公園等の公共施設を用地買収方式で整

土地区画整理事業に対する国からの支援制度は、

備した場合の仮想事業費（工事費、移転補償費、用

大きく分けて、
都市計画道路等の整備に着目した「道

地費等）の一部のほか、公開空地整備費や浸水対策

路事業（道路区画）
」と、区画道路や公園等の整備

施設整備費等を限度として、都市再生区画整理事業

に着目した「都市再生区画整理事業（都再区）」の

による支援が可能です。支援に係る地区要件等の概

２種類があります。以下にそれぞれの概要を記載し

要については、図－３をご覧下さい。

ますが、支援要件等の詳細については「土地区画整
理必携」もご参照下さい。２）
１）道路事業による支援
土地区画整理事業にて整備する都市計画道路等に

5．土地区画整理事業の活用事例
まちづくりにおける様々な目的に対して活用され
る土地区画整理事業について、主な活用場面とその

ついて、用地買収方式で整備した場合の仮想事業費

事例を紹介します。４）５）

（工事費、移転補償費、用地費等）を限度として、

１）中心市街地の活性化

道路事業による支援が可能です。

地方都市等の中心市街地では、空き店舗や遊休地
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が密集して空洞化しています。そのため、街区の再

３）街区再編による土地の高度利用

編、低未利用地の集約化や基盤整備を行い、核とな

土地利用が細分化された既成市街地において、街

る商業施設や、福祉・文化施設等の公益施設、共同

区の再編に合わせて散在した低未利用地や共同利用

住宅の立地等を促進し、中心市街地の活性化を推進

希望者の土地を集約化することにより、敷地規模の

しています（事例：写真−１）
。

拡大、土地の高度利用を図り、オープンスペースが

・換地により散在する商店を各街区に集約
・共同利用希望者を集約し、集客施設・来街者駐車場用地を創出
・任意の事業組合が、ベンチやせせらぎ等の修景施設を整備
・パティオや区画道路等、高質な空間の整備

確保されたゆとりある良好な市街地環境の形成を推
進しています（事例：写真−３）。

集客施設用地
（民間：観光情報センター）

生鮮食品街区

パティオ

商店街
駐車場

住居専用街区

集客施設用地
（ひこね街なかプラザ）

写真−３

有楽町一丁目地区土地区画整理事業
（東京都千代田区）

４）拠点市街地の形成
大都市、地域の中心となる都市等において、既成
事業前

写真－１

事業後

彦根本町土地区画整理事業（滋賀県彦根市）

２）密集市街地の解消

市街地内の鉄道跡地、臨海部の工場跡地等を活用し
て、都市構造の再編に資する拠点市街地の整備を推
進しています（事例：写真−４）。

道路、公園等が未整備で老朽化した木造建築物の
密集する防災上危険な市街地が大都市を中心に存在
しています。このため、以下の取組みにより、防災
性の向上を図り、
安全な市街地を形成しています（事

新梅田シティ

例：写真−２）
。
・道路・公園などの公共施設を整備し、避難・延
焼遮断空間を確保
・倒壊・焼失の危険性が高い老朽建築物の更新を

現在の鉄道路線

備を行い、地域の不燃化を促進

阪急梅田駅
新たに整備する
地下鉄駅

うめきた２期区域
＜約12ha＞
地下化後の
鉄道路線

促進し、建築物の安全性が向上
・地権者の自主的な共同建替えのため敷地条件整

うめきた先行開発区域地区
＜約7ha＞

淀川

JR 大阪駅

西梅田地区

写真－４ 大阪駅北大深東地区土地区画整理事業・
大阪駅北大深西地区土地区画整理事業（大阪市北区）

6．おわりに
土地区画整理事業は、様々な都市課題に対応でき
るツールですが、用地買収方式による他事業とは大
きく考え方が異なる事業であり、活用にあたっては
写真－２
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一之江駅西部土地区画整理事業
（東京都江戸川区）

様々な疑問が生じるかと存じます。本稿で紹介した
内容について、さらに詳細に確認したい点があれば、

基礎から学ぶインフラ講座
当課や各地方整備局までご相談いただき、土地区画
整理事業による都市の課題解決に取り組んでいただ
ければ幸いです。
〈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
３）国土交通省都市局市街地整備課「土地区画整理事
業運用指針」
（2001）

４）国土交通省都市局市街地整備課「市街地整備制度
の概要―土地区画整理事業」
https://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/
toshi_urbanmainte_tk_000069.html
５）国土交通省都市局市街地整備課、住宅局市街地建
築課「市街地整備2.0 新しいまちづくりの取り組み
方事例集」（2020）
https://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/
toshi_urbanmainte_tk_000071.html

【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。

「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･･･
◎ 11月末日現在の加入者は、4,490 名 と昨年の同時期と比べ365名も増加しています。
この保険は、毎月１日付の中途加入をいつでも受け付けています（保険料は月割り計算）
。
◎ 全建ホームページ（http:www.zenken.com/）の「建設系公務員賠償責任保険制度」をぜひ、
ご覧下さい！ 2021 年度新規パンフレットをご覧いただけるほか、インターネット
によるお申し込みができます！！ そのほか「よくあるＱ＆Ａ」も備えています。

＝異動のあった皆様へお願い＝
人事異動等により、地方協会の変更があった場合は、異動先（派遣先）の地方協会において、
引き続き全建会員としての入会（継続）手続きを忘れずにお願いします！
また、地方協会や所属など、お申し込み時から変更がありましたら、下記取扱代理店へご連絡ください。
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2021年９月号より「災害発生！そのとき」を連載しています。地震、洪水、土砂災害など大規模災害への備えに役立つよう災
害発生時の初動対応や災害発生直後の被害状況把握、住民対応、応急復旧、被災地支援に携わった職員の経験、知見、教訓等を
掲載していきます。

災害発生！そのとき

集落孤立という現場に直面して
たか

はし

髙 橋

1．はじめに

りゅう いち

竜 一＊

から夜にかけてと予想されたことから、女性職員の

矢祭町では今年、10月12日を「矢祭町防災の日」

動員にも若干の躊躇があった。結果的に翌日の被害

と定めることを決定した。２年前、東日本全域に大

把握の場面で後手を踏む形になり、休日や夜間の災

きな被害をもたらした台風19号が来襲した日であ

害対応シフトについても事前に検討しておくことが

り、比較的災害に強い町と言われていた矢祭町の防

大切であることを痛感した。

災意識が突然揺さぶられることとなった日でもある。

１）12日夕方から夜にかけて

この日、町道橋「高地原橋」が転覆したことにより、

矢祭町では災害対策は町民福祉課が担っており、

矢祭町が初めて経験する「集落の孤立」という難題

事業課は町道管理者として台風上陸時の道路状況の

に直面することとなった。

把握を担っている。月明かりが頼りの夜中にかけて

当時、私は事業課長として台風上陸時の初期対応

の道路パトロールは２次災害に繋がる危険性もある

から、翌日以降の被害把握、そして孤立集落への対

ことから、普段、暗い時間帯には国土交通省のホー

応業務を含む災害復旧業務までの一連の流れ全てに

ムページにある河川情報や雨雲レーダーを参考に、

関わってきた。その経験を振り返ることが、皆さん

経験則により封鎖が必要となる道路をピンポイント

にとって何かしらの参考になれば幸いである。

で確認するという対応をとっていた。
しかしこの日は、河川水位の上昇ペースも早く、

2．令和元年台風19号
令和元年10月12日から13日にかけて、台風19号
が来襲した。上陸前から各メディアで強い勢力の台

数も位置も読み切れない状況が続き、危険を承知で
夜中のパトロールを継続せざるを得なかった。

風と警戒されていたものの、事前情報段階ではこれ

また、道路封鎖の必要箇所が主要道路各所に及ん

までの延長線上での対応で問題ないという認識で

だことから、ウマを設置するだけでは対応しきれず、

あった。また、12日が土曜日（さらに14日が祝日

急遽、消防団から人員を割いて貰い、交通誘導に当

のため３連休）であること、台風の上陸時間が夕方

たってもらった。この点、普段から消防団との関係

＊矢祭町 教育委員会 教育課長兼給食センター所長
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性作りが出来ており、消防団長とのホットラインが

午前中には到着し、すぐさま現地調査や関係各所と

築けていたことは大きなアドバンテージとなった。

の連絡調整に着手いただいていた。

道路封鎖のための人員配置はもちろん、道路状況や

集落孤立という状況に鑑み、福島県としても県南

避難必要家屋の特定に関するリアルタイム情報の収

建設事務所を中心とした連絡体制を構築し、特に災

集など、災害時の道路管理において消防団のネット

害復旧事業を見越した実務面でのサポートを提供い

ワークが果たす役割は想像以上に大きいものがある。

ただいた。

所管課の枠を超えて直接交渉できる関係性を築いて
おくことは重要であろう。
そのような中、12日の午後10時頃、自主パトロー
ルを行っていた建設会社から「高地原橋が転覆した」
との一報が寄せられた。しかし、真夜中のことであ
り、橋の状況については断片的に寄せられる情報か
ら想像するしかない状況が続いた。
２）被害把握と対応協議

ただ、これらのサポートは国と県がそれぞれ実施
しているという印象で、両者の橋渡しは町が担わざ
るを得ず、苦労する場面も少なからずあった。この
点については今後の課題と言えるかもしれない。
以下、当時の状況を理解いただくために、高地原
橋の実情を含めた周辺事情を書き出してみたい。
⑴ 高地原集落の実情
高地原橋の転覆により、高地原集落から町内へ

翌日早朝より、被害把握のためのパトロールを再

続く唯一の道路が寸断したものの、JR水郡線の

開したが、町民から寄せられる被害情報はいつも以

高架を歩くことで、かろうじて人の行き来が確保

上に多岐にわたり、休日シフトでの人員配置では人

出来る状況であった。そのため、最低限の買い物

手が足りない状況に陥った。観光地の被害把握で後

など物資供給手段は確保出来ていたが、水道管の

手を踏み、町民からおしかりを受けたのは苦い経験

寸断により水の供給が断たれていた。

である。

⑵ JR水郡線の実情

高地原橋はといえば、橋だけでなく共架されてい

JR水郡線は南方面では茨城県大子町地内、北

た水道管も完全に寸断されており、高地原橋を唯一

方面では福島県浅川町地内で線路が寸断されてお

の通行手段としていた高地原集落は完全に孤立した

り、当面の間、運休が見込まれていた。このため、

形となっていた。

高地原集落の住人が高架を歩くことが事故に繋が

夜のうちに東北地方整備局に対して派遣要請を

る心配はなかったが、転落の危険からか、JRか

行っていた「TEC-FORCE」や「リエゾン」が、

ら正式に通行の許可を得ることは出来なかった。
担当課からの協議を継続する中で、JRとしても黙
認せざるを得ないというのが実情であったようだ。
⑶ TEC-FORCEの提言と応急路の確保
TEC-FORCEは現地調査を踏まえ、本橋の復
旧には２〜３年、仮橋建設にも３か月以上かかる
と結論し、仮橋完成までの間は応急路を確保する
よう提言していた。しかし、被災箇所の川幅は
60m以上あり、両岸も４mを超える岩壁となって
いることから、その方法が問題となった。

写真−１

転覆した高地原橋

TEC-FORCEでは浅瀬やコルゲート管を利用
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した河川内通路を提案していたが、町の担当者に

緊急性随契（第５号）での契約が可能との考えに

は技術的に対応可能かどうかの判断は難しかった。

よるものである。果たして前向きな返事を貰うこ

自衛隊にも対応要請を行ったが、既存の設備では

とが出来たため、早急に具体的な工法を検討して

対応できないとの回答であり、応急路の確保以外

貰うよう依頼した。

の方法での対応を考えるべきとの意見が強かった。

⑶ 河川協議

⑷ 福島県県南建設事務所の見解
県南建設事務所は主に災害復旧事業の観点から、

応急路の設置には河川協議が必要であった。当
初、建設会社からの工法提案を待って協議するつ

応急路の確保については慎重な立場であった。橋

もりでいたが、土木事務所からは設置予定地で建

梁復旧は「仮橋」
「本橋」の２段構えで実施する

設会社も含めた三者協議を行った方が早いとの提

ことが通例であり、応急路自体が災害復旧の対象

案があり、週明け21日に現場協議を行った。国

外となる可能性は勿論、応急路が存在することで

や県からの支援もあり、ここまでスムーズに協議

仮橋が必要不可欠な設備とはみなされなくなるの

を進められてはいたものの、すでに発災から一週

ではないかという懸念もあった。

間が経過していた。

３）孤立解消に向けた立ち回り

４）「仮道」の完成、そしてその後。

高地原集落孤立解消に向け、最初に集落住民との

ともあれ、多くの支援を受けることで応急路設置

協議の場が設けられたのは、被災４日後の16日午

の道筋は整い、11月上旬の開通を目指して工事に

後であった。当初、町としては全住民の町内への避

着手出来ることとなったが、その直後、思いもよら

難を提案したが、半年にわたる避難には全ての住民

ない情報が寄せられる。当面の間、不通を余儀なく

が難色を示した。水郡線の高架を使えば誰でも侵入

されると思われていたJR水郡線が、11月１日に再

出来る環境下では火災や防犯面での安心が確保でき

開するというのである。これにより、応急路は２週

ないというのがその理由であり、町内避難は断念せ

間での完成を求められることとなった。

ざるを得なかった。

資材の調達に当たっては、国土交通省のリエゾン

住民側からは早期の水道の復旧と応急路の確保が

に骨を折っていただいた。心当たりを片っ端から当

要望として出され、１時間程度の協議の末、町とし

たっていただき、数日中のうちには大量のコルゲー

て早急に応急路を確保できるよう検討を進める旨を

ト管が集まった。

結論した。
⑴ 県南建設事務所との協議
住民協議を終えたその足で県南建設事務所を訪
問し、直前の住民協議の内容を踏まえた対応協議
を行った。応急路の設置については、災害復旧事
業を考えればリスクもあるが、町としての判断で
あれば支援していくとの方針を確認した。
⑵ 建設会社との協議
建設事務所協議の帰り道、地元の最大手建設会
社に立ち寄り、応急路設置の実現可能性について
意見を求めた。設置可能との判断が示されれば、
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写真−２

完成した仮道（応急路）

災害発生！そのとき

住民対応としては、応急路完成までの間、町内で

落が再び孤立したのである。

の寝泊まりを希望する住民のために公営宿泊施設の

幸い、工事工程の見直しにより孤立状態は２日程

無料開放を実施した。JR水郡線の高架を利用して

度で解消することが出来たが、流出したコルゲート

いるため車での出入りが出来ないことから、通勤等

管の回収作業など、予定外の課題に付き合う羽目に

で不便を来す住民に配慮したものである。

なった。

結果的に応急路が完成したのは11月２日である。

災害査定の受検は仮橋開通後の穏やかな環境の中

当初の予定から３日遅れての完成であった。久慈川

迎えることが出来たが、そこに至るまでの過程では

の水量が思うように下がらず、コルゲート管の数を

福島県の多大なるご支援を頂いた。高地原橋は町道

増やさざるを得なかったことが理由であり、それに

橋であり、本来であれば町で対応すべき案件であっ

伴うJRや住民との折衝にも大変な苦労があったの

たが、福島県と協定を結ぶ形で実質県営事業のよう

だが、紙幅の制限もありここでは割愛する。いずれ

な形で事業を進めて頂いた。結果的に仮道まで含め

にしても、この応急路の完成により高地原集落の孤

た形での査定をいただけたことに感謝している。

立は約３週間で解消されたことになる。これが早い

私自身はその年の４月に教育委員会へと異動とな

のか遅いのか、その判断は私自身では下しかねると

り、後任へと引き継ぐ形となったが、この原稿を書

ころであるが、健康問題を含め、一切の人的被害の

いている最中の11月27日に、高地原本橋の開通式

ない中で解決にこぎつけられたことは幸いである。

が無事に実施されたというニュースを見ることが出

なお、応急路についてはその位置付けにも課題を

来、何よりである。

残した。コルゲート管の上に大型土嚢と土砂を載せ
ただけの工作物であり、安全性も耐久性も確認され

4．終わりに

ていない代物を町として提供することを心配する声

令和元年台風19号による矢祭町の被害は、農地

が少なからずあった。最終的にはこの応急路を「仮

を中心に多くの浸水被害を出したという点で特筆す

道」と呼ぶこととし、あくまで生活に必要な範囲内

べき災害ではあったが、それにも増して、集落の孤

で自己責任による利用を認めているという位置付け

立というおおよそ矢祭町とは無関係と思われていた

で説明することとした。幸い、供用中の事故などの

事態も起こり得るのだということを知るきっかけに

大きな問題は生じないまま仮道はその役目を終える

なった災害として記憶されることとなったと思う。

こととなったが、このような場合の責任の所在も一

今回ご紹介した事例は、これまで平和ボケしてい

つのテーマとなり得るかもしれない。

た事業課長が、思いもよらない事態に右往左往する
様子をお伝えしたに過ぎないのかもしれないが、そ

3．仮道のその後と災害復旧
紙幅も尽きてきたところで、最後に仮道のその後
と災害復旧の現状に触れてまとめとしたい。

の分、このような事態で生じうる課題をビビッドに
浮き上がらせることが出来たと思う。
今回、私達が選択した対応が果たして正解であっ

仮道は当初から仮橋が完成するまでの応急路であ

たか否かは評価すべくもないが、ここで明らかに

り春には撤去する予定であったが、運命の悪戯か、

なった課題を検証することが、今後、起こりうる非

暖冬に伴う異常増水により仮橋完成を数週間後に控

常事態への備えを考えるきっかけとなればと思いつ

えた翌１月に流出するという悲劇に見舞われる。集

つ、そろそろ筆を置くこととしたい。

【著者紹介】 髙橋 竜一（たかはし りゅういち）
昭和56年生まれ。東京大学文学部卒業、東京大学公共政策大学院修了。平成19年農林水産省入省（法令事務官）。経営局、林野庁での勤務
の後、退職。平成22年矢祭町役場入庁（事務官）。事業課配属。平成25年より事業課長兼農業委員会事務局長。令和２年より現職。
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技術資格試験合格体験記

総監取得のススメ

〜体系化された管理・監理技術を身につけよう〜
取得した資格：技術士（総合技術監理部門）
資格取得年度：令和２年度

総監を受験するに至った経緯
30歳を過ぎてから大きな仕事を任せられるよう

はら

河 原

まさ

ふみ

正 史＊

総監とは何なのか
さて、文科省の「総合技術監理キーワード集」に

になりましたが、思い悩む日々を過ごしていました。

総監とは何なのかが示されていますが、意味がよく

その中で、特に苦労した地域高規格道路の建設での

わかりませんので、わかりやすく説明されている学

経験をご紹介します。

習サイト「SUKIYAKI塾」（代表：鳥居直也氏）の

早期供用という大目標が掲げられた中、限られた
施工ヤード内で多くの工事を同時稼働させる必要が

説明内容を要約してご紹介します。
【５つの管理】

あり、各工程をパズルのように組んで対応していま

組織が継続的に活動を続けていくためには、①バ

した。しかし、精度の低い設計照査のために施工途

ランスのとれたコスト・工期・品質管理［経済性管

中で設計変更を余儀なくされ、品質管理が不十分で

理］、②職員の適切な管理（組織作り、モチベーション

手戻りが生じ、受発注者間の情報共有が不足して施

やインセンティブ付与、教育、評価等）［人的資源

工予定がバッティングするなど、この他にも様々な

管理］、③意思決定のための情報活用システムの構築、

要因により工事が遅延し、更にはこれが他の工事に

情報セキュリティ、知財管理［情報管理］、④リス

連鎖したため、工程の組換（工程短縮策の検討を含

クや災害・事故等への備え［安全管理］、⑤社会環

む）を繰返し行っていました。こうした日々が続き、

境に負荷を与えない仕組みの構築［社会環境管理］

私を含む県の担当者と施工業者はまさに満身創痍と

という５つの管理を適切に行う必要があります。

なり、一部の施工業者は錯乱状態に陥ったため、私
はこうした施工業者から毎日のように厳しい苦情を
受けていました。
私はこのような経験をする中で、現場の個々の管

【全体最適化】
ここで大事なのが、５つの管理を全て全力で取り
組むことは困難ですので、最重要と考える管理に注
力しつつ、一方で他の管理は少々手を抜き上手く全

理や総合的な視野を持った監理の必要性を身に染み

体をバランスさせていく必要があるということです。

て感じとっていたのだと思います。そして、このこ

例えば、災害復旧工事においては、迅速な施工［工

ろから、管理・監理技術に関する資格である技術士

程管理］が最優先になりますが、そのために他の管

（総合技術監理部門）（以下、総監）を少しずつ意

理レベルを最低限必要なレベルにまで下げます。全

識するようになり受験を決意しました。

数検査を抜き取り検査に変える［品質管理］、儲け

＊鳥取県 県土整備部 河川課 水防担当係長
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技術資格試験合格体験記
抜きで資源（人・モノ・金）を投入する［コスト管

・組織活動のリスクを想定して予め対応する。

理］
、ホウ・レン・ソウを少々甘い管理にする［情

・組織活動をPDCAサイクルで継続して改善する。

報管理］
、KY朝礼を省略して班毎のTBMにする［安

【改善策（例）】

全管理］
、
環境負荷は重大なもの以外は許容する［社

・管理項目毎に管理レベルを文書化し組織内で共

会環境管理］といったことです。こうして資源（人・

有する。例えば、最重要管理項目である工程管

モノ・金）を最重要管理項目［工程管理］に回すの

理以外の管理項目の管理レベルをどこまで下げ

です。

られるのかを具体的に列記する（例：雨天が続

ただし、工程管理と品質管理にしか目がいかず、

き盛土の転圧ができない場合、〇〇〇㎥までで

ホウ・レン・ソウがゼロになり情報管理がうまくで

あればセメント改良等を行い工程の遅延を防ぐ

きず大きな手戻りが生じるとか、環境保全に気が回

（コスト増を容認する））。

らなくなって重大な環境事故を起こし結果として工
事が中断するといったことにより、最重要である工

・ミスの未然防止を図り、工種毎に設計照査項目
を文書化し組織内で共有する
（インプットの改善）
。

程管理の要求事項を満たせなくなってしまうようで

・受発注者が日常的に進捗確認できるよう工程管

は駄目です。このため、このようなことが起きない

理のデータベースを設ける。その上で、工程遅

ように全体を上手く管理・監理していくのです。

延リスク（例：雨天、重機の輻輳）を抽出し、

以上のように、組織活動を継続していく上では「５

予め対応策を検討する（プロセスの改善）。

つの管理」
「全体最適化」をコンスタントに行って
いく必要があり、このためには、我流で場当たり的
ではなく「体系化された管理・監理技術」をもとに

総監取得のススメ
試験対策において、トヨタの生産方式、ISO9000

管理・監理していくことが肝要です。すなわち、こ

シリーズ（品質マネジメント）、ISO31000（リス

の「体系化された管理・監理技術」が総監というこ

クマネジメント）、PMBOKなどの世界的な管理・

とです。

監理技術を学習しました。総監はこれらを融合させ
たようなものです。民間企業はこうした「体系化さ

試験対策

れた管理・監理技術」をもとに管理・監理していま

試験は筆記試験（択一式、記述式）と口頭試験が

す。一方、行政は大方我流で場当たり的に管理・監

ありますが、内容は主に総監が身についているのか

理しているものと感じています。このため、私は組

を確認するものです。このため、ひたすら自分の業

織の管理・監理体制を残り約20年の県職員生活で

務を総監の視点で分析しました。

少しずつ変革していきたいと考えています。

分析例として、前述の道路建設での経験を「体系

総監での管理・監理技術の一つ一つは当たり前の

化された管理・監理技術」でどのように改善するべ

ことのように感じられるかもしれませんが、体系化

きかを述べます。

されているため、コンスタントに全体を上手く管理・

【管理・監理技術（例）】

監理することが可能になり、組織活動がより円滑に

・組織活動の目標、方針、手順などを文書化する。

進んでいくものと確信しております。是非、総監を

・組織活動をインプット→プロセス→アウトプッ

取得されることをお勧めします。

トと捉え、各々を明確化する。
【著者紹介】 河原 正史（かわはら まさふみ）
昭和55年生まれ。九州大学工学部地球環境工学科卒業。平成16年鳥取県入庁。鳥取県土整備事務所計画調査課、県土整備部道路建設課、
県土整備部技術企画課都市計画室、鳥取県土整備事務所山陰道・岩美道路推進室を経て現職。
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アジア開発銀行における
水分野への投資や取組み
もり

森
1．はじめに
アジア開発銀行（Asian Development Bank、
ADB）は、インクルーシブな経済成長、環境に調

和した持続可能な成長、地域統合を通して、アジア・
太平洋地域の貧困削減に取り組む国際開発金融機関
である。1966年に創立（本部：フィリピン・マニラ）
され、49の域内加盟国・地域を含め68の加盟国・
地域によって構成されている。本稿では、ADB全
体および水分野での事業の現状や動向について簡単
にご紹介する。なお筆者は2018年１月から2021年
１ 月 ま で、 持 続 可 能 な 開 発・ 気 候 変 動 局
（Sustainable Development and Climate
Change Department、SDCC局）に水資源（特に
ダム技術関係）の専門官として国土交通省から出向
していた。

2．ADBの概要・動向
１）組織体制
ADBでの業務運営の核となるのは、５つの地域
局（東アジア局、東南アジア局、南アジア局、中央・
西 ア ジ ア 局、 太 平 洋 局 ） と 民 間 部 門 局（Private
Sector Operations Department）である。５つの
地域局は中央・地方政府等の公的機関を対象とする
Sovereign業務を、民間部門局は公的機関以外（民
間企業等）を対象とするNon-Sovereign業務を担
当している。特徴的として各地域局は、国別の援助
方針・実施計画の策定→案件形成→案件承認→案件
実施管理→終了時評価といったプロジェクトサイク
ル全体を基本的に一括して担っている。各地域局に
は交通、エネルギー、都市施設、農業・環境などの
分野に対応する課（Division）が設置され、各技術
分野（交通、エネルギー、都市施設、水資源等）に
詳しいスタッフの多くが、各地域部の担当課に分散
配置されている。

月刊「建設」22-01
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しかし各地域局に専門スタッフが分散配置され、
プロジェクトサイクルも地域局内部で完結する形に

なると、それぞれの地域局が蛸壺化して、分野・課
題横断的に全体を俯瞰したり、情報共有をすること
が難しくなる。そこでSDCC局が中心となって分
野・課題横断的なKnowledge Managementを行
うこととなっている。具体的には、実際にプロジェ
クトを動かす地域局への専門的・技術的な観点から
のアドバイスや支援、事業の品質確保や革新的な技
術・アイディアの提供、ADBのビジネスモデルの
革新、ADB全体での情報や知見の蓄積・共有など
である。
２）事業規模
ADBの融資・無償等の財源には、比較的所得の
高い開発途上加盟国への支援に使われる通常資本財
源（OCR）と、低所得国向けの支援に使われるア
ジ ア 開 発 基 金（ADF） が あ る。 ち な み に 最 近 の
2017年〜2019年の契約締結額は、年平均209.7億

USDとなっている。分野としては、交通運輸とエ
ネルギーが全体の５割を占めているのが特徴である。
３）長期戦略（ストラテジー2030）
2018年７月に2030年までの新たな長期戦略「ス
トラテジー2030」が策定された。本戦略ではADB
は今後もアジア・太平洋地域の最貧国ならびに最も
厳しい状況にある国を優先して支援していく方針と
している。また紛争の影響を受けた地域、小島嶼開
発途上国、低所得・低位中所得国、高位中所得国な
ど、さまざまなグループの国の多様なニーズに応え
るべく、それぞれに異なる対応を適用することとし
ている。なお優先重点事項は以下の７つである。
・アジア・太平洋地域でいまだ続く貧困と拡大す
る不平等への対処
・ジェンダーの平等の促進
・気候変動への対応強化、気候変動・災害に強い

＊国土交通省 総合政策局 海外プロジェクト推進課 国際建設管理官（元アジア開発銀行SDCC局 上級水資源専門官）
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社会の構築、環境の維持
・暮らしやすい都市の構築
・農村開発と食糧安全保障の促進
・ガバナンスの強化
・地域協力と統合の推進

4．ADBでのダム関係プロジェクト
ADBでは、1970年から2010年までの間に、60
件以上のダム（新設、再開発）を含むプロジェクト
に 支 援 を 行 っ て い る。 完 成 時 の 年 代 と し て は、
1980年代が最も多いが、顕著なピークにはなって
おらず平均して年間１〜２件程度のペースとなって
いる。国別にはインドネシア、中国、スリランカと
いった国々での実績が従来は多かったが、最近は、
中央・西アジアや南アジアでのダムプロジェクトが

多くなっている。
最 近の主なダ ムプロジェクトとしては、Gulpur
Hydropower（パキスタン、Non-Sovereign）
、Nam
Ngiep 1 Hydropower（ラオス、Non-Sovereign、

図−１

2017 年〜2019 年の契約締結額の国別、
セクター別内訳（金額ベース）

（通常資本財源（OCR）およびアジア開発基金（ADF））

3．ADBの水分野の動向
2001年に策定されたADBでの水分野事業の基本
指 針 で あ るWater for All: the Water Policy of
the Asian Development Bank（Water Policy）
に基づき、水分野での長期戦略・計画を示すのが
Water Operational Plan（WOP）2011-2020で
あ る。WOPで はADBで の 水 分 野 へ の 投 資 目 標
を 年 間20〜25億 米 ド ル と 定 め て い る。 ま た
WOP2011-2020では、以下の５項目を重点事項
として掲げている。
・様々な用途を対象とした水利用の効率性の向上
・汚水管理や再生利用の拡大（衛生向上を含む）
・洪水、渇水およびその他の水災害の軽減のため
のリスク管理の向上を含む、統合水資源管理の
実装
・技術やイノベーションをより直接的に活用する
ための知識・能力の拡大

・民間セクターとのパートナーシップの強化
ちなみに水分野の事業規模は2017年〜2019年の

年平均で約25億USDであり、前述のADB事業規模
全体の約12％を占めている。この水分野の事業の
内訳としては、上下水道が48%を占めており圧倒
的に大きいのが特徴で、次いで灌漑、洪水対策がそ

れぞれ25％、14%というポートフォリオとなって
いる。

関西電力が主導）
、
Adjaristsqali Hydropower（ジョー
ジア、Non-Sovereign）
、Tanahu Hydropower（ネ
パール、Sovereign、JICAとのパラレル方式協調融資）
、
Nikachhu Hydropower（ブータン、Sovereign）
などがあり、水力発電が主体となっている。また民
間事業への融資であるNon-Sovereignプロジェク
トが多いことや、地域も中央・西アジアや南アジア
に多く、投資の重心が全体的にアジアの東から西に
移りつつあると感じる。
なお既存ダムの有効利用（ダム再生）にも最近は
取り組んでおり、代表例として2019年９月に承認
されたDahlaダム（アフガニスタン、既存の灌漑用
アースフィルダムの嵩上げによる貯水容量拡大）が
ある。

5．おわりに
ADBが2017年２月に公表した
「MEETING ASIA’S
INFRASTRUCTURE NEEDS」では、2016年から
2030年のインフラ需要は26兆ドル、年間で1.7兆
ドルにのぼるとしている。ADBを含む国際開発金
融機関はアジアの開発途上国・地域におけるインフ
ラ投資の2.5%を支援しているが需要全体から見る
と僅かな額であることから、Best Practiceとなる
プロジェクトを具現化することにより、それぞれの
国々での変革やイノベーションを如何に促していく

かが、重要なポイントとなるだろう。
（※本稿は筆者が個人の立場で投稿したものであり、
アジア開発銀行を含むいかなる組織・機関の見解を
示すものではありません。）

【著者紹介】 森 範行（もり のりゆき）
平成４年建設省入省（土木職）。国内では、土木研究所、中部地方建設局、国土庁、国土交通省下水道部・河川局、福井河川国道事務所な
どに勤務。海外では、JICA長期専門家としてシリアおよびラオス、国際機関職員としてアジア開発銀行に勤務し、令和３年７月より現職。
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環境にも優しいくまもと型伝統構法を用いた
木造建築物の普及
むら

た

村 田
1．はじめに
熊本県は、全国有数の林産県であり、県立球磨工

りょう
＊

遼

在来工法とは構造設計の考え方が異なる。在来工法
は筋交いや金物により建物の剛性を大きくし、耐震

業高校伝統建築コースに代表されるように伝統木造

性能を確保する「剛」な建物を目指すものに対して、

建築物の教育環境が整い、伝統構法の専門家も多数

伝統構法は継手や仕口の摩擦抵抗とめり込み抵抗に

活躍されている。また、令和元年12月に国に先駆

よって耐力・変形性能を保持し、大変形にも耐えう

け「2050年県内CO2排出実質ゼロ」を目指すこと

る「柔」な建物を目指すものである。

を宣言しており、住宅・建築物においても、更なる

建築基準法では、木造在来工法であれば簡易な検

省エネルギー化や脱炭素化に向けた取組の一層の充

討で構造設計を終えることができるが、木造伝統構

実・強化が不可欠となっている。

法については、前述の考え方の違いから、複雑な構

木造伝統構法の建築物は、豊富な木材資源を活か

造計算である限界耐力計算が必要とされている。こ

し、職人がその特性を理解し、長い歴史の中で改良

れは建築士であっても容易に構造計算することがで

を繰り返しながら育まれてきた、我が国の気候風土

きないため、伝統構法による設計をあきらめてしま

に適した優れた構法である。伝統構法では、地域産

う場合があり、普及しにくい状況となっていた。そ

木材の利用及び手刻み加工によるCO2排出削減や

こで、この複雑な構造計算を一定の条件下で簡素化

石場立て基礎による建築物の長寿命化を図ることが

するため、県内の産学官で連携し、平成28年度か

できるため、SDGs（持続可能な開発目標）に資す

ら４年間をかけて検討を重ね、全国に先駆けて令和

るものとして注目されている（写真－１）
。

２年２月に「くまもと型伝統構法を用いた木造建築
物設計指針」を策定した（図－１）。

図－１
くまもと型伝統構法を用いた
木造建築物設計指針・同解説

写真－１ 熊本の木造伝統構法住宅

２）くまもと型設計法

2．くまもと型伝統構法設計指針
１）指針策定の背景
木造伝統構法は、一般的な住宅に用いられる木造
＊熊本県 土木部 建築住宅局 建築課 建築指導班 主任技師

56

月刊「建設」22-01

本指針では、丸太や製材を使用し、木組みを活か
した継手・仕口によって組み上げた、⑴〜⑶までに
掲げる条件を満たす木造軸組構法を「くまもと型伝

統構法」と定義し、これらの条件を満たすものを対

３）復元力特性

象に、新たに整備した「くまもと型設計法計算ソフ

「くまもと型設計法」では、熊本県林業研究・研

ト」等を使用することで、比較的容易に構造計算が

修センターで実物大の実験等を行い、構造的性能を

できる「くまもと型設計法」を定めた。

確認した上で各種耐力要素の復元力特性を求めてい

⑴ 規模・形状

る（図－２）。耐力要素には伝統構法の標準的な構

①地階を除く階数が２以下であるもの

造要素（ほぞ、貫、差し鴨居、足固め、はさみ梁等）

②床面積500㎡以下、
最高高さ10m以下、
軒高７m

による架構及び土壁、板壁、格子壁、小壁等を採用

以下かつ横架材相互間の垂直距離2.7m以下

し、設計クライテリアの安全限界時を超えても、変

であるもの

形性能を有し、破壊しない仕様のものとした。

③整形な平面形であるもの
④モジュール（P）が985㎜以下であるもの
⑤軒の出が900㎜以上であるもの（雨掛りのお
それのない場合を除く）
⑥スパンが４P以下（小屋梁又は柱、梁等の各
部材を検討した場合は、５P以下）であるもの
⑦屋根勾配が６寸以下であるもの
⑧偏 心率が15/100以下、剛性率が６/10以上
であるもの
⑨積載荷重が住宅の居室と同程度のもの
⑵ 部材寸法
①管柱：120㎜×120㎜以上
②通し柱：

４）期待される効果
本指針により、計画の自由度を高めながらも、簡
易な構造計算で設計できることから、県内において
伝統木造建築物の普及によって以下の効果が期待さ
れる。
⑴ 技術の継承
・木材をふんだんに使用し、機械加工でなく、
職人による手加工で刻むため、伝統木造技術
の継承が見込まれる。
⑵ 地域産業の活性化
・県産材の利用を原則とするため、地産地消に
よる地域産業の活性化が見込まれる。
⑶ 脱炭素社会の実現

通
 し柱間が３P以下の場合150㎜×150㎜以上

・県産材の利用を原則とするため、県内調達が

通
 し柱間が４P以下の場合165㎜×165㎜以上

可能である。また、木材は手刻みで加工する

通 し柱間が４Pを超える場合180㎜×180㎜

ため、輸送時や製造時のCO2排出量削減に

以上（通し柱間に柱がある場合は、この限り

つながる。

でない）
③横 架 材： 小 屋 梁120 ㎜ ×180 ㎜ 以 上、 床 梁

・通常よりも多くの木材を使用するため、生長
時に吸収したCO2を蓄えて、大気中に戻さ

120㎜×210㎜以上
④受 梁：120㎜×240㎜以上、
足固め120㎜×180㎜以上
⑶ 材料等
①構造材（柱、梁及び足固め
材）は、熊本県産材とする
こと。
②土 壁にあっては、「くまも
と型土壁施工マニュアル」
に準じて施工すること。
③地盤の長期に生ずる許容応
力 度 が20kN/ ㎡ 以 上 で あ
ること。

図－２

試験体破壊状況（土壁）
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ない炭素貯蔵効果がある。

5．講習会・現場見学会の開催

・自然素材を利用するため、建替えを行う際に

本指針の内容の解説として、指針の策定に携わっ

再利用が可能であり、産業廃棄物の発生が少

た専門家を講師に招き、解説の内容に応じて、令和

なくなる。

２年から導入編３回、実践編３回、構造設計入門編

・床下を開放した石場立て基礎の造りにより、

１回（DVD講習４回）の講習会を開催し、延べ

床下の通風が良いため、シロアリが付きにく

300名を超える方に受講いただいき、くまもと型伝

く、建物の長寿命化につながる。

統構法の理解を深めることができた。
また、地元の建築士や工務店を対象として、実際

3．くまもと型伝統構法による住宅再建プラン

の施工現場の作業工程毎に計３回の現場見学会を開

令和２年７月豪雨は、県南地域を中心に球磨川の

催し、土壁塗の塗り体験や小舞竹の施工体験を通し

氾濫などによる浸水被害をもたらし、多くの家屋が

て伝統構法の良さを知っていただいた（写真－２）。

被災した。県では被災地の復旧・復興に向けて、被
災地である人吉球磨地域や八代地域の建築士や工務
店と連携し、被災者向けの住宅再建プランを検討し、
その選択肢の一つとして「くまもと型伝統構法によ
る住宅再建プラン」を令和３年３月に策定した。こ
のプランは、基礎が石場建て（コンクリートの立ち
上がりがない基礎）で、浸水被害を受けた場合でも
復旧が容易な仕様となっている。
写真－２

4．熊本県版「気候風土適応住宅」の適用
令和３年４月から改正建築物省エネ法が完全施行

見学会の様子

6．さいごに

され、建築物に対する省エネ基準の適用が強化され

本指針を策定して、講習会や現場見学会などの開

た。その一方で、伝統構法のような建築物について

催により、設計・施工者等の造り手側への伝統構法

は、法で定めた省エネ基準への適合が困難であるた

に対する理解は徐々に広がっていると感じているが、

め、地域の気候・風土の特殊性を踏まえたものとし

建て主側にはまだまだ浸透しきれていない。伝統構

て、一部省エネ基準の適用が除外できる「気候風土

法による木造住宅は在来工法などの工業化住宅と比

適応住宅」が位置付けられており、県では令和２年

較して、工期が長く、建築コストが増加するなどハー

12月に全国に先駆けて独自に熊本県版「気候風土

ドルは低くはなく、建て主側の理解を深めることが

適応住宅」として基準を策定した。

課題である。

伝統構法を推進する場合、建築物省エネ法の外皮

一方で、建築物省エネ法は2025年までにすべて

基準に適合させることが課題となるが、
「気候風土

の建築物に対して省エネ基準の適合を義務化する方

適応住宅」は、外皮基準が適用除外となり、かつ、

針であり、省エネ化の手法として「気候風土適応住

一次エネルギー基準が合理化されることから、熊本

宅」となり得る木造伝統構法の建築物はその価値が

県版「気候風土適応住宅」に該当する要件を満たせ

ますます高まっていくことが期待される。

ば、くまもと型伝統構法を用いた木造建築物にも適
用が可能となっている。

今後も伝統構法を普及促進していくことで、良質
な木造建築物の需要拡大に貢献していきたい。

【著者紹介】 村田 遼（むらた りょう）
平成元年生まれ。平成26年熊本大学大学院自然科学研究科修士課程修了、同年熊本県入庁（建築職）。建築確認、県有施設整備等の職務
に従事。県北広域本部土木部景観建築第二課、土木部建築住宅局営繕課を経て現職。
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中津日田道路の全線開通に向けて
〜コロナ禍におけるイベント開催とインフラツーリズムの魅力発信〜
きり

はた

桐 畑

ゆ

き

由 紀＊

1．はじめに
地域の産業、観光、暮らしを支える中津日田道路

ネルや橋梁７橋等大規模構造物が連続する現場で

は、重要港湾中津港を起点とし、大分県中津市から

あった。こうした現場条件を活かして、現場見学会

同県日田市に至る、延長約55㎞の「地域高規格道路」

をはじめとする様々なイベントを開催した。

である。
中津日田道路の整備により、東九州自動車道と連
結し、福岡市や北九州市、大分市等を結ぶ循環型交
通ネットワーク（図－１）が形成され、多様な交流
の促進が期待されている。

耶馬溪道路（中津市側より撮影）

図－１

中津日田道路周辺の道路網

令和２年度はコロナ禍の中ではあったが、その一
や ば けい

部である中津市耶馬溪地域を通る、耶馬溪道路（約
５㎞）開通に伴う式典や、耶馬溪山国道路（約8.5㎞）
の新規事業化に向けた機運醸成を図るイベントを開
催した。イベントに際しては、将来を担う若い世代
に興味を持ってもらえるよう、道路やトンネルを舞
台としたインフラの魅力発信にも取り組んだ。

2．現場を活かしたイベントの開催

耶馬溪道路（日田市側より撮影）
写真－１ 耶馬溪道路開通状況

１）地上30ｍの橋梁上での書道パフォーマンス
耶馬溪道路７橋のうち、最も長い山移４号橋の完
成を記念して、「書の甲子園」と呼ばれる国際高校

令和３年２月28日に開通した耶馬溪道路（写真

生選抜書展で２回の優勝を誇る中津北高等学校書道

－１）
は急峻な崖と谷が織りなす地形特性から、トン

部員により、「もっとつながる中津日田道路への想

＊大分県 土木建築部 中津土木事務所 企画調査課 主査
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い」をコンクリート床版に揮毫するイベントを、平
成30年５月25日に開催した（写真－２）
。
地元高校生によるパフォーマンスは開通に向けた
機運をさらに醸成させるものとなった。
※パフォーマンスの様子は下記URLより
https://www.pref.oita.jp/site/nakatu17011/
yabakeidouro-yamauturi4gou.html

図－２ 耶馬溪のアートディレクターと作成したキャンプチラシ

写真－２

書道パフォーマンス状況

２）県内最長！トンネル内でのキャンプ
大分県は、全国一のトンネル数を有しており、開
か ぐま

通する「鹿熊ふるさとトンネル」は延長2,986ｍで
本県最長となる。このキャンプイベントは、開通前
のトンネルに宿泊し、日本新三景・日本遺産である
「耶馬渓地域」の観光資源を肌で感じてもらうため
企画した。新型コロナウイルス感染防止対策として、

トンネルキャンプ状況

写真－３

３）開通記念プレイベント

県内からの参加に限定する等制限を設けたものの、

耶馬溪道路開通の１週間前には、開通を祝う多く

参加募集開始からわずか２時間、さらに追加募集も

の方々が参加可能なプレイベントを開催した。開催

５分で満員（小学生親子35組127名）に達し、開

にあたっては、県内からの参加に限定する他、混雑

催前から活気づいていた。

を避けるためにＷＥＢでの事前登録をお願いする等、

当日は、工事現場見学・土木クイズコーナーやド

新型コロナウイルス感染防止対策を徹底した。

あるとっく

ローン体験等で「インフラの魅力」を伝え、夜には

イベントは、大分県健康アプリ「おおいた歩得」

望遠鏡を用いた星空観察会を開催した。その他、耶

とも連携し、「ウオーキング（県主催）」「サイクル

馬渓地域の食材で調理された食事をケイタリングす

ロゲイニング（市主催）」に加え、地元から「耶馬

る等、地域とも連携して取り組んだ。

溪マルシェ」を出店する等、約1,200人の来場のもと、

参加者からは、
「一生の思い出となった」「土木の

地域全体で耶馬溪道路の開通を盛り上げた。

壮大さを感じた」などの声を頂き大盛況であった。
その後、地域振興を目的に「トンネルホテル」が
地元有志により開催される等、土木構造物を新たに
活用したインフラツーリズムの可能性を見出せた取
組みと感じている。

写真－４
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3．WEB・SNSを活用した取組み
１）シンポジウムの開催
耶馬溪山国道路の新規事業化に向けての機運を高
めるシンポジウムは、令和元年度から準備が行われ
ていた。そうした中、コロナ禍となり中止を検討す
ることも考えたが、中津日田道路の早期開通に対す
る地域の強い思いを受け、取り組んだのがWEB上
でのシンポジウム開催である。
シンポジウムは、中津市に本社を置くダイハツ九
州（株）の泉谷社長から「物流と道路整備」
、立命

写真－６

開通式の様子（後方で４校吹奏楽部が演奏）

３）Instagramを活用した情報発信

館アジア太平洋大学（APU）の出口学長から「交

開通に向けて現場の状況を伝えるため、

易と道路網」等の意見表明や、中津日田地域の将来

若手職員を中心に取り組んだのが、県土木

を思う若者の会による公開討論会、開通を期待する

建築部初のInstagram※３ での情報発信で

住民の声等で構成されている。令和２年９月30日

ある。中津日田道路の工事写真を投稿することで進

に配信を開始し、終了（令和３年２月28日）まで

捗状況を伝え、開通までのカウントダウンを行った。

のアクセス数は54,592件と非常に多くの方に閲覧

令和２年６月１日から開始し、職員撮影による投

頂いた。現在もYouTube

※１

で視聴可能で

ある。

稿の他、建設会社や設計コンサルタントとも協働し、
ドローンを使って撮影した施工写真等でインフラの
魅力を発信するとともに、中津地域の紹介を行って
いる。引き続き、土木の魅力や中津の魅力を詰め込ん
だ情報を広く発信することで、建設産業を盛り上げ
ながら、インフラツーリズムによる地域活性化に繋
げていきたい。

➡

写真－５ シンポジウムでの意見表明撮影状況
耶馬溪アートディレクター 福田 まや氏

２）耶馬溪道路開通式
コロナ禍における、式典の開催は困難を極めた。
そこで、参加者を極力最小限に限定すると
同時に多くの人が式典を共有できるよう
YouTube

※２

配信を企画した。

写真－７

Instagram投稿写真抜粋（耶馬溪道路舗設状況）

4．おわりに
今回のイベントを含め、中津日田道路の整備にご

式では、開通までの施工状況や地域と連携した取

協力頂いた地域の方々をはじめ、関係者の皆様に感

を上映した他、トン

謝申し上げます。そして、これからも早期の全線開

組みを編集したイメージ動画

※２

ネル内の音響効果を活かしての中津市４高校吹奏楽

通に向けて取り組んでいきます。

部による生演奏で花を添える等、大盛況であった。

※１「中津日田道路 シンポジウム」で検索
※２「耶馬溪道路 開通式」で検索
※３「Instagram 中津土木事務所」で検索

【著者紹介】 桐畑 由紀（きりはた ゆき）
平成16年大分県入庁（土木職）。インフラ整備に関する事業の計画立案、工事監督等の職務に従事。砂防課、大分土木事務所等６箇所で砂
防事業や道路事業を中心に担当し、現職。
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地域創生の拠点となる道の駅
〜道の駅「グランテラス筑西」〜
こ

う

た

古宇田
1．はじめに
筑西市は、茨城県西部に位置し、北は栃木県と接
する自然環境豊かな人口約10万人の市である。
全国有数の農産物の産地であり、自然、歴史、文
化等の魅力的な観光資源を有しながら、それらの魅
力を発信し、来訪者を迎え入れることのできる拠点

まさ と

将人＊

が、子ども向けのラグビー体験イベントや音楽イ
ベント、飲食ブースなどと組み合わせることで、日
中から夜にかけて家族揃って長時間楽しめるイベン
トとなった。
道の駅をイベント会場として印象づけるきっかけ
となる好事例となった。

となる場が不足していたことから、地域の活力を生
み出す拠点として、令和元年７月11日に市内初と
なる道の駅「グランテラス筑西」を開業した。今年
で丸２年が経過し、これまでの取り組みや本市にお
ける道の駅整備の効果について紹介する。

2．人々が交流する拠点としての活用事例
道の駅「グランテラス筑西」は、ダンスパフォー
マンスなどにも対応した間口16mの屋外ステージ

写真－１

パブリックビューイングの様子

を備えた直径60mの芝生広場、芝生広場から直接
出入りすることができ会議から展示会まで様々な用
途に使用できる多目的室、小規模での料理教室にも
対応できる調理室など、市の活動拠点としての活用
を想定した設備を備えている。
１） ラグビーワールドカップにおけるパブリック
ビューイング（令和元年９月28日）
令和元年に開催されたラグビーワールドカップ
2019では、日本対アイルランド戦に合わせて、地
元の青年会議所主催による地域活性化イベントとし
て、パブリックビューイングが開催された。

ラグビー体験イベントを楽しむ子ども

２）十勝豊頃町物産展（令和２年１月18〜19日）
当市が加盟している全国報徳研究市町村協議会は

屋外ステージに大型スクリーンを設け、その前に

二宮尊徳にゆかりの深い全国17自治体で構成され

広がる芝生広場をそのまま観客席として使用するな

ており、報徳思想に学び、周知するとともに、まち

ど、道の駅の設備を有効に活用していただいた。

づくり・ひとづくり等について協議する活動を行っ

試合開始は夕方の午後３時45分頃からであった
＊筑西市 経済部 観光振興課長
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写真－２
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ている。

この協議会では、繋がりのある自治体同士で、お

内在住の人にも重宝されるという副次的効果もみら

互いの特産品や観光資源等を相互にやりとりし、双

れた。この直売所の成功により地元商品が多くの

方の持ち味を生かした地域活性化を図る「互産互生」

人々の目に触れる場が整ったことから、様々な新商

の取り組みを行っており、その一環として北海道十

品が開発された。

勝地方の豊頃町の物産品を道の駅内で販売する「十

１）筑西市産いちごの６次産業化

勝豊頃地物産展」を実施した。物産展では、海産物

平成29年３月に筑西市観光資源調査・発掘協議

や鹿肉などのジビエを活用した加工品、豆類などを

会（現：筑西市観光振興推進協議会）で策定した「筑

中心とした特産品の販売と共に、冬の絶景「ジュエ

西市観光推進のためのアクションプラン」において

リーアイス」などの観光情報のPRが行われた。

も食のPR不足に言及しており、「道の駅を拠点とし

元々、農産物をはじめとする直売所機能と情報発

たグルメ開発」「お土産の開発」を提言していた。

信の双方を持つ道の駅では、このような物産交流を

また当市としても筑西市産農産物のブランド化を進

行いやすいというメリットがある。この特性を活か

めており、ここに道の駅としてもオリジナル商品を

し、道の駅に様々な繋がりを基にした地域間交流の

作りたいという意向があったことから、市として、

場としての可能性を感じられた事例となった。

道の駅と生産者であるストロベリーランド筑西、加
工業者（ミルク工房もりや）とを繋げ、筑西市産い
ばらキッス（茨城県のブランドいちご）を使用した
「いちごのむヨーグルト」の商品化が実現した（令
和２年11月21日発売開始）。

写真－３

豊頃町物産展での賑わい

3．地域経済活性化の拠点としての役割
当市には、野菜をはじめとした豊富な農産物や市

写真－４ いちごのむヨーグルトを手にする３者
（左から：加工業者・駅長・いちご生産者）

内に多く点在する和菓子・せんべいといった菓子類、
ブランド豚である「キングポーク」など、多彩な商
品があるにも関わらず、それらの商品を集約した物
産館的役割を果たす施設がないことから、
「商品を
購入できる場所が限られている」
「外から来た方々
に当市の豊富な商品を手に取っていただく機会が少
ない」等、
これまで食のPRが弱いという課題があった。
グランテラス筑西の農産物・物産直売所はこれら
市内の物産を一堂に集めたことで「ご当地商品など

写真－５

筑西といちごを印象づけるパッケージデザイン

当市の物産が容易に手に入る絶好のお買い物スポッ

道の駅のすぐ隣で採れたいちごを使用しているこ

ト」として定着してきた。また、手土産や地元の商

と、さらに茨城のブラントいちご「いばらキッス」

品を知人に持っていく際の手頃な購入先として、市

を使用していることなどが、効果的なアピールポ
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イントとなっている。
また、当市のいちごは生の状態で販売することが
ほとんどであったが、ヨーグルトドリンクに加工す
ることで日もちや持ち運び性が格段に向上し、お土

ろ

ば

れ、道の駅の開業が地場産品の商品化と普及促進の
大きな契機となったと言える。

4．デジタルを活用した新たな展開

産や贈答品として第三者にまで拡散しやすい「ご当

道の駅では、生産者の高齢化や自動車免許返納に

地商品」になったことで、筑西市産いちごの知名度

よる来訪者の交通手段の減少といった不安を抱えて

向上や販路拡大にも大きく貢献したと思われる。

いる。これを解消すべく、現在、通信機器やデジタ

２）下館ラーメンのお土産化

ルを活用した事業展開を進めている。

筑西市を代表するご当地グルメの一つとして人気

１）スマートフォン用公式アプリの開発・公開

の「下館ラーメン」は、これまで道の駅フードコー

令和２年10月にグランテラス筑西の公式アプリ

ト で 提 供 す る ほ か、 市 内 循 環 バ ス 内 の ポ ス タ ー

をリリース。電子会員証によるポイント付与サービス、

ジャック、情報誌「るるぶ」や各種パンフレット、

クーポン発行による集客喚起のほか、一部施設の利

PR動画、メディアなど各方面でPRしてきた。これ

用予約やインターネット販売の機能を備えている。

により「下館ラーメン」の認知度は向上してきたも

茨城県のDX推進事業を活用し、今後も様々な活

のの、店舗でしか食べられないという制限があった。
前述の「筑西市観光推進のためのアクションプ
ラン」でも持ち帰って家族や知人等に広められる新

用を検討している。
２）ご自宅お届けサービス
道の駅までの来店が難しいお客様などへの対策と

たな「お土産」の開発が提言されていたことを受け、

して、市内在住の方向けに、朝電話で注文を受けた

筑西市観光振興推進協議会のメンバーが中心となり、

商品を当日中にご自宅へお届けするサービスを令和

地元ラーメン店の監修による「おみやげ下館ラー

３年９月から開始した。配達可能な商品は、総菜や

メン」の商品化を進め、令和３年５月に販売に至った。

精肉、パンや麺類、調味料、菓子類など多岐にわた

道の駅は、この新たなご当地土産の先行販売場所

り、高齢者などの移動困難者へのサービスとして動

として、大々的にPR、販売を行った。現在は、ふ

き始めている。

るさと納税の返礼品などへも活用され、ご自宅で楽

３）インターネット販売の開始

しめるご当地グルメとして好評を博している。

令和３年９月からは、オンラインショップを開設。

その他、筑西市の銘柄豚キングポークを使用した

道の駅で販売されているオリジナル商品などのほ

「豚まん」や筑西市産の米粉を使用した焼菓子、筑

か、食材定期お届けコースなどがあり、今後ライン

西市産タマネギを使用したハンバーグなどが開発さ

ナップを充実させていく予定でいる。

5．おわりに
道の駅グランテラス筑西は開業から２年が経過し、
その存在が定着してきたと感じられる。一方、これ
からは来場者のニーズを捉え、常に新鮮さを提供で
きる仕掛けづくりが必要となる。
人々が楽しく集える場所として、また地域全体を
活性化させる拠点として賑わいを創出し続けられる
写真－６

ラーメンではお土産に適した常温販売を実現

よう進化を続けていきたい。

【著者紹介】 古宇田 将人（こうた まさと）
平成６年明野町入庁。子ども部子ども課課長補佐、企画部広報広聴課課長補佐を経て令和３年４月より現職。
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まちづくり分野で国内初となる
ソーシャル・インパクト・ボンドの導入
こう

けつ

纐 纈

まさ

き

正 樹＊

1．はじめに
本市では、民間主体のまちづくりを実現するため、
官民で議論を重ねながら、中心市街地の将来像ビ
ジョンである「前橋市アーバンデザイン」を令和元
年９月に策定した。
アーバンデザインの策定を契機に、まちを想う個
人・法人で構成された完全民間のまちづくり組織「一
般 社 団 法 人 前 橋 デ ザ イ ン コ ミ ッ シ ョ ン（ 以 下
MDC）
」が設立され、その他にも様々なまちづく

図－１

都市利便増進協定スキーム

りの担い手が誕生している（月刊「建設」2021年

間による整備後、本市が引き継ぎ、日常管理は地元

５月号」参照）
。

で行うといったスキームを想定している。

現在では、こうした民間の担い手と連携しながら

令和５年度中の完成に向け、本プロジェクトを企

アーバンデザインに位置づけた４つのモデルプロ

画・運営するメンバーを広く募集したところ、学生

ジェクトの具現化に取り組んでおり、ここでは、そ

などの若者を中心に総勢137名の準備委員会が組成

の１つである「馬場川通り」を対象に、本市が実施

され、こうした多様な地域人材と地元関係者、商店

した、まちづくり分野では国内初となる「ソーシャ

街関係者等による、ワークショップやまちづくりセ

ル・インパクト・ボンド（以下SIB）」の導入につ

ミナー、社会実験等を実施している。

いて詳述する。

3．行政支援のあり方
2．馬場川通りプロジェクト

馬場川通りプロジェクトには、MDCをはじめ、

馬場川通りプロジェクトは、延長約200mの水路及

準備委員会のメンバーや地元関係者が熱意を持って

び歩道等の遊歩道公園について、民間資金により民

参画しており、遊歩道公園の高質化や整備後の使い

間が再整備を図るという前例のない取り組みである。

方を「自分ごと」として捉え、斬新なアイデアが次々

整備資金は、地元企業等からの寄付金約３億円を

に提案されている。

原資として、沿道の関係権利者と公共用地を所有す

このような民間主体の取り組みに対して行政支援

る本市、そして都市再生推進法人であるMDCの３

を行う場合、例えば、これまでの民間団体等に対す

者で都市利便増進協定を締結し、承認工事として民

る補助金や通常の委託業務では、民間の裁量が限ら

＊前橋市 都市計画部 市街地整備課 CCRC・計画推進室 副参事兼室長
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れ、デザイン性に優れた計画や斬新なアイディアに
制約がかかってしまう恐れがある。
市民の多様なニーズに応え、地域コミュニティの
再生やエリアマネジメントの実現につなげるために

MDCで成果連動型民間委託契約を締結した。
また、翌月には資金提供者である、第一生命保険
（株）とすみれ地域信託（株）の参画が決定し、信
託方式によるSIBの実施スキームが確定した。

は、民間が裁量を持った新たな手法を見出すことが
急務となった。
そんな中、地方公共団体向けの研修会でSIBの仕
組みを知り、昨年には国土交通省の支援事業の採択
を受けたことが、今回のSIB導入の大きなきっかけ
となった。

4．SIB
SIBの仕組みには大きく３つのポイントがある。
１つ目は、業務委託費が成果に応じて変動する契
約方式であるという点である。

図－２

SIBスキーム

１）予算及び期間
SIBは、一般的に行政コストの削減や歳入増加と

従来の仕様発注と違い、業務内容の詳細をあらか

いった視点から予算額を決定するものと認識してい

じめ決めるものではなく、成果目標を定めることで、

るが、まちづくり分野では、こうしたコストの算定

民間の創意工夫を最大限活用し、事業の質の向上や

が難しい。

行政の財政リスクの低減を図ることができる。
２つ目は、この成果連動型民間委託契約方式に合
わせ、事前に金融機関等から資金を調達するという
点であり、受託者（サービス提供者）のリスク分散
につながるものである。

そのため、既存の補助事業費をベースに、それら
を積み上げた額である1,310万円をSIBの上限額に
設定した。
また、委託期間については、単年度では成果の発
現が困難であることや、民間による馬場川通りの整

３つ目は、評価は発注者である行政のみで行うも

備スケジュールなどを考慮し、議会承認による債務

のではなく、公平な立場の第三者評価機関が関与し

負担行為により、令和３年度から令和５年度までの

て実施する点である。

３年間とした。

このような特徴を持つSIBは、海外では再犯防止、

２）成果指標の設定

国内ではヘルスケアなどの分野において先行事例は

SIBの成果指標の設定は、「ロジックモデル」と

あるものの、国内におけるまちづくり分野での実施

呼ばれる、インプットから事業の最終目標となるア

事例はない状況にあった。

ウトカムまでをつなげた流れを検討することが必要
となる。

5．本市のSIBの取り組み
民間主体で進めている馬場川通りプロジェクトを
対象に、地域コミュニティの再生等を目的としたま

66

その際、インプットから考えるのではなく、最終
アウトカムや中間アウトカムといった、目指したい
目標から遡って考えることが重要とされている。

ちづくり勉強会やワークショップ、社会実験等の取

介護予防や医療費削減といった、直接的な因果関

り 組 み を 支 援 す る た め、 令 和 ３ 年 ９ 月 に 本 市 と

係がある場合は分かりやすいが、まちづくり分野で
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そこで、今回のSIBの業務の中で、支払いに紐づ
かない評価の検証を併せて実施することとした。
前橋市アーバンデザインで掲げている「エコ・ディ
ストリクト」という、まちづくりの方向性に基づき、
賑わいや便利さという経済価値に加え、居心地の良
さや快適さ、健康感といった環境価値における成果
指標を想定している。
具体的には、本市及びMDCにおいて、介入エリ
図－３

ロジックモデル

アの店舗の売上額や、来街者の消費額等を調査する

は複合的な分野に効果が派生する特性から、より妥

とともに、まちの活動に関わる滞在時間の長さやア

当な成果指標を見出すことが難しい面もある。

クティビティの数なども計測し、第三者評価機関に

そこで、過去において集計実績があり、アーケー
ドに設置してあるトラフィックカウンターによる測

よる助言等を受け、分析及び評価を行うものである。
表－１

定可能な「歩行者通行量」を成果連動に紐づくアウ

支払いに紐づかない評価項目

トカムに設定することとした。
成果指標として設定した「歩行者通行量」の具体
的な数値は、馬場川通りにおける令和３年２月時点
の通行量40,248人／月をベースに、様々な検証を
重 ね、 最 終 的 に は 令 和 ６ 年 ２ 月 時 点 の 通 行 量 が
45,915人／月以上（A評価）に増加すれば、満額
である1,310万円が支払われることになる。
一方、41,410人／月以下（D評価）となれば、
740万円に減額されることとなる。

6．おわりに
今回本市で導入したSIBは、他分野でのSIBに比
べて少額であり、試行的な意味合いを持つものであ
るが、支払いに紐づかない評価の検証を繰り返し行
うことで、今後のまちづくり分野におけるSIBの発
展に寄与していきたいと考えている。
また、SIBに限らず、民間主体のまちづくりに賛
同する市民や企業、民間団体等からの寄付やふるさ

図－４

成果連動支払額

３）支払いに紐づかない評価の実施
まちづくり分野でSIBが普及していない要因の一
つは成果指標の設定の困難さにあると考えている。

と納税、出資や融資、あるいはクラウドファンディン
グなどの「志ある資金」を活用することで、シビッ
クプライドの醸成や地域コミュニティの再生につな
がると考えているため、今後も新たな仕組みの構築
についてチャレンジしていきたい。

【著者紹介】 纐纈 正樹（こうけつ まさき）
平成３年前橋市役所入所（土木職）。区画整理、再開発、都市計画、地方創生、官民連携まちづくり等の職務に従事。平成30年度より現職。
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後輩技術者に向けたメッセージ

伝えておきたい「災いの年」の記憶
と

ね

戸 根
1．はじめに

ひで

たか
＊

秀 孝

年であった。私は当時、河川課で整備担当の係長の

近年、気候変動の影響により記録的な豪雨が頻発
しており、計画規模を上回るような異常洪水によっ

職にあったため、連日のように昼夜県庁で待機する
状態が続いた。

て堤防の越水や決壊に至り、これまでなかったよう

特に台風第10号では、那賀郡木沢村（現那賀町）

な大規模な浸水被害が毎年のように日本各地で発生

で大規模な山腹崩壊により道路が寸断され集落が孤

している。

立し、25年ぶりとなる災害救助法が適用された。

私は、令和２年３月に徳島県庁を定年退職したが、

10月に襲来した台風第23号では、吉野川岩津地

前職時代には長年河川行政に携わった。なかでも平

点で戦後最大流量を記録し、吉野川の全ての観測所

成16年は、過去最多の10個の台風が日本に上陸し、

で警戒水位を超え、うち２箇所で危険水位を超えた。

このうち６個が四国に被害をもたらし、まさに「災

飯尾川においては、既に２本の放水路が完成し、上

いの年」となった。

流側の飯尾川放水路には40㎥/sの排水機場が整備

徳島県でも毎週のように台風が襲来し浸水被害や

されていたが、吉野川本川の水位上昇の影響により

土砂災害が発生したが、私が担当した業務の中で最

洪水が排水できず、流域一帯に内水が湛水し、浸水

も印象に残っている一級河川吉野川水系飯尾川の改

面積3,630ha、浸水家屋1,305戸うち床上浸水341

修事業について、平成16年10月に襲来した台風第

戸に及ぶ甚大な被害が発生した。

いの お がわ

23号の際の対応状況を報告させていただきたい。

図－２

図－１

過去最多の10個の台風が日本に上陸した平成16
年は、徳島県でも台風による甚大な被害が頻発した
＊徳島県住宅供給公社 理事長（元徳島県会計管理者（出納局長兼務））
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飯尾川位置図

2．災いの年

平成16年台風第23号浸水実績図

写真－１

台風第23号浸水状況（吉野川市）

3．飯尾川について
１）流域の概要
飯尾川は、元々吉野川南岸の氾濫域を蛇行貫流す
る緩流河川であったが、吉野川本川の築堤締切に
よって内水化した。流域は、徳島市、石井町、吉野
川市の２市１町にまたがり、流域面積約71㎢、流
路延長約26㎞に及ぶ県内最大の内水河川である。
流域の約７割が平地で肥沃な農耕地でもあり、古
くは「阿波藍」の産地としても知られ、現在も近畿
圏への農産物の重要な供給地となっている。

写真－２

加減堰（平成16年当時）

4．鉄は熱いうちに打て

２）改修の歴史
飯尾川改修の歴史は、昭和７年に着手した一期改

台風第23号の被害を受け、飯尾川においては新

修に始まる。この改修で吉野川に第一樋門で直接合

たな整備推進策の立案が急務となり、すぐさま床上

流していた河川形状を、約1.7㎞下流まで開削し鮎

浸水解消のため「床上浸水対策特別緊急事業」の新

喰川に第二樋門を設置し合流させる形状とするとも

規採択に向けた検討作業に着手した。

あ

くいがわ

に、石井町境までの約７㎞の河道を３～４倍に拡幅

飯尾川は、改修延長が非常に長く３市町にまたが

した。この一期改修は、現在のような請負工事では

ることから、複数の工区で同時に整備を進める段階

なく県の直営工事で行われたようであり、約５年で

施工計画が昭和50年代に既に立案されていたが、

完成させている。事業費は当時の金額で約88百万

当時の計算手法の限界から下流の流下能力のみを考

円であった。県が管理する河川の中で最大の流域面

慮し、氾濫時の被害の移転については確認できてい

積（飯尾川の約３倍）を有する二級河川勝浦川の本

なかったため、台風第23号のような豪雨の時には、

格改修着手が昭和11年であったことを考えると、

上流改修によって被害が助長されるエリアが発生す

当時いかに県が飯尾川を重視していたかが覗える。

る懸念があった。

かつうらがわ

この一期改修の際に、これまで上流で氾濫してい

そこで、整備の各段階で被害の移転が生じない段

た洪水が一気に下流に押し寄せ被害が増大するとし

階施工計画の検討を行うため、過去に飯尾川流域に

て下流域（徳島市）で反対運動が起こり、県職員が

氾濫被害をもたらした主要34洪水について、被害

竹槍で追いかけられたこともあったと伝え聞いてい

の形態や外水位との関係から最終的に台風第23号

る。やむなく上流の石井町との行政境付近に下流へ

を含む内水氾濫型４洪水、河道氾濫型４洪水の計８

の洪水の流下を調節する「加減堰」と呼ばれる狭窄

洪水を抽出し、この８洪水に対し、新たに設定した

水路が造られたが、このことは飯尾川の上下流問題

８箇所の代表地点全てで各整備段階（７ケース）で

の象徴であり、後に飯尾川改修最大の懸案となる。

改修初期（昭和50年当時）から水位を上昇させな

か げんぜき

その後、昭和34年には本格的な二期改修に着手し、
２本の放水路や内水排除施設などを含む全体改修延

いことを評価指標として、当時の最先端の内水解析
手法による氾濫シミュレーションを実施した。

長24.1㎞、治水安全度１/50の基本計画及び１/ ５

その結果、床上浸水の解消には、国が担当する「角

の実施計画が策定された。併せて、通常下流から行

ノ瀬排水機場」の整備や県が実施する河道改修に加

う河川整備を流域全体の治水安全度を高める目的で、

え、洪水を速やかに排水する新たな対策が必要と

全区間を３工区に分けてそれぞれ下流の治水安全度

なったため、様々なケースを氾濫シミュレーション

に応じた整備を同時に行う段階施工計画が立案され

で確認しながら対策案の検討を行った結果、最終的

ている。

に鮎喰川合流点の飯尾川第二樋門の改築が最も効果
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後輩技術者に向けたメッセージ

的であることが判明した。

また、国直轄事業においても、長年の悲願であっ

飯尾川第二樋門は、昭和初期の一期改修時に造ら

た「角ノ瀬排水機場」整備に、平成16年度補正予

れた４門のマイターゲート式樋門であるが、洪水時

算で調査費が新規計上された。この背景には、当時

にスムーズな排水ができないことが明らかとなった

進められていた政府の三位一体改革に対し、全国知

ため、実施計画のメニューにはなかったが、基本計

事会でも国庫補助負担金改革が議論されていたが、

画１/50の４門のローラーゲート式樋門への改築を

徳島県知事らの「災害予防事業は住民の命と生活に

新たに盛り込んだ。

直結する事業であり、引き続き国の責任において実
施すべき」との発言を受け、最終的に河川局所管の
国庫補助負担金が対象から外れたという出来事が
あったことを追記しておきたい。

6．現在の飯尾川

（改築前）

その後の関係機関の御尽力や後輩の努力によって、
（平成23年完成後）

写真－３

飯尾川第二樋門

平成21年には「角ノ瀬排水機場」が完成（計画40㎥/s
のうち20㎥/s）し、平成23年の「飯尾川総合内水
対策緊急事業」完了の２年後、平成25年に最大の

5．事業採択の裏話

懸案であった「加減堰」の右岸側が撤去され、浸水

平成17年度に入り、国の平成18年度概算要求に

被害軽減に大きな効果を発揮している。

向けた作業が本格化する中、四国地方整備局や本省
河川局（当時）に度々説明に出向いた。
協議段階では国から、上流に被害軽減効果を波及
させるため加減堰撤去を事業に加えるよう求められ
たが、事業が５年間の時限事業であり、加減堰建設
の経緯を考えれば地元の説得に時間を要することが
懸念されたため、その都度何度も上司と相談しなが
ら、まずは加減堰下流の河道改修や第二樋門改築等
を優先して早期完成を目指したい旨を説明し何とか
了解を得ることができた。
当初県からは、既存事業の「床上浸水対策特別緊

写真－４ 加減堰右岸側撤去
（平成25年）

写真－５ 角ノ瀬排水機場
20㎥ /s完成（平成21年）
<計画40㎥ /s>

7．おわりに
「義を見てせざるは勇なきなり」、この格言は「論
語」の孔子の言葉で「正しいと知りながらそれをし

急事業」として要望していたが、最終的には国の平

ないのは勇気が無いのと同じだ」といった意味だが、

成18年度新規施策として新たに創設された「総合

豪雨災害が激甚化・頻発化している今こそ、例え先

内水対策緊急事業」の第１号として採択された。

に困難が予想されても時宜を得た災害対応が肝心で

表－１

事業概要

事業名

飯尾川総合内水対策緊急事業

全体事業費

約35億円

事業期間

平成18年度～平成22年度

事業内容

施行延長

L=1.2㎞

ある。
これからの皆さんには、勇気を持って困難を乗り
越え、住民目線で「安全・安心」な社会基盤の構築
に貢献されんことを願ってやまない。

樋門改築、橋梁改築、河道掘削、護岸整備等
【著者紹介】 戸根 秀孝（とね ひでたか）
昭和34年生まれ。昭和59年徳島県入庁（土木職）。河川、道路、建設技術等の職務に従事。建設管理課長、県土整備政策課長、県土整備部
次長、危機管理部副部長、会計管理者（出納局長兼務）等を経て現職。
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会計検査情報

会計検査の指摘事例とその解説（106）
は

が

芳 賀

1．はじめに

あき

ひこ

昭 彦＊

現在、性能等が客観的に証明されている更生工法は

明けましておめでとうございます。昨年11月に

反転・形成工法（注１）及び製管工法（注２）の36種類あ

会計検査院が公表した令和２年度決算検査報告をみ

り、更生工法の選定に当たっては、①施工条件との

ると、コロナ禍で出張が長期にわたり停止となり、

適合性、②耐力の確保、③流下能力の確保、④経済

会計実地検査を予定していた箇所やその現場の確認

性、⑤他工法の検討等に留意する必要があるとされ

も相当数が中止となったところですが、全体の報告

ています。そして、適用可能な更生工法については、

件数は210件と減少したものの、指摘金額は2,108

上記①から③までの留意事項に関連する対策等を含

億7,231万円（令和元年度報告、248件、297億2,193

めた費用に照らして優位な更生工法を選定するとさ

万円）と大幅に増加しました。ただ、公共工事関係

れています。

につきましては、現場の検査が限られた期間であっ

また、事業主体は、更生工事の工事費の積算に当

たりしたことで件数、金額ともに例年よりも少なく

たり、同省が制定した「下水道用設計標準歩掛表第

なっているようです。

１巻管路」（以下「下水道標準歩掛」という。）に基

今回は、令和元年度検査報告からの最後の事例紹

づくなどしています。そして、更生工法ごとに使用

介とさせて頂まして、次回からは令和２年度検査報

する更生材料が異なるため更生材料費は異なるもの

告からの事例紹介とさせて頂きます。

の、施工費は、下水道標準歩掛において適用される

2．下水道管渠の更生工事費の積算について
改善
１）更生工事の概要
ア

更生工事の設計における更生工法の選定
国土交通省は、下水道法（昭和33年法律第79号）

数量が同じであるため大きな差は生じません。この
ため、適用可能な更生工法が複数ある場合、それぞ
れの更生材料費を比較することなどによって、経済
的に優位な更生工法の選定が可能となります。
（注１）反転・形成工法

設の下水道管渠内に反転加圧しながら挿入し、

等に基づき、下水道事業を行う地方公共団体等（以

加圧状態のまま樹脂を硬化させるなどして内

下「事業主体」という。）に対して、毎年度多額の
社会資本整備総合交付金（以下「交付金」という。）
等を交付しています。そして、事業主体は、既設の

面に下水道管渠を構築する工法

（注２）製管工法

既設の下水道管渠内に表面部材と

なる硬質塩化ビニル樹脂等をかん合して製管

下水道管渠の老朽化対策等のために、下水道管渠の

し、既設の下水道管渠との間にモルタルなど

内面に新たな下水道管渠を構築する更生工法による

の充填剤を注入して内面に下水道管渠を構築

更生工事等を実施しています。

する工法

同省は、更生工事が「管きょ更生工法における設
計・施工管理ガイドライン」
（公益社団法人日本下

熱で硬化する樹脂を含浸さ

せるなどした更生材料を、マンホールから既

イ

更生材料費等の材料単価の決定方法

水道協会発行。以下「ガイドライン」という。）に

事業主体は、更生工事に係る工事費の積算に当た

準拠していることなどを交付金の交付対象要件とし

り、同省制定の土木工事標準積算基準書に準拠して

ています。ガイドライン等によれば、令和元年度末

定めた土木工事積算基準等（以下「基準等」という。）

＊元会計検査院農林水産検査第４課長
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によるなどして材料単価を決定しています。基準等

算について、次のような事態が見受けられました。

によれば、材料単価は市場における実際の取引価格

ア 経済的に優位な更生工法を選定することなく積

（以下「市場価格」という。
）により決定すること

算していたもの

などとされ、物価資料（刊行物である積算参考資料

前記880件の更生工事に係る更生工法の選定につ

をいう。
）等に掲載されていない材料について、原

いてみると、４県の８事業主体が実施した31件の

則として一材料当たりの材料単価に使用する数量を

更生工事については、適用可能な複数の更生工法に

乗じた金額（以下「調達価格」という。）が基準等

係る材料単価の見積りの平均価格により積算してお

に定める価格（以下「基準額」という。）以上の材

り、更生材料費を比較することなどによって経済的

料は、物価調査機関に市場価格を調査させる特別調

に優位な更生工法を選定することなく積算していま

査により材料単価を決定することとされています。

した。そこで、上記31件の更生工事における延べ

また、調達価格が基準額未満の材料及び基準額以上

42品目に係る更生材料費の積算額計１億6,978万余

であっても市場性がない材料や緊急性が求められる

円（交付金相当額計8,489万余円）について、適用

工事等に使用する材料は、特別調査によらず、見積

可能な更生工法のうち材料単価の見積りが最も安価

りにより材料単価を決定することも可能とするなど

である経済的に優位な更生工法を選定し、これによ

の取扱いとなっています（以下、特別調査により決

り更生材料費を改めて算出すると計１億4,612万余

定した材料単価を「特別調査単価」
、見積りにより

円となり、上記の積算額を約2,360万円（交付金相

決定した材料単価を「見積単価」という）。

当額1,182万余円）低減できたと認められました。

２）検査の結果

イ 特別調査を行って適正な市場価格を把握するこ

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）
下水道管渠は、平成30年度末現在の全国におけ

前記880件の更生工事において、更生材料の調達

る整備済みの管路延長が約48万㎞と非常に長大な

価格が基準額以上となっていた623件の延べ1,568

ものとなっており、このうち整備後50年を経過し

品目のうち、10府県の41事業主体が実施した178

たものが約1.9万㎞となっています。そして、令和

件の更生工事における延べ377品目の更生材料につ

10年度末には、整備後50年を経過した下水道管渠

いては、同じ更生工法による施工実績があり、これ

の延長が上記の３倍を超える約6.9万㎞になること

に係る更生材料の取引実績があるため市場性がない

が見込まれるなどその老朽化が急速に進んでいくこ

材料ではないこと、また、緊急性が求められる工事

となどから、今後も多数の更生工事が行われること

等に使用する材料でもないことから、基準等に基づ

が見込まれます。

いて特別調査を行って材料単価を決定すべきであっ

そこで、検査院は、経済性等の観点から、更生工
事に係る工事費の積算が適切なものとなっているか

たのに、これを行うことなく見積りにより材料単価
を決定していました。

などに着眼して、12都府県の124事業主体が、平

一方、上記178件の更生工事以外で見積りの徴収

成30、令和元両年度に実施した更生工事880件（管

と特別調査の両方を行っていた更生工事について、

路延長242㎞、構成材料数延べ3,289品目）に係る

検査院において構成材料ごとに見積りの最低額に対

契約（工事費計1,516億2,682万余円、交付対象事

する特別調査単価の割合を算出したところ、88.6％

業 費 計1,086億6,018万 余 円、 交 付 金 等 交 付 額 計

から98.3％までとなっていました。

541億9,175万余円）を対象として、各事業主体に

そこで、前記178件の更生工事における延べ377

おいて、基準等、設計図書、見積書等を確認したり、

品目に係る更生材料費（アの事態にも該当する更生

調書の提出を受け、その内容を確認したりするなど

材料については、最も安価な見積りにより算出した

して会計実地検査を行いました。

場合の更生材料費）の積算額計53億4,302万余円（交

（検査の結果）
検査したところ、更生工事に係る更生材料費の積
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となく積算していたもの
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付金相当額計26億6,651万余円）のうち、上記の割
合を算出できた更生材料を使用していた８府県の

会計検査情報
30事業主体が実施した130件の更生工事における

係る更生材料費（積算額計40億9,507万余円、交付

延べ238品目に係る更生材料費（同上）の積算額計

金相当額計20億4,451万余円）について、最も安価

39億2,529万余円（交付金相当額計19億5,962万余

な見積りにより経済的に優位な更生工法を選定した

円）について、更生材料ごとの見積単価に上記の割

り、更生材料ごとの見積単価を基に特別調査を行っ

合を乗じて特別調査を行った場合の市場価格を推定

た場合の市場単価を推定したりして改めて算出する

し更生材料費を改めて算出すると計37億1,432万余

と計38億6,045万余円となり、約２億3,450万円（交

円となり、上記の積算額を約２億1,090万円（交付

付金相当額１億1,725万余円）が低減できたと認め

金相当額１億543万余円）低減できたと認められま

られました。

した。
上記の事態について事例を示すと次のとおりです。
＜事例＞

（発生原因）
このような事態が生じていたのは、事業主体にお
いて更生工事に係る更生材料費の積算に当たり、ガ

Ａ府Ｂ市は、令和元年度に「公共下水道O排水工

イドラインに準拠して経済的に優位な更生工法を選

区第一工区管渠更生工事」を工事費908,600,000円

定する必要があることや、基準等に基づき特別調査

（うち交付対象事業費898,400,000円、交付金交付

を行って適正な市場価格を把握することの理解が十

額449,200,000円）で実施しています。同市は調達

分でなかったこと、国土交通省において事業主体に

価格が基準額以上である７品目の更生材料について、

対するガイドライン及び特別調査を行うなどして適

市場性がない材料であるとして、Ａ府都市整備部制

正な市場価格を把握することの周知が十分でなかっ

定の建設工事積算基準に基づく特別調査を行うこと

たことなどによるものと認められました。

なく見積単価により更生材料費を468,117,490円

３）改善の処置

（交付金相当額234,058,745円）
と積算していました。
しかし、本件工事の更生工法は、ガイドラインに

上記についての検査院の指摘に基づき、国土交通
省は、２年８月に事業主体に対して事務連絡を発し

準拠していて施工実績がある工法であり、これに係

て、更生工事に係る更生材料費の積算に当たっては、

る更生材料は過去に取引実績があること、また、本

ガイドラインに準拠し、施工条件との適合性、流下

件工事で使用していた更生材料について、現に近隣

能力の確保等に留意して工法を選定の上、適用可能

の他の事業主体では特別調査を行っていたことを踏

な更生工法が複数ある場合には更生材料費が最も安

まえると、市場性がないとしていたのは妥当ではな

価な見積りなどにより経済的に優位な更生工法を選

く、特別調査を行うべきでした。

定したり、基準等に基づいて特別調査を行うなどし

そこで、更生材料ごとの見積単価を基に推定した
特別調査を行った場合の市場価格により更生材料費
を算出すると452,585,074円となり、前記の更生材
料費を15,532,416円（交付金相当額7,766,205円）
低減できることになります。

て適正な市場価格を把握したりすることにより適切
に行うよう周知する処置を講じました。

3．おわりに
令和４年次の検査は、例年よりも早く、昨年の

このように、事業主体において、経済的に優位な

10月中旬頃から始まっています。これまでの中止

更生工法を選定することなく積算していたり、特別

箇所への検査も本格的に始まると思われますので、

調査を行って適正な市場価格を把握することなく積

特に、この間に人事異動があり、今後、受検の予定

算していたりしていた事態は適切ではなく、改善の

となっている皆様におかれましては、前任者との引

必要があると認められました。

継ぎ内容の確認と請負業者、コンサルタントとの発

（低減できた下水道管渠の更生工事に係る更生材料
費の積算額）

注内容、現場、構造計算書、安定計算書等について
確認の徹底をお願い致します。

ア及びイの事態について、重複を除いた36事業
主体の計157件の更生工事における延べ274品目に
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事例から学ぶ

現 場 力 の 向上
法面工

吹き付けコンクリートの凍結

事例の概要

対応策と教訓

山岳部の道路改良工事で、切土法面に現場

・基準強度以下の不良部分コンクリートにつ

打ち吹付け法枠工を施工したところ、施工時

いては、ハツリ作業で除去後、再施工しま

期が厳冬期であったことと併せて、山岳部に

した。

て日照が少ないことも重なり、吹付けコンク

・冬期に山岳部、特に南側斜面で日照時間が

リートが凍結してしまい、28日材令強度が

短い場所でコンクリートを打設する場合は、

基準強度を満たすことができませんでした。

適切な時期に工事を発注する必要がありま
す。やむを得ず厳冬期に施工する場合は、

原因
厳寒期の施工であることから、コンクリー

コンクリートの配合や養生をしっかり計画
し、品質管理に注意しましょう。

トの凍結防止対策を検討するべきでした。
また、施工箇所が日陰になるという現場条
件の把握ができていませんでした。

解説図

厳寒期の施工
で凍結

現場打ち吹付け
法枠工
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施工時期を考慮した
適切な発注計画を！

建設技術者のための

この一冊

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

日本の分水嶺
著者：堀 公俊
発刊：山と渓谷社
定価：990 円（税込）

「分水嶺」は、文字どおり“水を分ける嶺”で
ある。

と注ぐ。行く手は新潟県（越後国）で、信濃川
流域。新潟平野を流れて日本海へと注ぐ。冬に

河川に携わったことがある読者なら、「流域

なると、太平洋側は晴天だが、日本海側は降り

界」の方がなじみがあるかもしれない。河川の

積もる雪に囲まれて生活することとなる。上越

計画や管理を行う上では、どこに降った雨がこ

線はループを描きながら高低差を克服している。

の川に流れ込んでくるのか、を常に意識するこ

技術の進展に伴い、その後に整備された上越新

とになる。

幹線や関越自動車道は、平面・縦断線形がずい

ヒトやモノが移動する場合、
「分水嶺」は難

ぶん改善されてきた。

所となることがある。古くから街道を歩いたり、

「分水嶺」が急峻な山地ばかりかというと、

馬に乗ったりして、
「分水嶺」の峠を越えてきた。

そうでもない。例えば、兵庫県丹波市には、日

近代になり、鉄道や道路を整備する際も、「分

本海へ流れる由良川流域と瀬戸内海に流れる加

水嶺」をどのようなルートで、どのような縦断

古川流域の「分水嶺」があるが、最も低いとこ

勾配で越えるのか、重要なポイントとなってき

ろで標高95ｍである。平坦に近い地形で、意

た。インフラの整備・管理に携わる者にとって、

識しなければ、「分水嶺」とは気が付かない。

「分水嶺」とは無縁ではいられない。
「分水嶺」は、水が流れていく境目であるが、

本書は、太平洋と日本海を分ける「中央分水
嶺」を中心に全国128の物語が掲載され、「分

「分水嶺」を境にして気候、文化、風土、言葉

水嶺」が作り出した興味深い話題や身近な疑問

（方言）
、生活スタイルが異なることも多い。

を取り上げている。本書と地図を手元に置いて、

「国境の長いトンネルを抜けると雪国であっ

近くの「分水嶺」やまだ訪れたことがない「分

た」は川端康成の小説「雪国」の書き出しであ

水嶺」を楽しんでみてはいかがであろうか。日

る。主人公は国鉄上越線を列車で「分水嶺」の

本の国土を違った目で見ることができるのでは

トンネルを抜ける。手前は群馬県（上野国）で

ないだろうか。

あり、利根川流域。関東平野を流れて太平洋へ
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全建 NEWS
第29回出版委員会の開催
−出版委員会−
令和３年11月18日（木）、岩見吉輝委員長（国土
交通省総合政策局公共事業企画調整課長）をはじめ
委員11名の出席のもと、第29回出版委員会がWEB
会議で開催されました。委員会では下記の議事が審
議され、
「基礎から学ぶインフラ講座」（第２版）が
出版されることになりました。
委員会では下記の議事が審議されました。
⃝「基礎から学ぶインフラ講座」について
⃝今後の出版について
ー主な意見
・
「基礎から学ぶインフラ講座」は、多分野のベー
シックな内容が書かれており、特に若い職員に
役に立つ書籍だと思う。例えば各地方整備局の
新規採用者研修で活用したり、各都道府県協会
等に研修で使ってもらうように案内するなど、プ
ロモーションについても考えていくとよいと思う。

第679回建設技術講習会を岐阜市で開催
第679回建設技術講習会が、岐阜市で令和３年12
月１日（水）〜３日（金）の日程で、
「工事積算（土
木・建築）の動向とi-Constructionの取り組み」
をテーマに開催されました。
この度の講習会では、聴講は会場収容人数581名
のところ募集人数288名、現場研修は大型バス乗車
定員49名/台のところ24名以下/台×６台とし募集
人数136名、交流会はなしとし、新型コロナウイル
ス感染症における必要な対策を講じた上で、聴講
226名、現場研修134名の参加を得て実施しました。
講習会初日は、下記の講義が行われました。
⃝国土交通行政に関する情報提供
⃝土木工事積算の直接工事費算定における留意点
⃝ヒューマンエラーの原因と対策
講習会２日目は、下記の講義が行われました。
⃝公共工事と会計検査
⃝公共建築工事の円滑な施工確保対策
⃝工事積算の動向とi-Constructionの取組
⃝建設工事における事故と安全対策
⃝地域事業 ４事業
講習会３日目の現場研修は、
「長良川プロムナー
ド」
「
（仮称）新愛岐大橋 下部工工事」
「犀川遊水地
牛牧樋門・排水機場工事」「東海環状自動車道 地盤
改良工事」を視察しました。
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国土交通省大臣官房技術調査課
建設システム管理企画室
林雄一郎室長の講義の様子

現場研修の様子
（仮称）新愛岐大橋の整備

令和３年度公共工事品質確保技術者
資格試験の合格者認定などを審議
−公共工事品質確保技術者資格認定委員会−
令和３年12月８日（水）、協会会議室において木
下誠也委員長（日本大学危機管理学部危機管理学科
教授）はじめ委員８名（代理１名を含む。）とオブザー
バー１名の出席（WEBによる出席３名を含む。）の
もと、第３回公共工事品質確保技術者資格認定委員
会が開催されました。
委員会では下記の議事が審議され、原案のとおり
承認されました。
⃝令和３年度合格者の認定について
・品確Ⅰの合格者 57名
（受験者総数
68名 合格率83.8％）
・品確Ⅱの合格者 56名
（受験者総数
66名 合格率84.8％）
また、議事終了後、「令和３年度登録更新結果」
が下記のとおり報告されました。
・品確Ⅰ更新者 238名 再登録者 ５名
（更新対象者
395名 更新率60.3％）
・品確Ⅱ更新者 550名 再登録者 10名
（更新対象者
741名 更新率74.2％）

Dr.クマの
“健康のヒント”
花粉症と果物アレルギー
出先のナースから中学生の娘さんのことで相談を

と口腔のアレルギーを起こす人が少なからず存在す

受けた。サクランボを食べると口の中が痒くなると

る。スギとトマト、ブタクサとメロン、スイカ、さ

いう。花粉症はないか尋ねると、鼻炎症状が一年を

らにラテックスゴムとアボガド、マンゴー、パパイ

通じてあるというので、外来に来てもらいアレルゲ

ヤといった組み合わせもあり得る。基本的に口腔ア

ン（アレルギーの原因物質）検査をやってみたとこ

レルギーの症状は口の中や耳の痒みや腫れといった

ろ、スギ、ヒノキ、ハンノキ、シラカンバ、ダニ、

軽い症状が多く、気づいたときには口から吐き出す、

イヌ、ネコに加えて複数の果物が陽性という結果だっ

できるだけ可能性のある果物は避ける、といった対

た。最近、問題になっている口腔アレルギー症候群

応でよいが、重症化することもありうるので、心あ

だ。ある物質にアレルギーが起こると、その物質に

たりの方は検査をおすすめする。冒頭の娘さんは花

よく似た他の物質にもアレルギーを起こすようにな

粉症の症状もあり受験が近いので、眠くならない抗

る交叉反応がおきることがある。
ハンノキ、
シラカン

アレルギー薬も飲んでもらうことにした。

バのアレルゲンはバラ科のリンゴ、サクランボ、モ
モなどのアレルゲンと似た構造をしており、花粉症

北里大学医学部 教授

熊谷 雄治
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全会員対象！
！全建会員 安心サポート制度
全建では、2020年８月１日より会員が安心して職務を遂行することができるよう「全会員対象 全建会員安心サポー
ト制度」をスタートしました。会員の「日頃の様々な悩み」から「もしも」の時までバックアップします。

全 会 員 対 象!!
全建
会員

一般社団法人 全日本建設技術協会
会員の皆様へ

安心サポート制度
2020年8月1日スタート！

※全建会員安心サポート制度は、東京海上日動がグループ会社または提携会社を通じてご提供します。
※業務災害に関する補償(死亡・後遺障害のみ１万円)も提供しています。(全ての全建正会員・特別会員が対象)

建設系公務員求償補償サポート

国家賠償法によって公務員個人が求償されたときの損害賠償金を、50万円を限度に補償します。

1

道路、河川の管理に瑕疵があったとき等に
国又は公共団体は国家賠償法に基づき賠償する場合があります。

2

公務員は国又は公共団体から求償される可能性があります。

(住民訴訟の結果、裁判所の判断に基づき、国又は公共団体が公務員に求償請求する場合を含む。)

3

本制度は、
公務員が国又は公共団体から求償された場合に備える
補償（最大50万円）です。

国家賠償法の事例
道路、河川等の設置又は管理
瑕疵（パトロールの見落とし、
施 設 の 老 朽 化、点 検 不 足 等）
に起因した災害において損害
が生じた場合

※建設系公務員求償補償サポートは全建正会員の国家公務員・地方公務員が対象です。

幅広いリスクを対象に、より手厚く安心な
建設系公務員賠償責任保険制度
（平成25年スタート）
補償上乗せ
（最大1億円）のご検討をおすすめいたします。
建設系機構・公社等職員の方がご加入できる
賠償責任保険制度もございます。

建設系機構・公社等職員賠償責任保険制度
（令和元年スタート）

弁護士・医師等電話相談サポート

法律・税務・社会保険・医療・介護について、専門の弁護士・医師等による電話相談サポートが
ご利用いただけます。

法律・税務・社会保険に
関するご相談

各種医療に関する
ご相談

介護に関する
ご相談

法 律・税 務・社 会 保 険に
関するお電話でのご相談
や毎日の暮らしに役立つ
情報をご提供します。

各種医療に関するご相談に
応じます。また、夜間の緊急
医療機関や最寄りの医療機
関をご案内します。

ご高齢者の生活支援や介護
に関するご相談に応じ、
優待
条件でご利用いただける各
種サービスをご紹介します。

※弁護士・医師等電話相談サポートは、全ての全建正会員・特別会員が対象です。

ご利用方法については、全建ホームページをご確認ください。
※閲覧にはユーザー名とパスワード（月刊「建設」目次下に記載）が必要となります。

お問い合わせ先
＜会員について関すること＞

一般社団法人 全日本建設技術協会
〒107-0052 東京都港区赤坂３-２１-１３ キーストーン赤坂ビル７階
TEL：03-3585-4546 FAX：03-3586-6640
URL: http://www.zenken.com/
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＜サポート制度に関すること＞

東京海上日動火災保険株式会社
（担当課）公務第一部公務第一課
〒102-8014 東京都千代田区三番町6-4
TEL：03-3515-4122 FAX：03-3515-4123（受付時間：土日祝日を除く9：00～17：00）

会員だより

11月号の「特集」の「ようこそ‼小田原漁港」を読みました。
漁港にまた行きたくなるようなピクトグラムがいいですね。賑
わいの創出として参考にしたいと思います。

匿名希望（都道府県勤務、44）

10月号の「特集」の「兵庫県における担い手確保の取り組み」
を読みました。担い手確保のためにはイメージ戦略と併せ待遇
改善は必須で、協議会の仕組みにより改善を図ることができれ
ば将来に繋がると思いました。 匿名希望（市町村勤務、32）

11月号の「技術資格試験合格体験記」を読みました。自分も
一級建築士の資格取得を目指している最中であり、本記事を
読んで来年の試験の励みになりました。

匿名希望（市町村勤務、36）

10月号の「特集」の「直轄工事等における新型コロナウィル
スへの対応」が大変参考になりました。感染拡大に対して遠隔
臨場などで従来よりも効率的・効果的な方策が出てきているの
は素晴らしいと思います。技術者として考えるのを止めること
なく万全の体制で施工に臨みたいと思います。

匿名希望（市町村勤務、33）

11月号の「海外機関派遣者レポート」を拝見しました。海外
のインフラ整備には非常に興味があるので、現状を知ることが
できてよかったです。
匿名希望（市町村勤務、34）

10月号の「上徳不徳」の「デタラメを平気で吐く人びと」は
誠に時宜を得た論考でした。大石会長の具体的かつ的確なご指
摘に大いに頷いた次第です。多くの仲間に噛み砕いて伝えたい
と考えております。
松井一男（元地方整備局勤務、64）
10月号の「諸外国のインフラ情報」を読んで、インフラと経
済との関係性を改めて認識しました。昨今、公共事業が理解さ
れない世の中ですが、理解が進むよう期待するだけでなく、
我々
も努力が必要と感じました。 吉田大展（各務原市勤務、37）
10月号の「学ぶ・つなぐ・広げる」の「県の出先事務所にお
ける「若手技術職員育成」の取り組み」を読みました。私も若
手技術者（特に新入社員）の技術面での育成を担っており、苦
労した点と改善の着眼点は非常に興味深く、
参考になりました。

匿名希望（高速道路会社勤務、52）
10月号の「後輩技術者に向けたメッセージ」では、職場での
コミュニケーションなどについて掲載されていました。地元住
民の方とのコミュニケーションとは異なりますが、とても大切
だということを念頭において私も仕事をしています。

匿名希望（市町村勤務、32）
11月号の「表紙」は、鬼怒川の堤防決壊直後に現地対策本部
が設置され、派遣された関東地方整備局職員が緊急復旧工法を
検討している写真で、臨場感を感じました。

西尾慎也（福岡県勤務、38）
11月号の「特集」で「ミズベリング」という言葉をはじめて
知り、興味深く記事を拝見しました。官民が連携した楽しそう
な取組みがあり、河川空間の賑わいが地域活性化につながる可
能性を大いに感じました。
匿名希望（市町村勤務、33）

11月号の「災害発生！そのとき」の「堤防決壊時の初動対応」は、
初動という最も混沌とした状況で、どのような行動をとるべき
かの道しるべを考えさせられ、大変勉強になりました。

宮崎啓行（都道府県勤務、29）
11月号の「後輩技術者に向けたメッセージ」では「費目」と「節」
の管理が重要と書かれていました。まさに公務員技術者に必要
なのはこの点で、この管理をしっかり行う人がいないと事業が
進みません。こういう話を機会があれば研修等でしてみたいと
思います。
匿名希望（都道府県勤務、50）
11月号の「会計検査情報」を読み、２つの事例については、
過去にも同じような案件が指摘されていました。会計検査にお
いて指摘されている事項を随時確認しておき、類似工事をする
際に注意をする事が必要と感じました。

匿名希望（地方整備局勤務、58）
毎回「公務員技術者の訴訟リスク」を読んでいます。職員個人
に対しての訴訟はないものと考えていましたので、公務員賠償
責任保険の加入など考えてみたいと思います。

北谷太幹（市町村勤務、28）
「基礎から学ぶインフラ講座」をよく読んでいます。体系的に
まとめられていてとても理解しやすく、今更聞きづらいことも
あり、助かっています。 匿名希望（高速道路会社勤務、45）
「第679回建設技術講習会（岐阜市）」の現場研修に参加し、
PRISM予算を活用した３次元測量等、最新の技術を学ぶこと
ができました。私が担当している現場ではICTをそれほど活用
できていないので刺激を受けました。

匿名希望（都道府県勤務）
「第679回建設技術講習会（岐阜市）」に参加しました。全建の
講習会に参加するのは今回が初めてでしたが、実際に実務に役
立つ内容で有意義な講習会でした。 匿名希望（市町村勤務）

「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14頁）

（問題は14頁）

〈正解〉

〈正解〉
5 3 4
1 2

１五角 ２二玉 ３一飛成 同玉 ４二角成
同玉 ４三銀 ３三玉 ２三金までの九手詰
め。

黒１のキリがこの一手。
続いて黒３のハネがセッ
トで、白を仕留めます。

〈解説〉

初手の １五角がこの一手の好手。対し 同飛
なら ２四銀 同玉 ２一飛成以下早詰み。
２二玉の逃げは最善ですが、そこで ３一飛成
がまたまた好手。以下角で金を取って容易に詰
み。
なお初手 ３一飛成は ３二銀で不詰み。

〈失敗〉
1 2

単に黒１と打つのは、白
２と応じられ簡単に生き
られてしまいます。

3 4

編集後記

一般社団法人
全日本建設技術協会
令和３年度理事・監事等構成
会

長 大石 久和

副 会 長

理

後藤 敏行
小川 富由
小原 恒平
神山 守

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

専務理事 泊

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

常務理事 西成 秀幸
監

事 加藤 利弘
花井 徹夫

昨年も一昨年に引き続き、
新型コロナ感染症への対応に追われた一年でありました。昨冬には、
新たな変異株が出てきており、今年も引き続き、WEB会議やテレワーク等を併用しながらの
対応を迫られそうな状況です。
また、昨年は、世界的に地球温暖化の取り組みの必要性がクローズアップされた年になりま
した。我が国も、2050年にカーボンニュートラルの実現を国際公約として宣言したところです。
これにより、社会全体の大変革が迫られることになってきていますし、もちろん、社会資本整
備にもその波が押し寄せてきます。
月刊「建設」では、毎月、特集テーマを決めて、タイムリーに、国や地域の新しい動きや取
り組みの具体事例の掲載をするようにしています。今後は、このような様々な動きや取り組み
の中で、如何にWEB会議やテレワークを導入し、さらに発展形にもっていくのかが課題とな
ります。合わせて、カーボンニュートラルの考え方や具体的な対策をそれぞれの施策の考え方
や取り組みに溶け込ませていく必要があります。
編集委員一同、月刊「建設」がさらに皆様の参考になるような雑誌を目指して編集にあたっ
てまいります。今年一年が皆様にとってすばらしい一年になりますよう、ご祈念しております。


（編集委員長

月刊「建設」編集委員─ ────────────────────────────────
委 員 長 杉中 洋一

委

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

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

員 藤井
増田
里内
大利
板倉
松井
道谷
猿澤
石川

佳人
達
俊介
泰文
舞
大生
健太郎
宗一郎
勝浩

委

月刊「建設」22-01

員 山本
中村
秋山
南
河合
吉川
永野
桑嶋
三輪

洸太
允宣
秀樹
彩
功介
昌孝
収
健
晴文

（令和４年１月１日現在）

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

公共調達と会計検査

芳賀 昭彦

芳賀 昭彦

編著

A5判 626頁 定価 4,950円

公共工事に
関する会計検査の
指摘事例を
ピンポイント解説 !

編著

A5判 372頁 定価 4,730円

公共事業に
携わるすべての
受検者必読の書 !

主要目次

主要目次

第1章

会計検査院調査官による座談会

第2章

工事の過去5年間の指摘事例（平成27～令和元年度）

第3章

事態別指摘事例

第4章

用地・補償の過去5年間の指摘事例

第1章 会計検査院事務総長に聞く
第2章 種類別の指摘一覧表（平成 29、30 年度）
第3章 指摘事例の解説（平成 29、30 年度）
第4章 会計検査院の概要

（平成27～令和元年度）
第5章

用地・補償の事態別指摘事例

第5章 令和2 年次会計検査の基本方針

第6章

会計検査院の概要
令和3年次会計検査の基本方針

第6章 コロナ禍で見えたものデジタル化の

第7章

取り組みとソフトウェア開発費

会計検査に係る講習会開催予定（令和 4 年2月以降）
講

2
2
2
3
3
3
4
4
5

2

水

習

会

名

開

公共調達と会計検査
／公共工事と会計検査

東京都墨田区

公共調達と会計検査
／公共工事と会計検査

福岡県福岡市

公共調達と会計検査
／公共工事と会計検査

大阪府大阪市

公共調達と会計検査
／公共工事と会計検査

愛知県名古屋市

公共調達と会計検査
／公共工事と会計検査

宮城県仙台市

金

25

金

3

木

8

火

11

公共調達と会計検査
／公共工事と会計検査

東京都墨田区

金

香川県高松市

水

公共調達と会計検査
／公共工事と会計検査

広島県広島市

水

公共調達と会計検査
／公共工事と会計検査
会計検査の指摘事例から学ぶ
施工不良・設計不適切の改善策

北海道札幌市

27
25

水

地

国際ファッションセンター（KFC）

18

13

催

福岡県中小企業振興センター

新梅田研修センター

名古屋国際会議場

フォレスト仙台

国際ファッションセンター（KFC）

香川産業頭脳化センター

広島商工会議所

北海道経済センター

申込み・問合せ先
本部業務部
TEL 03(5777)8222
FAX 03(5777)8237
九州支部
TEL 092(411)9941
FAX 092(474)0890
関西支部
TEL 06(6233)2020
FAX 06(6233)2011
中部支部
TEL 052(221)8386
FAX 052(204)0170
東北支部
TEL 022(222)0629
FAX 022(264)3086
本部業務部
TEL 03(5777)8222
FAX 03(5777)8237
四国支部
TEL 087(821)4074
FAX 087(821)6241
中国支部
TEL 082(227)5951
FAX 082(227)8505
北海道支部
TEL 011(241)9491
FAX 011(241)2346

※諸般の事情により、延期あるいは中止となる場合がございます。何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

● お申込み・お問合せは ●
TEL 03-5777-8222 FAX 03-5777-8237

講 習 会 Plaza
BookけんせつPlaza

