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特集 社会資本の戦略的な維持管理
〜持続可能なインフラメンテナンス〜
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山国川に架かる馬溪橋（大分県中津市）

九州地方には道路橋の石橋が多く、そのほとんどは市町村が管
理しています。石造アーチ橋の点検の技術的な考え方を示す要領

C O N T E N T S

2

がなかったことから、九州地方整備局では、自治体への支援の一
環として、定期点検要領を補完する技術資料の作成に
取り組みました（本号P16～18「道路橋石橋（石造アー

詳細な
位置図

チ橋）の定期点検に関する技術資料の作成」より）。
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巻頭言
インフラ維持管理における山形市の取組

1．はじめに

含めた管理費用の平準化を図るため、平成24年

山形市は、樹氷と温泉で名高い「蔵王」や、俳

度に「山形市橋梁長寿命化修繕計画」を策定しま

聖松尾芭蕉ゆかりの「山寺」などの観光地を有す

した。その後、道路法の改正により点検方法が近

る自然豊かなまちです。古くから城下町として栄

接目視に変更され、その近接目視点検が一巡した

え、県都として多様な都市機能や産業を集積して

ことから、平成30年度に市道橋りょう362橋につ

きました。平成13年度には特例市、令和元年度

いて長寿命化修繕計画の見直しを行っております。

には中核市へ移行し、着実に都市のステップアッ

長寿命化修繕計画に基づく橋りょう修繕状況は、

プを果たしています。
さて、本市では、世界に誇る健康・安心のまち

判定区分Ⅳについては全て対策済みとなっており、
現在は、判定区分Ⅲの橋りょうの修繕を行ってお

「健康医療先進都市」の確立に向けて、令和２年

ります。令和２年度末までの措置着手率は96％、

に「山形市発展計画2025」を策定しました。基

措置完了率は67％であり、全国的にも高い進捗

本方針のひとつ「持続的発展が可能な希望あるま

率となっております。

ちづくり」
のもと、
「都市の活動を支える基盤整備」

また、救急救援活動に必要な緊急輸送道路や孤

を重点政策に掲げ、市民が安心で快適な質の高い

立集落への路線等については、被災時の避難や救

生活ができる環境整備に取り組んでおります。

助を円滑かつ迅速に行うため、安全性の確保を目

その中でも、インフラにおいては、今後、老朽
化が急速に進行することが懸念されており、適切
な維持管理を戦略的に進めていく必要があります。
こうした状況において、インフラ維持管理に関
わる、本市の取組状況の事例をご紹介します。

2．橋りょうの長寿命化対策

的とした耐震補強工事も長寿命化と併せて行って
おります。
橋りょうの点検や修繕には、多額な費用を必要
とすることから、今後の長寿命化修繕計画におい
ては、従来工法のみではなく、新技術活用の検討
を行うなど、橋りょうの長寿命化や維持管理の効
率化を進めることが必要となっております。今後

本市では、市道橋りょうの老朽化対策として、

も想定される大規模自然災害等から市民の生命と

損傷がある程度進行してから対策を行う「事後保

財産を守り、持続的な成長を実現することを目指

全型管理」から、損傷が軽微なうちに対策を行う

し、適正な維持管理を行ってまいります。

「予防保全型管理」へと管理手法を移行し、管理

2

橋りょうの安全性、長期的なコスト縮減、更新を

月刊「建設」22-02

さ

山形市長

3．道路照明灯のLED化対策
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孝 弘

の計画的な建替え、異常時の迅速な対応として
コールセンターの設置など、維持管理も含めた一

本市所管の道路照明灯は約2,600灯を数え、平

体的な契約とすることで、長期にわたる業務の省

成29年度に「山形市道路附属物（照明灯）施設

力化と市民サービス向上にも寄与する内容となっ

整備計画」を策定し、長寿命化に取り組む中、平

ております。さらに、工事や維持管理では市内事

成29年８月の「水銀汚染防止法」の施行により、

業者を最大限活用することを条件とし、地域への

約900灯ある水銀灯のLED灯への更新が急務と

貢献と迅速な管理体制の確保を図っております。

なっておりました。

現在、更新工事を鋭意進めているところであり、

LED灯への更新には多額の費用を要するため

次年度以降は新たな維持管理体制がスタートしま

予算の平準化が必要であり、また、近々に水銀灯

す。今後は効果を検証しながら、道路照明灯の適

が入手困難となる見込みであるという２つの課題

正な維持管理と、より一層の市民サービス向上に

を解決する手法として、道路照明灯具等の賃貸借

努めてまいります。

方式を採用し、令和３年度に一斉LED化に着手
しております。

4．おわりに

賃貸借方式とは、契約事業者において、LED

ご紹介した事例は、抱える課題に対し、速やか

灯への一斉更新工事を行い、そのLED照明器具

な意思決定や事業着手により、橋りょうの修繕進

を市で借り入れる仕組みです。

捗率向上や道路照明灯の一斉LED化の実現に結

賃貸借方式による道路照明灯の一斉LED化を

びついたものであります。

実施することで、初期導入費用の平準化や、電気

今後も、インフラの老朽化への対策として、新

使用料の約75％が削減される効果が見込まれ、

技術の活用やインフラ総量の適切な抑制などに積

今年度での工事完了による早期の効果発現を目指

極的に取り組みながら、戦略的な長寿命化を進め

しております。

てまいります。

契約については、賃貸借期間を全国的にも最長

激甚化する自然災害や新型コロナウイルス感染

と思われる14年間と設定したことで、LED灯の

症への対応など、目まぐるしく変化する社会情勢

耐用年数約15年において切れ目のない維持管理

の中、市民の安全・安心で快適な生活のため、職

体制を確保しております。

員の知恵と技術を総動員し、持続的発展が可能な

また、定期点検や台帳更新、不点灯修繕、支柱

希望あるまちづくりを推進してまいります。

月刊「建設」22-02

3

巻頭言
サステイナブルなインフラメンテナンス

インフラ少子高齢化社会の入り口
道路橋梁の建設数のピークは、1970年代前半

新たな劣化が生じ易い。また、補修箇所は再劣化
の可能性が高い。それ故に、高齢化が老朽化にな

の約50年前であった。2018年時点で建設後50年

り、補修などの費用負担が嵩むことがないように、

を経過した割合は約25％であったが、2033年に

個々の施設の状況を踏まえた上で、日々の健康管

は約63％に達し、今後急速に高齢化が進む。一方、

理を中心にしたインフラ長寿命化社会を目指した

新規建設数はピーク時に対して一割以下である。

取組みが求められる。今はインフラ少子高齢化社

道路橋梁以外のインフラも同様の状況が多く、こ

会の入り口であるとの認識が大切である。

の状況に対し、インフラメンテナンスに関する
様々な施策が制度化され、各自治体で具体的な取
組みや工夫が始められている。

市町村管理の道路橋梁の健康状態
筆者も関係している土木学会インフラ健康診断

インフラの寿命の目安として50年がしばしば

小委員会では、2021年10月に市町村管理の橋梁

使われるが、この50年は、「税法上の耐用年数」

の健康状態を「上位」「中位」「下位」の３つに分

であり、メンテナンスでは経年劣化に関する「物

類し日本地図上に示した結果を公表した１）。興味

理的耐用年数」で考える必要がある。ただし50

深かったのは、橋梁全般では塩害が、コンクリー

年は経年劣化と全く無意味な年数とは思っていな

ト橋ではアルカリ骨材反応の被害が見られる地域

い。筆者の専門とするコンクリート構造物であれ

で健康状態が悪く、橋梁劣化に関係する環境面で

ば、施工の良否に係わる初期品質の影響を大きく

厳しい条件の地域が明確になったことである。委

受け、早期劣化するものもある。しかし一般的に

員会では、そのような地域の市町村には、地域特

は、50年を超えると環境条件、使用方法、維持

性を理解し維持管理を行うことと、地域特性を含

管理⽅法の違いにより健全度のばらつきが大きく

め橋梁の状況の情報公開を進め、住民の理解やサ

なり、劣化が顕在化した施設が現れる可能性が高

ポートを得る努力をしてもらいたいとの提言を出

くなる。人に例えれば、30代ぐらいまでは健康

した。また国にも、全国一律のサポートではなく、

に個人差は少ないが、40代に差が現れ始め、50

橋梁が劣化しやすい地域の市町村への支援を手厚

代では今までの生活習慣によって大きく差が出る

くする必要があることを提言した。

のと同じである。

4

リート中には塩化物イオンは入ったままであり、

筆者が、健康状態が「下位」のいくつかの都市

物理的耐用年数は、適切なメンテナンスで延ば

部の市町村の状況を確認したら、定期点検で健全

すことが可能である。ただし、一度劣化したもの

Ⅰと評価された橋梁が少なく予防保全段階Ⅱの割

は補修しても元の健康な状態に戻すことは難しい。

合がかなり高い、健全Ⅰと評価された橋梁は多い

塩害で変状が生じた箇所を補修しても、コンク

が早期措置段階Ⅲの割合も高い、など同じ下位内
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でも健全度の割合は市町村毎で様々であった。ま

とが関係すると思われる。管理者がメンテナンス

た建設年度、橋長、橋の種別の分布も様々である

技術を学ぶことで、その学びを活かした様々な取

ことを確認し、環境面以外でも各種要因が橋梁の

組みが生まれることが期待できる。例えば、三次

健康状態に関係していることを改めて認識できた。

元計測などの新技術の導入で点検を効率化したい

このことは、適切なメンテナンスのためには、橋

という要望をしばしば聞く。しかし、三次元デー

梁劣化に至る多様性を地域の実情に応じて理解す

タを取得したならその成果物は従来の紙版ではな

る必要性を示唆している。インフラ管理者は、地

いはずである。新技術を有効に活用するためのシ

域の実情の理解を、周辺自治体の状況も踏まえる

ステム変更は、メンテナンスを体系的に学び、実

とともに地域の大学教員などと連携して進めるの

践した管理者だからこそ出来ると思われる。
大学で技術者育成を行う意味は、構造物の長寿

がよいと考えている。

サステイナブルなインフラを目指して

命化とともに、技術者と技術が地域で循環し続け
る核となり、構造物・技術・人をサステイナブル

現在、幾つかの大学ではメンテナンス技術者の

にすることと考えている。ただし、組織がサステ

育成事業を行っている。筆者の所属する名古屋大

イナブルであるかを懸念している。施設の長寿命

学では、様々な劣化・損傷が生じ撤去された橋梁

化計画は作成されたが、その実施は、責任を担う

の桁や劣化部位を全国から集め、構内に劣化橋梁

に足る管理組織と技術者の存在があって初めて可

を再構築した施設を2011年に完成させた 。そ

能になる。組織をサステイナブルにする取組みは

の施設を活用し、中部地域の産官学の機関や技術

十分に議論されているのだろうか。構造物・技術・

者と一緒に技術者教育や認定事業を行っている。

人に加え、組織がサステイナブルとなるような取

劣化橋梁を活用して「臨床型」をキーワードにし、

組みの開始が、インフラ少子高齢化社会の入り口

医療分野同様に、知識と技術を臨床経験を通じて

の今、求められているのではないだろうか。

２）

身に付け、日々の経験を通じてそのスキルをより
確固たるものにする支援をしたいと考えている。
常設研修への地方自治体からの参加者は、開始時
の2012年では全体の10％程度であったが、ここ
数年は20％を越えている。これは、職員が橋梁
点検や橋梁DIYに取り組む自治体が増えているこ

＜参考文献＞
１）土木学会、インフラ健康診断小委員会、
https://committees.jsce.or.jp/reportcard/
２）名古屋大学橋梁長寿命化推進室、
https://www.n2u-bridge.jp/

【著者紹介】中村 光（なかむら ひかる）
1992年名古屋大学大学院工学研究科土木工学専攻博士後期課程修了（博士（工学））。山梨大学を経て、2002年から名古屋大学助教授、
2004年同教授。専門は、コンクリート構造学、維持管理工学、耐震工学。
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特集

社会資本の
戦略的な維持管理

～持続可能なインフラメンテナンス～
平成24年12月、中央自動車道笹子トンネル天井板落下事
故が発生した。このような事故を二度と起こさないよう、国
土交通省では、平成25年を「社会資本メンテナンス元年」
と位置付け、取組を進めてきました。
一方、政府全体の取組として、平成25年10月に「インフ
ラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議」が設置され、
同年11月には、国民生活やあらゆる社会経済活動を支える
各種施設をインフラとして幅広く対象とし、戦略的な維持
管理・更新等の方向性を示す基本的な計画として、「インフ
ラ長寿命化基本計画（以下「基本計画」という。）」がとり
まとめられました。
この基本計画に基づき、国土交通省が管理・所管するあ
らゆるインフラの維持管理・更新等を着実に推進するため
の中長期的な取組の方向性を明らかにする計画として「国
土交通省インフラ長寿命化計画」が策定されました。これ
により、新設から撤去までの狭義の長寿命化の取組に留ま
らず、将来にわたって必要なインフラの機能を発揮し続け
るための取組を実行することを目指しています。
また、橋梁等は地方公共団体が管理するものが多いこと
から、地方公共団体に対して、
「防災・減災、国土強靱化の
ための５か年加速化対策」等による財政支援や技術的支援
を行っています。
今号の特集では「今後の社会資本の維持管理・更新のあ
り方」を概説するとともに、地方整備局・地方公共団体等
における将来にわたって必要なインフラの機能を発揮し続
けるための取組事例、地方公共団体に対して支援を行った
事例について紹介します。
特集担当：森田 裕介
国土交通省 道路局 国道・技術課 企画専門官
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橋梁、舗装の点検と診断できる技術者の育成を目的とした
育成講座（本号Ｐ13〜15「ふくしま ME（メンテナンスエ
キスパート）」より）
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特集 社会資本の戦略的な維持管理〜持続可能なインフラメンテナンス〜

今後の社会資本の維持管理・更新のあり方
～持続可能なインフラメンテナンスにむけて～
はやし だ

林 田

たく

と

拓 都＊

インフラの老朽化が加速度的に進行する中、国民の安全・安心や社会経済活動の基盤となるインフラの
維持管理・更新を計画的に進めていくことが極めて重要である。本稿では、今後の社会資本の維持管理・
更新のあり方として、国土交通省におけるインフラ老朽化対策についての主な取組を紹介する。

1．インフラメンテナンスを取り巻く現状

＜平常時＞

自然災害がますます激甚化・頻発化、あるいは切
迫する中にあって、これまで整備してきたインフラ
が期待される防災・減災機能を発揮するためには、
平時からの適切なメンテナンスが不可欠である。例
えば、最近では、平成30年台風第21号の際に大阪
平野の浸水を防いだ木津川水門等の大阪湾の防潮施
設や、令和元年東日本台風の際に狩野川本川の氾濫
を防いだ狩野川放水路はいずれも適切なメンテナン

＜令和元年東日本台風来襲時＞

スにより災害の本番でその機能を遺憾なく発揮した
（写真−１、２）。今後、建設から50年以上経過す
るインフラの割合が加速度的に増加する見込みであ
る中で、これら国民の安全・安心や社会経済活動の
基盤となるインフラの維持管理・更新を計画的に進
めていくことが極めて重要である。
一方、多くのインフラを管理する市町村において

写真－２

は、土木部門の職員数が減少するとともに、十分な
予算が確保できていない状況が続いている（図−１、
２）
。

(千人)

110

洪水を分派する狩野川放水路

市町村における職員数の推移(市町村全体、土木部門)
752,309人

市町村全体では約10%減少

105

676,555人

100
95

105,187人

うち土木部門は
約14％減少

90

85

90,769人

80

西暦（年度）

市町村における土木部門の職員数（左軸）

写真－１ 平成30年台風第21号による高潮来襲から
市街地を守る木津川水門（大阪府提供）
＊国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課 企画係長
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※１

(千人)
760
740
720
700

680
660
640
620
600

市町村全体の職員数（右軸）

※１：地方公共団体定員管理調査結果より国土交通省作成。なお、一般行政部門の職員を集計の対
象としている。また市町村としているが、特別区を含む。

図－１

市町村における職員数の推移

2．インフラメンテナンスに関
する主な取組
国土交通省では、2012年12月に
発生した中央自動車道笹子トンネ
ル の 天 井 板 落 下 事 故 を 契 機 に、

(兆円)

11 兆4973 億円

14

６兆5214 億円
（1993 年度比 約57% ）

12
10

６兆465 億円
（1993 年度比 約53% ）

8
6

2013年を「社会資本メンテナンス

4

元年」に位置付け、2014年に「イン

2

フラ長寿命化計画（行動計画）
」

0

（2014～2020年 度 ） を 策 定 し、

西暦（年度）

これに基づき、インフラの老朽化
対策に係る取組を推進してきた。

表－１ 「予防保全」の推計と「事後保全」の試算との比較
（長寿命化等による効率化の効果）

また、当該計画は2021年６月に、
「予防保全」への本格転換や新技
術の活用、インフラの集約・再編
の取組等を盛り込んだ内容に改定
（2021～2025年 度 ） し た と こ ろ
である。

5年後
（2023年度）

2018年度
①平成30年度推計
（予防保全を基本）
②平成30年度試算
（事後保全を基本）
長寿命化等による
効率化の効果
（（①-②/②））

5.5 ～ 6.0

5.2

7.6 ～ 8.5

データ活用に関する取組、４）包
括的民間委託の導入促進に関する
取組、５）機能向上型更新へのパ
ラダイムシフトについて紹介する。
１）予防保全への転換

〔1.2〕

5.8 ～ 6.4

〔1.6〕

▲ 25%

30年後
（2048年度）

〔1.3〕

6.0 ～ 6.6

〔1.6〕

7.7 ～ 8.4

▲ 29%

-

20年後
（2038年度）

単位：兆円

30年間 合計
（2019～2048年度)

〔1.3〕

5.9 ～ 6.5 176.5 ～ 194.6

〔1.9〕

〔2.4〕

8.6 ～ 9.8 10.9 ～ 12.3 254.4 ～ 284.6

▲ 32%

▲ 47%

▲ 32%

凡例：〔 〕の値は2018年度に対する倍率

早期に対策が必要な施設数

表－２

で行ってきた主な取組として、１）
の支援に関する取組、３）新技術・

10年後
（2028年度）

〔1.2〕

5.2

本稿では、国土交通省がこれま
予防保全への転換、２）自治体へ

（地方財政統計年報より国土交通省作成）

市町村の土木費の推移

図－２

分野※２

点検対象施設数※３

橋梁

道
路

うち 要緊急対策施設数

717,391施設（H31.3.31）

69,051施設（H31.3.31）

10,718施設（H31.3.31）

4,416施設（H31.3.31）

39,873施設（H31.3.31）
堤防：約14,300km
樋門・樋管、水門：約8,500施設
（H31.3.31）
砂防設備：約83,000基
地すべり・急傾斜：約37,000区域
（R2.3.31）

6,062施設（H31.3.31）
堤防：約3,600km
樋門・樋管、水門：約1,800施設
（H31.3.31）
砂防設備：約3,000基
地すべり・急傾斜：約6,000区域
（R2.3.31）

海岸（海岸堤防等）

約5,900km（H31.3.31）

約780km（H31.3.31）

下水道（管路施設）

4,274km（H31.3.31）

11.6km（H31.3.31）

58,839施設（Ｈ31.3.31）

10,178施設（Ｈ31.3.31）

トンネル
道路附属物等
※４

河川

砂防

港湾
空港（土木施設※５）

80空港（Ｈ31.3.31）

７空港（Ｈ31.3.31）

2018年11月、 国 土 交 通 省 は、

航路標識

2,400施設（Ｈ31.3.31）

267施設（Ｈ31.3.31）

公園

86,662施設（Ｈ31.3.31）

21,480施設（Ｈ31.3.31）

経済財政諮問会議のワーキンググ

公営住宅

2,162,484戸(H31.3.31)

1,150,506戸(H31.3.31)

官庁施設

9,071施設(R2.4.1)

760件※６（R2.8.20)

ループにおいて、所管する分野の
インフラについて、30年後までの

※１：各施設数は括弧内の時点の値
※２：要緊急対策施設がない分野は除く
※３：点検対象施設数には点検未了のものも含む

※４：点検対象施設数、要緊急対策施設数は直轄施設のみ
※５：空港土木施設（幹線排水、共同溝、地下道、橋梁、護岸）
※６：老朽を理由とした修繕計画のうち、緊急を要すると判定された計画の件数

維持管理・更新費の推計結果を示した。インフラの

橋梁については、点検の結果、約10％の約７万橋

維持管理・更新について、不具合が生じてから対策

は不具合が生じる可能性が高い、あるいはすでに不

を講じる「事後保全」から、不具合が生じる前に対

具合が生じており早急に対処が必要な状態にあるな

策を講じる「予防保全」へ移行することにより、

ど、予防保全に本格的に転換するには、まずはこれ

30年間の維持管理・更新費の合計費用が約３割縮

らに対する措置を早期に講じる必要がある（表−２）。

減される見込みとなった（表−１）
。この結果から

このように、インフラ老朽化対策は「待ったなし」

も明らかなとおり、今後、予防保全への転換を進め

の課題であり、2020年12月11日に閣議決定された

ることにより費用の縮減・平準化を図ることで、持

「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対

続的・効率的なインフラメンテナンスを推進するこ

策」に基づき、予防保全型インフラメンテナンスへ

とが必要である。

の転換に向けて、早期対応が必要な施設への集中的

しかしながら、例えば、国内に約72万橋ある道路

な老朽化対策の加速化を図っている。
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２）自治体への支援に関する取組
上記のような課題を抱えている地
方自治体に対し、国土交通省では、

（東京都品川区）

（福島県郡山市）

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

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

2020年度から新たに道路や河川の
分野において老朽化対策に係る個別
補助制度を創設し、地方自治体が計
画的かつ集中的に老朽化対策を進め

スマートフォン搭載
のイメージ

られるように支援を行っている。

写真－３

また、地方自治体の技術職員も対

ひび割れの自動検出のイメージ

現場ニーズと技術のマッチング等による新技術の社会実装の事例

象に含めた研修の実施、
「道路メンテナンス技術集

村長会議が発足している。今後、トップダウン

団」による直轄診断等の市町村に対する直接的支援

でのインフラメンテナンスの強力な推進が期待

など、市町村を対象とした取組を推進している。

される。

さらに、関係機関で連携して、道路・河川・港湾・

③新技術の活用に向けて、小規模自治体等が単独

空港の各分野で、各地域でメンテナンス会議を開催

で技術導入を検討することは困難であるため、

し、施設管理者が一堂に会し、技術的助言や情報共

自治体横断的な新技術の普及・展開を図る必要

有、民間活力の活用の推進を図っている。

がある。そこで、2018年度から「官民研究投

３）新技術・データ利活用に関する取組

資拡大プログラム（PRISM）」を活用し、自治

インフラメンテナンス分野においても、新技術の

体におけるモデルケースの実施を通じて、
「イン

導入により作業の省人化・効率化を図ることが可能

フラ維持管理における新技術導入の手引き（案）

である。一方で新技術の導入にあたっては導入コス

Ver0.1」を作成、2021年３月に公表したとこ

トや内部調整技術の有効性の判断等が課題となって

ろである（図−４）。

いる。このため、以下の取組を実施している。
①新 技術の活用を促進すべく、2021年度から、
コスト縮減効果の高い新技術の採用を予定して
いる事業の優先採択や交付金の重点配分対象と
する仕組みを導入している。
②インフラメンテナンス国民会議（2021年12月
末時点：会員数2,480者）（図−３）を通じ、
施設管理者のニーズと民間企業のシーズのマッ
チングによる新技術導入の支援等を推進してい
る。国民会議を通じて紹介された技術の社会実
装数は着実に増加している（2021年３月時点：

図－４ 国土交通データプラットフォームと
地方自治体データベースとの接続試行

④新技術の活用により、計測・点検・補修等の膨

８技術、73件）（写真−３）
。

大なデータが得られるようになった。これらの

また、今年１月には維持管理に特に関心のある

情報を広く利活用するためには、各管理者がそ

全国の首長によるインフラメンテナンス市区町

れぞれに保有している維持管理情報をオープン
データ化していくことが必要である。そこで、

インフラメンテナンス国民会議の目的
①革新的技術の発掘と社会実装
②企業等の連携促進
③地方自治体への支援
④インフラメンテナンスの理念の普及
⑤インフラメンテナンスの市民参画の推進
自治体の課題を共有し
解決策を検討する
グループ討議

図－３
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公認フォーラム
全
国

革新的技術
自治体支援
技術者育成
市民参画
海外市場展開

課題解決に向けた
ピッチイベントや
セミナー

地
方

北海道
東北
関東
北陸

近畿
中国
四国
九州

中部

沖縄

自治体のニーズと
シーズ技術の
マッチングによる現場実証

インフラメンテナンス国民会議の概要
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国土交通省や地方自治体が保有する維持管理に
関するデータベースの整備・連携方法について
検討し、2020年度に10のモデル自治体で国土
交通データプラットフォームとの接続試行を
行ったところである（図−５）。

に市内の一部において包括的民間委託での業務が開
始しており、現在は秋田県大館市と大阪府摂津市に
おいて導入に向けた検討を行っている。
今後はこれらのモデル自治体での導入について効
果の検証を行っていくとともに、検討成果や先行事
例を参考にインフラ維持管理への包括的民間委託の
導入にあたっての手引きを作成する予定である。
図－５ 国土交通データプラットフォームと
地方自治体データベースとの接続試行

５）機能向上型更新へのパラダイムシフト
これまでに整備されてきた排水機場等の機械設備

⑤インフラメンテナンスに係る優れた取組や技術

の老朽化加速とともに、設備の陳腐化により、部品

開発を表彰するため、2016年に「インフラメン

の再調達が困難となっている。そこで、来るべき大

テナンス大賞」という表彰制度を創設している。

更新時代に備え、コスト縮減やメンテナンス性等の

2021年度（第５回）についても2021年３月か

向上を目指し、老朽化した設備を同じ製品で置き換

ら６月まで公募を行い、247件の応募から33

える「単純更新」から量産品や新技術を利活用した

件の表彰を選定している。

「機能向上型更新」へのパラダイムシフトを実現す
るため河川機械設備小委員会にて検討を行っている。

４）包括的民間委託の導入に関する取組
インフラメンテナンス分野においても、民間活力
の活用により、効率化やコスト縮減を図ることが可

3．社会資本メンテナンス戦略小委員会にお

能である。国土交通省では地方公共団体における民

ける検討

間活力の活用手段として、特に包括的民間委託に着

国土交通省では、大臣の諮問機関である社会資本

目している。この方式は受託した民間事業者が創意

整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術部会の

工夫やノウハウの活用により効率的・効果的に業務

下に社会資本メンテナンス戦略小委員会を2012年

を実施できるよう、巡回・維持など複数の業務や道

に設置し、2013年を「社会資本メンテナンス元年」

路・公園など複数の施設をまとめて、地元建設会社

と位置付け第１期（2012～2013年）、第２期（2014

等で組織する共同企業体（JV）や協同組合などに

～2015年）を通じて、さまざまな取組を進めてき

委託する方式である（図−６）。現状、この方式は

ており、以下の答申及び提言をとりまとめている。

下水道分野以外では比較的導入事例が少なく、導入

・
「今後の社会資本の維持管理・更新のあり方に

によって事務作業の手間が増えるといった誤解を
持っている自治体も多い。そのため、国土交通省で
はモデル自治体への導入支援等を通じ、導入促進方
策の検討を実施している。2020年度に検討を行っ
た三重県鈴鹿市においては2021年10月より施行的
業務の包括化のケース
（道路の例）
【東京都府中市等】
地区Ａ

地区Ｂ

施設の包括化のケース
（道路・公園・排水路の例）
【新潟県三条市等】

・・・

道路

巡回
維持

補修・修繕

公園

巡回
維持作業

包括範囲

点検

・・・

包括範囲

・・・
施設の包括化のケース
（道路・河川の例）
【福島県等】
地区Ａ

地区Ｂ

・・・

道路維持
河川維持
除雪

包括範囲

・・・

図－６

包括的民間委託の概要

排水路

ついて」答申 2013年12月
・
「民間資格の登録制度の創設について」提言
2014年８月
・
「市町村における持続的な社会資本メンテナン
ス体制の確立を目指して」提言

2015年２月

・
「社会資本のメンテナンス情報に関わる３つの
ミッションとその推進方策」提言 2015年２月
そして、第３期（2017年～）では、施策の進捗
状況や市町村の動向等を把握してこれまでの取組の
レビューを行うとともに、今後の取組の方向性につ
いて検討を行っている。
小委員会はこれまでに９回開催し（2022年１月
現在）、第９回においてはこれまでの取組について
達成状況と課題のレビューを行うとともに、今後取
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り組むべき施策等について議論を開始した。また小

も、今後、予防保全への転換を進めていく必要があ

委員会に設置している民間WGではモデル自治体

るが、自治体における予算の不足や、人口減少など

での包括的民間委託の導入検討と包括的民間委託導

様々な課題により、早急に措置が必要な社会資本の

入の手引きの作成を並行して進めており、新技術

修繕がまだ十分でない状況にある。そのため、民間

WGでは新技術導入の手引きの充実化や維持管理

活力の活用や新技術・データの活用によりさらなる

に係るデータ利活用に関する検討を行っている。今

省力化・効率化・高度化を図るとともに、維持管理

後これからの社会資本維持管理のあり方について議

のあり方のパラダイムシフトを図ることがより一層

論を進め、とりまとめを行う予定である。

求められる。国土交通省としてもこうした動きを

4．おわりに

リードしつつ、持続的・効率的な社会資本の維持管
理を推進していきたい。

本稿では、国土交通省においてこれまでに行って
きた社会資本の維持管理に関する主な取組について
紹介した。
持続的な社会資本の維持管理を進めていくために

＜参考文献＞
社会資本メンテナンス戦略小委員会HP
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/
s201_menntenannsu01.html

【著者紹介】 林田 拓都（はやしだ たくと）
2019年国土交通省入省（土木職）。中部地方整備局にて河川事業、道路事業の職務に従事。2021年より現職。

「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･･･
◎ 12月末日現在の加入者は、4,528 名 と昨年の同時期と比べ379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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特集 社会資本の戦略的な維持管理〜持続可能なインフラメンテナンス〜

ふくしまME（メンテナンスエキスパート）
〜地域のインフラは、地域自らが守る〜
しらいわ

白岩

と

み

お

十三雄＊

急速に老朽化が進む社会インフラへの対策が全国的な課題となっており、産学官が連携しインフラメン
テナンスに取り組んでいく必要がある。本稿では、福島県における産学官連携によるメンテナンス技術者
育成の取組について紹介する。

1．はじめに
平成24年12月、中央自動車道笹子トンネル天井
板落下事故が発生し、翌年の平成25年が「社会資

築90～
100年
0.2%

築80～90年
2.0%
築70～80年
1.4%

築100年以上
不明
0.1%

0.3%

築60～70年
3.1%

本メンテナンス元年」と位置付けられて以降、全国

築10年
未満
4.3%
築10～20年
10.1%

各自治体で様々なメンテナンス技術者育成の取組が

築50～60年
14.5%

実施されている。
本稿では、メンテナンスに携わる技術者不足を解
決するために「ふくしまインフラメンテナンス技術

築40～50年
30.9%

者育成協議会」
（以下「協議会」）が取り組んでいる

築20～30年
14.3%
築30～40年
18.7%

技術者育成事業について紹介する。
図−２

2．福島県の社会インフラの現状

道路施設の竣工からの経過年数の割合
（平成28年３月時点）

福島県は全国第３位の県土面積を有し、多くの社

また、福島県は浜通り、中通り及び会津の３地方

会インフラを管理している。高度経済成長期に整備

に区分され、各地方によってそれぞれ気候が大きく

した道路施設の半数以上が建設から40年以上経過

異なるため、社会インフラの劣化要因やメカニズム

しているため、維持修繕、更新への対応が喫緊の課

も地方ごとに異なっている（図−３）。

題となっている（図−１、２）
。

凡例

(箇所)
200

（累計数)
5,000

JR東北新幹線

福島県庁

私鉄

トンネル

160

地域高規格道路（整備・計画中）
JR線

橋梁

180

高速道路
（整備中）
高速道路
（計画中）

4,000

シェッド

140

累計数
3,000

120
100

2,000

80
60
40

1,000

20
0

0
不明

S5
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図−１

H2

H7

H12 H17 H22 H27

道路施設の建設年度ごとの竣工数の推移
（平成28年３月時点）

会津地方

中通り地方

図−３

浜通り地方

福島県の概要

＊福島県 土木部 土木企画課 主幹
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3．福島県における建設業の現状

体制を構築している（図−４）。

福島県内の建設業は、社会インフラの整備に加え、

協議会（意思決定）

施設の維持修繕、災害対応など、地域の安全・安心
を確保するため重要な役割を担っている。

各関係機関の代表者により構成

【産】
福島県内の
建設関係団体

しかしながら、少子高齢化や人口減少等の社会情
勢の変化もあり、地域の担い手が不足するなど厳し
い環境となっている。
このような中、建設業が持続可能な活力ある産業
となるためには、技術力・経営力の強化はもとより、
担い手の育成・確保、さらには、将来にわたり継続
する社会インフラのメンテナンス業務に携わるメン

【学】

【官】

日本大学工学部
福島工業高等専門学校

福島河川国道事務所
福島県土木部
・庶務に関する業務の指示

・事業の提案及び報告
・事業に関する業務の指示

幹事会
（事業調整）

・庶務に関する報告
・協議会開催調整

事務局
（庶務）

・事業内容（カリキュ
ラム）の素案作成

・テキストの印刷製本
・参加料徴収、参加証の発行
・案内ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成、PR活動
・講師依頼、旅費の支払い
・会場設定、文書発送 等

各関係機関の事業担当者により構成
日本大学工学部
福島県内の建設関係団体
ふくしまインフラ長寿命化研究会
福島河川国道事務所
福島県土木部

図−４

テナンス技術者の育成が不可欠である。

・運営に関する調整
・各種会議開催調整

【事務局】
（一社）福島県建設産業団体連合会
※監査委員は【学】【官】から選出する

協議会の組織体制

３）ふくしまMEの概要

4．ふくしまインフラメンテナンス技術者育
成協議会の取組
１）設立の背景

ふくしまMEにおいては、それぞれの技術レベル、
内容に応じた、ふくしまME（基礎）（防災）（保全）
の３つの育成講座が開催されている（図−５）。

社会インフラの老朽化等の現状を鑑み、平成29
年１月に福島県建設業審議会からの答申「今後の県
内建設業のあり方」において、建設業の担い手の育
成・確保、社会資本の適正な維持管理・更新への対
応等が示された。福島県ではこの答申を踏まえ、平
成29年３月に「ふくしま建設業振興プラン」を策
定し、インフラメンテナンス分野が重要な施策であ
ることを位置づけた。
また、県内の産学官がインフラメンテナンス技術
者のあり方やその育成方針に関する意見交換を行い、
「県民の安全・安心を第一」に「地域のインフラは、

第２段階

ＭＥ育成講座

ふくしまＭＥ（防災）（保全）の育成

令和２年２月 国土交通省登録資格に登録

○点検計画立案、健全度診断ができる人
・高度な知識を有し、劣化状況等を的確に診断 できるレベルを目指す
・ふくしまＭＥ（基礎）の資格取得者を対象とする
（令和３年１１月時点：３８人（防災）、６２人（保全）認定）

第１段階
ふくしまＭＥ（基礎）の育成

防災２回、保全２回開催

ふくしまＭＥ
（基礎）コース
平成３１年１月 国土交通省登録資格に登録

○基本的な診断知識を有し、点検作業ができる人
・構造物に係る基礎的な知識、及び維持管理の基礎的事項を習得する
・基本的な診断ができる知識を習得する
（令和３年１１月時点：５６２人認定）

図−５

ふくしまＭＥ（防災）コース
ふくしまＭＥ（保全）コース

計６回開催

ふくしまMEの概要

各コースとも、座学講習４日と現場講習１日の計

地域自らが守る」という基本理念を構築した。そし

５日間で構成されており、産学官それぞれの専門的

て、建設業に携わる技術者と行政職員双方が社会

な知識を有する講師により講義が行われている。

インフラ全般に係る各種点検やメンテナンス等に関
する専門的かつ実践的な知識の習得が必要であると

⑴ ふくしまME（基礎）コース
福島県の地形・地質を理解し、橋梁、トンネル、

認識を共有した。さらに、この認識の下、本県の地

道路土工構造物（土工）及び舗装の点検ができる

域特性を十分に把握した土木技術者（以下、ふくし

技術者の育成を目的としたコースである。これま

まME（メンテナンスエキスパート）という。）を

でに６回の講座を開催し、562名を認定している。

安定的に育成することを目的として、産学官連携に

⑵ ふくしまME（防災）コース

よる協議会を設立することとした。
２）協議会の組織体制
協議会の組織体制は、意思決定機関である「協議

トンネル、道路土工構造物（土工、シェッド、
大型カルバート等）の点検と診断ができる技術者
の育成を目的としたコースである。これまでに２

会」
、事業調整機関である「幹事会」及び庶務を担

回の講座を開催し、38名を認定している。

当する「事務局」で構成されており、産学官がそれ

⑶ ふくしまME（保全）コース

ぞれのノウハウを活かした役割を担うことで、組織

14

ＭＥ※１（メンテナンスエキスパート）の育成
※1 ＭＥ:「メンテナンス・エキスパート」
構造物等の維持管理に関する高度な知識を持ち、劣化状態等を的確に診断し、対処できる技術者。
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橋梁（鋼橋、コンクリート橋）、舗装の点検と

診断ができる技術者の育成を目的としたコースで

表−１

ふくしまME登録の状況

ある。これまでに２回の講座を開催し、62名を
認定している。

写真−１

育成講座の様子（座学）

本県では、認定者へのインセンティブとして、平
成31年度より点検診断業務の管理技術者の要件と
して、ふくしまME（防災）（保全）を追加している。
また、令和２年度からは、総合評価方式による発
注工事（一般土木工事、舗装工事）及び業務委託を
対象に、ふくしまME認定者が１名以上いる場合に
「企業の技術力」として、評価することとしている。
さらに、ふくしまME認定者を現場代理人や配置
技術者等とした場合、成績評定において創意工夫と
写真−２

育成講座の様子（現場）

5．ふくしまME活用の取組

して評価することとしている。

6．おわりに

国土交通省では、点検・診断業務に携わる技術者

これからの維持管理は、限られた予算や人員の中

の能力を評価し、活用するために民間団体等が運営

で行うこととなり、より効率的・効果的に行うこと

する一定水準の技術力等を有する資格について、
「国

が求められる。

土交通省登録資格」として登録する制度を平成26
年度より実施している。

本取組は、確実に到来する本格的なメンテナンス
時代に向け、本県の産学官が連携し、社会インフラ

ふくしまMEについては、平成31年１月にふくし

の維持管理を担う技術者の育成、取得した能力を適

まME（基礎）
、令和２年２月にふくしまME（防災）

切に評価・活用できる環境整備を進めているもので

（保全）がそれぞれ国土交通省登録資格に登録され

ある。

た（表−１）
。

今後も「県民の安全・安心を第一」に、
「地域のイン
フラは、地域自らが守る」という考えのもと「ふく
しまME」の取組を推進していきたい。

【著者紹介】 白岩 十三雄（しらいわ とみお）
平成５年福島県入庁（土木職）。県庁道路整備課主任主査、相双建設事務所道路課長、同復旧・復興部長を経て現職。
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道路橋石橋（石造アーチ橋）の
定期点検に関する技術資料の作成
～道路メンテナンスにおける自治体支援の取組～

こ

だま

児 玉

ゆう

いち

祐 一＊

九州地方整備局では自治体支援の一環として、令和２年度に有識者からなる「道路橋石橋維持管理検討委員会」
（委員長：熊本大学山尾名誉教授）を設置し、定期点検に関する技術資料の作成について審議を重ね、令和３年
３月に「道路橋石橋の定期点検に関する参考資料［石造アーチ橋］」(以下、本資料という。)を中間報告としてと
りまとめた。令和３年度は、管内の各道路管理者において、本資料による試行運用にも取り組んでいただいており、
今回、本資料の概要および今後の対応について紹介する。

1．はじめに
九州は石橋の宝庫であり、その理由として、知識
と経験を有する石工の存在や比較的加工しやすい火
砕流堆積物である石材の調達性、谷地形に架橋され
た木橋に代わる堅固な橋を必要とする地形特性等に
よる必然的な要因がある。正に先人たちの知恵の結
晶である。
一方、道路橋については５年に１回の近接目視に
よる法定定期点検を実施する必要があるが、石造

図－１

アーチ橋（以下、本形式という。）についてはその

道路橋石橋の地域別分布の割合（全国）
［全2,376橋］

技術的な考え方を示した要領が存在しないことから、
今回、自治体支援の一環として、道路橋定期点検要
領（平成31年２月国土交通省道路局）を補完する
技術資料の作成に取り組んだ。また、本形式はその
耐荷特性や離散構造を考慮すると、従来の（人によ
る）計測手法よりも効率的・効果的なデジタルデー
タの取得活用が有効であり、本稿ではこれらの取組
について紹介するものである。

図－２ 道路橋石橋の構造形式別の割合
（九州管内）
［全1,250橋］

2．取組の背景と課題
全国には道路橋である石橋は約2,400橋存在し、
九州にはその半分が現存している。石橋の構造形式
はアーチ形式と桁形式があり、九州においてはアー
チ形式の道路管理者の約９割が市町村である（図－
１～３）
。
こうした中、令和元年度に九州管内の市町村に対
して実施したアンケート調査の結果、９割を超える
＊国土交通省 九州地方整備局 道路部 道路構造保全官
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図－３

道路橋石橋（石造アーチ橋）の管理者別の割合
（九州管内）
［全687橋］

市町村が「本形式に関する点検要領が必要」といっ

る時に、力学的に必要な情報を整理することにした。

た技術的支援のニーズが高いことが判明した。また、

その結果、

技術的参考資料がないことから現状では、学術的研

①アーチの耐荷機構を成立させるのに石を組み合

究成果であるKABSE（一般社団法人 九州橋梁・構

わせていることについて、その形状が保たれて

造工学研究会）の要領を参考にしていることもわ

いるか、また変化していないか。また、既に形

かったが、本形式の構造安全性の評価のための重要

状が崩れ始めている時に、石材の組み合わせが

ポイントである耐荷機構に着目した点検の実施がな

緩むことでアーチ上部が抜けるおそれがないか。

されていないことが課題として把握できた。

②アーチ上部の中詰めの土が流出することはない
か、それが継続しないか。

3．取組内容

③材料の劣化という点での石という材料の劣化が

定期点検の目的は、省令や技術的助言のとおり、

ないか。

診断を行う者が的確な診断を行うために必要な情報

ということに着目して点検することで、必要十分な

を得ることであり、本形式については、１）劣化が

情報が得られることが確認できた。

非常に遅い石材を組んでいるという特徴、２）力学

なお、形状の変化の把握は近接目視では困難なた

的な強度・安定という観点では、石材同士がアーチ

め、本形式においては、近接目視と同等に形状計測

形状を保つことで耐荷機構を成立させているという

が重要であると考えられる。図－５、図－６に、熊

特徴がある（図－４）
。

本県宇城市で取得した３次元点群データや画像デー
タの事例を示す。座標データに置き換えられれば、
形状の変化やそれぞれの石の重心位置の変化などが
手間をかけず簡単に追えると考えられる。
今後、デジタルデータで形状を計測・追跡できる
ようにするためには、図－７のフローに示すように
計測精度、計測結果の記録様式やデータ内容等の標
準化が必要であると考えている。

図－４

石造アーチ橋の概念図

したがって、これらの特徴を考慮して、目視・外
観の評価にこだわらず、力学的な安定等についてで
きるだけ直接的に評価できるような情報を得ようと
した時に必要な点検項目を見出すこと、また、各点
検項目について精度良くかつ省力化された把握方法
の存在を整理することにした。

平面図

一方、技術的助言では、近接目視によらない時に
は、構造安全性と予防保全の必要性のそれぞれに着
目して診断できるように、点検項目等を検討するこ
とが重要であるとされている。そこで、本形式の定
期点検調書等の過去の点検で撮影された写真等に見
られる変状の特徴および地震被災事例などを整理す
ることで、現時点の構造安全性並びに次回定期点検
までそれが保たれるのか、また、予防保全を行うこ

側面図
図－５

デジタル点群画像による形状図作成事例

とで手戻りにならなくて良い事項があるかを診断す

月刊「建設」22-02
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オルソ画像

デジカメ画像
図－６

図－７

画像の対比

デジタル計測の標準化の項目

4．取組結果および今後の予定

図－８

定期点検の手順の例（抜粋）

5．おわりに

上記の内容を網羅して、
「道路橋定期点検要領（平

本形式はいずれも石工の知識・経験に基づく構造

成31年２月 国土交通省道路局）
」を補完する技術

物であり、構造図等の図面も存在していないものが

資料として、令和３年３月に、
「道路橋石橋の定期

多いため、今後の維持管理を考えると輪石・壁石の

点検に関する参考資料（中間報告）
［石造アーチ橋］」

形状変化の進行性を確認することが重要であり、離

としてとりまとめたところである（図－８）
。

散構造である本形式では計測箇所が多くなることか

また、令和３年度においても、引き続き、デジタ
ル計測における標準化の項目について具体的に検討
を進めるとともに、管内の各道路管理者において、

ら、３次元点群データ等のデジタルデータの取得活
用も有効な手段の一つであると考えられる。
今後、先人たちの知恵の結晶である石橋において、

本資料による試行運用の実施に取り組んでいただい

維持管理の効率化に向け、最新技術の活用も含めた

ており、その結果をふまえ、本資料のフォローアッ

検討を進め、更なる自治体支援の一助になればと考

プを行う予定である。

えている。

【著者紹介】 児玉 祐一（こだま ゆういち）
昭和46年生まれ。熊本大学工学部土木環境工学科卒。平成６年建設省入省。国土交通省九州地方整備局北九州国道事務所工務課専門官、
佐伯河川国道事務所建設監督官、福岡国道事務所建設監督官、長崎河川国道事務所調査第二課長、工務課長を経て現職。
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道路メンテナンスにおける福井県の取り組み
～効率的な道路インフラの管理を目指して～
たけ

やま

竹 山

きよ

たか

清 隆＊

橋梁やトンネルなどの道路インフラを長期間、適切に維持するためには、限られた予算、人材のもとで
点検、診断、補修を効率的に行い、それらのデータを確実に記録し保存することが重要である。そこで、
福井県が「産・学・官」連携のもと、これまでに取り組んできた方策について、その一部を紹介する。

1．はじめに

た橋梁が多く存在しているため、該当橋梁一覧や補

当県では平成20年度に学識経験者からなる福井

修履歴を整理するとともに、検討会において塩害や

県橋梁長寿命化修繕計画策定検討会「（以下、「検討

ASRなどの調査方針について調査マニュアルで定

会」という。
）
」を設置して修繕計画を策定した。こ

めている。

の計画で位置づけたメンテナンスサイクルをシステ

なお、最近では点検業務のコスト削減のため、新

マティックに取り組むことで、点検や補修をより効

技術を積極的に導入しており、随時、土木事務所や

率的かつ確実に行うよう目指しており、その取り組

市町職員を対象とした現場見学会を開催し、普及に

みの一部を紹介する。

努めているところである。

2．点検
平成18年度に福井県橋梁点検マニュアルを策定
し、県内の損傷特性等の実情を踏まえて、点検方針
や補修選定の考え方等について定めた。
また、損傷の進行が早い凍害や塩害、アルカリシ
リカ反応（以下、
「ASR」という。
）の影響を受け

塩害が多い地域

写真－１ 新技術点検の現場見学会の様子
（橋梁点検支援ロボット「視る・診る※１」）

3．診断
橋梁全体の性能を診断する際、部材単位での変状
を総合的に判断すべきと考え、また、補修も部材単
位で行われることが多いことから、当県では部材単
位で診断、記録している。
また、受注者、発注者、（公財）福井県建設技術
公社の職員からなる判定会議を開催し、点検時の状
況や所見などについて点検者から直接聞き取り診断
している。会議は土木事務所単位で行い、希望に応
じて管内の市町職員も参加し、各自の施設の診断の
参考にしている。このような判定会議への公社職員

図－１

ASRや塩害、凍害による損傷発生が多い地域

の参加のほか、県内全自治体の担当職員が一同に会

＊福井県 土木部 道路保全課 主任
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した事例報告会の開催、損傷事例集の配布などによ

すれば損傷部を特定して短期間で低コストで補修す

り、判断基準の統一化に努めている。

ることが期待される。

5．記録
点検や診断、補修の記録は、データ管理システム
SIMPL（以下、「SIMPL※２」という。）で管理して
おり、Excelの所定様式にマクロを組み込み、シス
テムにスムーズに入力できるよう工夫している。現
在は、県の他に県内８市町でも運用し、システム内
写真－２

事務所判定会議の様子

他にも、診断において必要に応じて専門的な見地

で自治体相互の情報共有も可能である。
また、SIMPLに記録された竣工、点検、設計調査、

からの意見を聴取できるよう、地元大学等の学識経

補修の履歴は、タイムラインにより一目で分かるよ

験者からなるアドバイザリー・ボード制度を設けて

うにしている。タイムラインから過去の図面や写真

おり、これまでに健全度Ⅳの診断や外圧によるトン

などを容易に検索でき、これらを個人のスマート

ネルへの影響検討などの際に活用している。

フォンやタブレットを用いて現場で確認できるため、
点検やパトロールなどで損傷を発見した場合、過去

4．補修

に撮影した写真や図と比較することで、新たな損傷

診断後は、修繕計画に基づき補修を行うことにな
るが、補修コストの削減に向け、県の研究機関にお

なのか、また損傷の進行具合をすぐに確認できる。
①施設を探す

検索

一般的に、橋梁の伸縮装置の止水部分が劣化する
と、その隙間から雨水や土砂、特に当県では冬季に

を取り壊して装置全体を交換することが多く、補修
費用が嵩む要因となっている。

データ取得

診断データ

②施設情報を見る
検索

タイムラインで、
竣工、点検、設計、
補修等の履歴を
確認

部材の損傷を促すことが多い。その場合、フェース
るにも関わらず、構造上、周辺のコンクリートなど

諸元データ
点検データ

散布する凍結防止剤が侵入し、支承部や上下部工の
プレートなど止水部分以外の装置は比較的健全であ

③施設情報を出力・分析

SIMPLデータベース

いて新しい伸縮装置を開発している。

補修履歴データ

登録

DB

④施設情報登録
・台帳
・点検調書
・補修履歴等

クラウド型なので現場でスマホ使用が可能。
⇒

過去に確認された損傷個所の進行具合や、
新たな損傷発生の確認がすぐにできる。

図－２

SIMPLの機能

そこで、県の研究機関である福井県工業技術セン

また、GISで視覚化された位置情報をもとに、近

ターが中心となり、福井工業高等専門学校や県内企

傍の自治体の点検・診断の状況や、損傷の類似事例

業と共同で、プレートを部分的に脱着できる新しい

などを閲覧することができる。さらに、データ分析

タイプの伸縮装置を開発し、今年度試行的に供用橋

も可能であり、例えば橋梁タイプや地理的条件など

に実装し、数年後の実用化を目指している。実用化

によりデータを抽出して、損傷の傾向をグラフ化や
マッピングするなどして業務に利用している。

6．その他の取り組み
メンテナンスサイクルの確実な実行のためには、
技術者の技術力の底上げが必要である。福井県道路
メンテナンス会議では、例年、研修を数回開催して
いるが、今年度、福井工業高等専門学校において、
写真－３

20

工業技術センター等で開発した伸縮装置
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メンテナンス技術者のニーズに応えたリカレント教

育や若手技術者養成を目的として、eラーニングや

7．今後の予定

校内の実習フィールドでの講習会の体制整備を進め

終わりのないメンテナンスにおいて、効率的かつ

ている。従来、講習会は県外で受講し、宿泊費など

確実に施設の健全性を維持するためには、過去の点

旅費や時間の確保に苦慮していたが、今後は、職場

検や調査、補修のデータの蓄積は非常に重要であり、

などから通いながら受講することができるようにな

当県ではSIMPLに情報を一元化し、これを中心に

る。これを機に、福井工業高等専門学校は県内の測

PDCAサイクルを実行している。今後、データを

量・設計業や建設業の各業会、コンクリート診断士

積み重ねることで、修繕計画で用いる劣化曲線の精

会、建設技術公社、県から構成される「福井県社会

度の向上にも役立つと考えている。また、今年度は

基盤メンテナンス推進協議会」を立ち上げ、育成カ

塩害劣化により電気防食の対策を施した橋脚を対象

リキュラムの検討やニーズ調査を行い、メンテナン

に、鉄筋の電位をモニタリングする試験運用をして

ス力の底上げを図っているところである。

おり、今後も継続的にシステムのカスタマイズを
行っていく予定である。
P（Plan）
長寿命化修繕計画の策定
（点検計画、補修計画）

D（Do）
A（Action）

補修対策の実施

長寿命化修繕計画の見直し
監

視

SIMPL
点検結果・健全性の
データ入力・更新

補修履歴
データ入力・更新
C（Check）

写真－４ 福井工業高等専門学校に設けられた実習フィールド

定期点検
健全性の評価

さらに、将来、土木業界を担う県内の土木技術系
の大学・高専生を対象に、授業の一環で、点検・補
修の内容を学んでもらう講習会を、平成28年度よ

詳細調査

図－３ SIMPLを中心としたメンテナンスサイクル

最後に、当県では、点検・診断・補修の各段階で、

り毎年開催している。講習会は行政側だけでなく、

産・学・官が一体となって取り組み、様々な関係者

福井県コンクリート診断士会の協力のもと、座学の

の協力のもとで現在の体制を構築している。この場

他に打音調査やひび割れ調査、ASRや凍害による

を借りてお礼を申し上げるとともに、今後も引き続

コンクリート劣化度調査、中性化試験などの非破壊

き協力を賜りながら、安全安心な道路維持に努めて

試験を体験することで、老朽化の実態やメンテナン

いきたい。

スの重要性について関心を高め、就職の際の参考に
なるよう、人材確保に努めている。

写真－５

県内学生向けのメンテナンス講習会

【用語解説】
※１ 視る・診る：国土交通省がとりまとめた点検支援技
術性能カタログに掲載されている橋梁点検支援ロボット。
ジビル調査設計㈱が開発。
※２ SIMPL： ク ラ ウ ド 型 デ ー タ 管 理 シ ス テ ム。Smart
Infrastructure Management Platformの略。内閣府の戦
略的イノベーション創造プログラム（SIP）のインフラ維
持管理・更新・マネジメント技術において、金沢大学チー
ム（研究代表：鳥居和之金沢大学名誉教授）がNEXCO
東日本チームと連携して開発し、福井県が令和元年度に
導入。

【著者紹介】 竹山 清隆（たけやま きよたか）
平成７年度 福井県庁入庁（土木職）。インフラ整備の監督業務のほか、河川（ダム）、都市計画、道路業務に従事。平成27年～29年に道
路建設課主任、平成30年から道路保全課主任を経て現職。
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特集 社会資本の戦略的な維持管理〜持続可能なインフラメンテナンス〜

砂防関係施設の老朽化対策
～現在の取組と今後の展開～
に だいら

仁 平

けい

すけ

啓 介＊

我が国の砂防関係施設は、その多くが高度成長期以降に集中的に整備されており、今後、加速度的に老
朽化が進行する。防災インフラである砂防関係施設が確実に機能するよう維持管理していくため、予防保
全による長寿命化とコスト縮減、さらには砂防関係施設の高度化・効率化を図る取組について紹介する。

1．はじめに

画）の策定を順次進め、平成30年度末には全ての

近年、集中豪雨等に伴う土砂災害が激甚化・頻発
化するとともに東日本大震災や熊本地震等の大規模

予防保全型のメンテナンスサイクルの早期確立のた

地震に伴う土砂災害も続いている。一方で、砂防関

め、ライフサイクルコストを考慮した予防保全型の

係施設は、高度成長期以降に整備されたものが多く、

計画への改定を進めている。しかし、現時点で健全

今後、整備後50年以上が経過する施設の数が膨大

度評価において要対策と判定された施設数が都道府

となることが想定され（図－１）
、老朽化した施設

県単独費での対応分を除き約8,100基・箇所と既に

が増加し、各地域における土砂災害に対する安全度

膨大であり、これら施設に対する緊急的な対策が必

の低下が懸念される。

要な状況で、予防保全型のメンテナンスサイクルへ

このため、砂防関係施設の新規整備に加え、既存

の早期転換が困難となっている。

施設の修繕・改築等による老朽化対策や機能強化対

予防保全型のメンテナンスサイクルへの早期転換

策を実施し、施設の機能及び性能を長期にわたり持

を図るため、「防災・減災、国土強靱化のための５

続的に維持・確保していくことが重要となる。

か年加速化対策」における重点的・集中的な予算投
入により、要対策施設のうち社会的影響度の高い施

（基）
80,000
※新規整備数を考慮していない
※建設年度不明を除く

60,000

86.8%
71.1%

60.0%

44.3%

40,000

33.7%

40.0%

20,000

0
R元年度末

図−１

100.0%
80.0%

53.1%

5年後

10年後

20年後

設から優先的に修繕・改築等の老朽化対策を進め、
要緊急対策施設が解消された割合を令和２年の約２
割から令和７年の約８割まで向上させることを目標
としている。

20.0%

3．現在の取組と今後の展開

0.0%

１）新技術の導入・活用にかかる取組

30年後

整備後50年以上が経過する砂防設備数の推移

2．予防保全型維持管理への転換

５か年加速化対策にかかる修繕・改築等の実施に
あたっては、今後の維持管理を考慮し、耐久性の高
い部材を活用（図－２）するなどライフサイクルコ

施設の老朽化対策にあたっては、点検結果を踏ま

ストの縮減を図るとともに、UAVや高度通信技術

え、具体的な対応方針を定めることが重要である。

による無人化施工、CIMモデルの作成・活用など

砂防分野では、これまで長寿命化計画（個別施設計

といった新技術、ICTを積極的に活用することによ

＊国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 保全課 地すべり係長
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施設管理者において策定したところである。現在は、
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改築後

改築前

高耐久性材料
（弾性板）の活用

天端摩耗の状況

施設の修繕と併せて、嵩上・腹付を実施
図−２ 耐久性の高い部材を活用した老朽化対策のイメージ

り、維持管理、補修工事等にかかる安全性・効率性

している。本取組では、砂防分野でも受賞実績（図

を向上させ、維持管理面における高度化を図ること

－３）があり、他分野の受賞例も含め、こういった

が重要である。

情報もうまく活用していただきたい。

また、施設の健全度の把握に当たっては、これま

また、先導的な取組として、国土交通省近畿地方

で目視を基本として実施されてきた施設点検におい

整備局紀伊山地砂防事務所では、平成23年の紀伊

て、UAV等の新技術の活用を進め、作業上の負担

半島大水害により深層崩壊が発生した栗平地区（奈

軽減やコスト縮減等を図るなど、新技術を広く現場

良県戸津川村）において、無線中継用ドローンを併

に展開していくことが重要である。

用することで自動巡視・点検を可能とする実証実験

国土交通省では、民間等により開発された新技術

を令和３年３月、防災やインフラ管理を目的とした

）に

レベル３飛行として全国初めて実施している（図－

おいて広く共有する取組を実施している。さらに、

４）。本実証実験の結果を踏まえ、近畿地方整備局

近年では、各省庁全体的な取組として、国内のイン

大規模土砂災害対策技術センターでは、同年７月に

フラメンテナンスにかかる優れた取組や技術開発に

「UAVの自律飛行による砂防関係施設の自動巡視・

関するベストプラクティスを選定し広く紹介する取

点検に関する手引き」及び「UAVの自律飛行によ

などを実施

る天然ダムの緊急調査及び被災状況把握に関する手

の情報を新技術情報提供システム（NETIS

※１

組としてインフラメンテナンス大賞

※２

完成後25年以上経過した砂防えん堤の例

完成後35年以上経過した砂防えん堤の例

完成後50年以上経過した砂防えん堤の例

図−３ 改良型弾性波探査によるマスコンクリートの健全度評価
（第５回インフラメンテナンス大賞優秀賞受賞）
砂防えん堤の劣化が進んだ箇所を視覚的に表現している

図−４ UAV自動巡視・点検の実証実験
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引き」を作成している。
今後、これらの技術を、全国の山間地に存在する
既設砂防堰堤の自動点検、現地調査に応用し、さら

適正管理推進事業債」の活用の推進を行うなど、長
寿命化・老朽化対策にかかる財政的支援を拡充して
きたところである。

にAIを使った画像解析等の技術を組み合わせるこ

また、長寿命化計画に基づいて実施される砂防関

とにより、これまで人力に頼ってきた作業の飛躍的

係施設の老朽化対策を支援するための補助事業の創

な効率化を目指していく予定である。

設が、令和３年12月24日に閣議決定された令和４

２）技術的取組

年度当初予算案に盛り込まれている。

国土交通省では平成26年６月に老朽化対策を推

今後、５か年加速化対策により、老朽化対策を確

進するため、長寿命化計画を策定・運用するための

実に進める必要があることから、地域の実情も踏ま

基本的な考え方や手順を示す「砂防関係施設の長寿

えながら事業ストックをしっかり確保し、引き続き、

命化計画策定ガイドライン（案）」を策定した。また、

これら事業の積極的な活用により戦略的かつ確実な

平成31年３月には、ライフサイクルコストの縮減、

長寿命化・老朽化対策を加速化していくことが重要

修繕等に要する費用の平準化を踏まえた「予防保全

である。

型維持管理」の導入を図るため改定を実施している。
これと同様に、施設の点検、評価手法にかかる基準
については、平成26年９月に「砂防関係施設点検

4．おわりに
砂防関係施設の各管理者におかれては、引き続き、

要領（案）
」を策定し、令和２年３月には、定期点

現行の事業制度等の積極的かつ有効的に活用いただ

検等において、UAVによる方法についても、目視

き、令和２年度補正予算より措置されている５か年

点検と同等に基本的な方法として位置づけ、新技術

加速化対策による対策効果を着実かつ速やかに発現

の活用を推進してきたところである。

できるよう適切な現場執行、予算管理をお願いします。

令和３年度には砂防関係施設点検要領（案）を、

なお、今後も、砂防部より定期的に情報提供等に

砂防施設点検におけるUAV（目視内飛行）を活用

よる支援を実施していく予定であります。また、事

する際の技術的な留意点や、航空法等の遵守及び留

業制度、執行等において不明点などありましたら、

意が必要な関係法規の解説等を充実させるため改定

当課までご気軽にお問い合わせいただきますようよ

する予定である。今後においても、新技術や新たな

ろしくお願いします。

知見などメンテナンスを取り巻く動向を踏まえなが
ら、これら基準類の見直しを適宜図っていく。
３）財政的取組
防災安全交付金における「砂防設備等緊急改築事
業」及び「急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業」で
は、既存の施設を有効活用することにより地域の安
全の向上を図ることを目的とした緊急改築に必要な
経費を支援している。また、同事業では、ライフサ
イクルコストを考慮した長寿命化計画の策定・変更
についても、必要経費のうち一定割合を支援してい
る。これらに加え、令和２年度には、個別補助事業
の拡充として、
「大規模更新砂防等事業」を創設し、
大規模な砂防関係施設の更新にかかる計画的・集中
的な整備についても支援を実施しており、国庫補助事

【用語解説】
※１ NETIS（New Technology Information System：
新技術情報提供システム）：民間等により開発された新技
術をデータベース化し、HPでの公表を通じて、広く情報
共有するとともに、公共工事等において積極的に活用・
評価し、技術開発を促進していくためのシステム。
※２ インフラメンテナンス大賞：日本国内のインフラの
メンテナンスに係る優れた取組や技術開発を表彰し、ベ
ストプラクティスとして広く紹介。 国土交通省、総務省、
文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、防
衛省が所管する施設について、各部門における優れた取
組や技術開発を行った方に対して、各界の有識者による
審査を経て、各大臣賞、特別賞、優秀賞を決定。
砂 防分野では、令和２年度に「専用架台・懸架装置と２
種類のカメラ（全周撮影型・回転撮影型）を用いた集水
井内の点検」が特別賞を、令和３年度には「改良型弾性
波探査（コンクリートトモグラフィ）によるマスコンク
リートの健全度評価」が優秀賞を受賞している。

業の要件を満たさない事業においても「公共施設等
【著者紹介】 仁平 啓介（にだいら けいすけ）
平成５年生まれ。平成28年林野庁入庁（森林・自然環境）。岩手県農林水産部森林整備課主任を経て令和３年４月より現職。
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横浜市における公園施設の予防保全型維持管理
～身近な公園から特色ある公園の持続的な維持管理に向けて～
か

しま

ゆう

鹿 島

祐＊

横浜市では約2,700箇所（延べ1,730ha）の公園を所管しており、街区公園などの身近な公園から古民家、
動物園などの特殊建築物、スタジアムなどの特殊運動施設を有する公園もある中で、安全・安心な公園利
用を継続的に担保するための取り組みを紹介する。

1．横浜市の公園と管理体制
横浜市は現在、約2,700箇所、合計面積にすると

専門性をもった職員等がそれぞれの維持管理・運営
に携わっている。

約1,730haの都市公園を所管している。公園の中に

本市では、街区公園や近隣公園などの身近な公園

は様々な施設があり、一般的な公園施設である遊具

は18区の土木事務所が管理を行っており、大規模

約10,700基、ベンチ約20,000基、水飲み約2,900基、

な公園や特殊公園では公園緑地事務所等が管理を

園内灯約15,000基や、一般建築物である便所、レ

行っている。また、有料施設のある公園や動物園、

ストハウス、管理棟などが存在している。

プールなどでは指定管理制度が導入されており、民

さらに、橋や、少数ではあるがトンネルなどの構

間事業者等による管理が行われている。

造物がある公園もある。また、野球場やテニスコー

複数の管理部署や管理形態がある中で、多種多様

ト、屋外・屋内プール等の運動施設、屋内アスレチッ

な公園施設を安全かつ効率的に管理するためには、

ク施設であるこどもログハウス、歴史的建築物であ

「継続的」に「同一の視点」で管理する仕組みと、

る古民家や西洋館、横浜動物園ズーラシア・金沢動

計画的な保全・再整備が必要である。

物園・野毛山動物園の３動物園や、東京2020オリン
ピックパラリンピックにおいて男子・女子のサッ

2．点検と維持管理

カー決勝が開催された日産スタジアム（横浜国際総

１）横浜市公園施設点検マニュアル

合競技場）のほか、ニッパツ三ツ沢球技場や横浜ス

予防保全には定期的な点検が欠かせないが、本市

タジアムなどの特殊運動施設を有する公園もあり、

では、公園の一般施設について「横浜市公園施設点
検マニュアル」を用いて以下の点検を実施している。
公園施設点検マニュアルは、平成19年度に市内
公園施設点検の種類

表−１

写真−１

本市が管理している様々な公園・施設

日常点検

日常の巡回時などに行う外観
等の目視による点検。

定期点検

各遊具や施設の異常等の有無
を調べるために定期的に行う
点 検 で、 通 常 点 検 を 年 ３ 回、
詳細点検を年１回実施。

精密点検

具 の 滑 車 等 可 動 部 の 分 解 や、
柱の腐食状況を測定機器によ
り行う検査・診断の点検。

＊横浜市 環境創造局 公園緑地部 公園緑地維持課 担当係長
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で連続して発生した遊具事故を受けて、従前のマ
ニュアルから、①確実で遺漏のない点検体制、②点
検記録の保存及び組織内での情報共有、③異常が
あった場合の措置方法と組織内での意思決定などに
配慮し、外部有識者で構成される検討委員会の提言
をふまえて遊具点検に関わる部分について大幅な改
訂を行った。その後も遊具以外の施設点検について
見直しを行いながら、都度、修正を加えて現在のマ
ニュアルに至っている。

写真−３

施設点検研修（座学の風景）

２）協働の取り組み
本市では、９割に及ぶ公園で地域のボランティア
組織である公園愛護会が結成されている。公園愛護
会は清掃活動を始め、公園内の見回りなどを行って
いただいている。公園施設に不具合があれば連絡が
あり、常日頃から公園を見ている公園愛護会の方々
は管理者にとって欠くことのできない存在である。
写真−２

平成19年度に起きた１本柱ブランコの倒壊事故

３）建築物の点検
公園内の建築物については、法令に基づく定期点

点検マニュアルには、使用される部材などの診断

検のほか、一般公共建築物の各施設において実施す

ポイント、
季節に応じた点検の視点、リスクとハザー

べき各種保全業務等について取りまとめた「維持保

ドの考え方、不具合があったときの対応方法、各遊

全の手引」や「施設管理者点検マニュアル」をもと

具等の点検ポイントや点検方法、よくある不具合箇

に点検を行い、建物の不具合の早期発見に努めると

所を写真入りで掲載しており、見る人が変わっても

ともに、小破修繕を実施し建物の長寿命化を行って

同一の視点で点検できるように作られている。また、

いる。

点検に従事する職員や指定管理者向けに毎年研修を

橋梁などの建築物については、外部委託による近

行い、点検の実施水準を確保し、安全・安心な公園

接目視点検を実施し、結果をもとに保全工事に反映

管理につなげている。

させている。古民家や西洋館などの特殊建築物は、
建物の保存マニュアルや後述の保全管理計画を策定
し、日々の管理に役立てているが、いずれの場合も業
務分野が多岐に渡るため、専門的な知識を持つ部署
や職員の横断的な連携が必要不可欠であると感じる。
４）点検結果の反映
日々の点検によって異常が発見された際には、速
やかに使用禁止など必要な措置をしているほか、点
検によって得られた結果を今後の改修工事の内容に

図−１ 横浜市公園施設点検マニュアル
各遊具の点検ポイントなどが記載されている。
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反映させている。また、確認された重大な不具合情
報は当課に集約され、必要に応じて各管理者に周知
を行い、同様の事故が起きないように努めている。

3．保全計画と改修工事

公園施設改良工事 【吉田町大谷公園】

１）保全計画
横浜市では、公園施設長寿命化計画として、公園
及び施設ごとの改修の年次計画を策定している。ま
た、古民家や西洋館、プール、スタジアム、動物園
などの特殊建築物は、劣化調査の結果を基にした個
別保全計画を策定し、個々の施設において部位ごと
の標準的な改修の周期を記しており、維持管理や改
修工事に生かしている。
２）公園施設データベースシステム
各公園の施設情報については独自のデータベース
へ記録・保管をしている。各施設情報には改修履歴
が記録でき、維持管理作業に役立てられる。

吉田町大谷公園 施工後
 社会情勢や地域ニーズの変化に対応するために、都市公園の
ストック再編の考え方を採用し、施設改良工事を実施した。
 近接する３公園を一体として、利用実態応じて機能分担
吉田町大谷公園
吉田町大谷第二公園
吉田町大日谷公園

図−３

【広場利用を中心とした公園】
【小さな子どもや高齢者の利用、休憩を中心とした公園】
【遊具利用を中心とした公園】

戸塚区の公園改修工事の事例

4．災害対応
近年激甚化する気象災害に対しても予防的な維持
管理が必要である。平成30年と令和元年に関東を

また、前述の遊具やベンチなどの総数に加えて、

直撃した大型台風では、本市公園においても大雨や

「不具合があった遊具と同様のタイプ」や「公園内

強風による倒木や土砂流出により、甚大な被害をも

にある高さ何m以上の防球フェンス」など施設を容

たらした。当時の気象状況と共に、被害の程度や特

易に抽出することできるので、事故予防等にも活用

徴をまとめ、どのような樹種が倒れやすいか、風の

している。

影響を受けやすい状況などを報告書にまとめ、同様
の被害が生じないよう今後の維持管理や公園整備に
生かす取り組みを行っている。

5．さいごに
今後は、横浜市においても郊外部から進みつつあ
る人口減少が確実視され、さらなる財政状況等への
対応が一層の課題となっている。その中でも、求め
られるニーズに対応しながら公園を市民生活に欠く
図−２

公園施設データベースの画面例

３）改修工事
本市の公園の更新周期は、公開後又は全面更新後

ことのできないインフラとして持続させていくため
には、これまで述べてきた維持・管理の効率性の向
上も重要な要素となるが、計画、整備、維持・管理、

30年を目安とし、公園内の施設等の状況や、公園

運営までを一体的に考えていくマネジメントの視点

をとりまく周辺状況に応じ、必要に応じて全面再整

を持つことが必要となるだろう。

備を行っているほか、安全規準への適合状況や施設

今回、横浜市の公園における予防保全型維持管理

点検の結果に基づき、適宜施設の改修、更新を実施

について概説したが、これらの取り組みはある時期

している。前述の保全計画やデータベースの情報を

に突然始めたものではなく、社会の要請や、市民ニー

もとに整備費用の将来推計を出し、持続的な予算確

ズを把握し実際に公園を管理する現場事務所からの

保に努めているが、今後も老朽化していく施設が増

声を取り入れながら少しずつ形にしてきたものであ

えていくことや、厳しい財政状況の中で、さらなる

る。これからも引き続き、良好な公園管理のあり方

施設の長寿命化や効果的な手法について考えていか

について模索していき、持続的で魅力的な公園づく

なければならないだろう。

りを実現していきたい。

【著者紹介】 鹿島 祐（かしま ゆう）
平成19年横浜市役所入庁（造園職）。入庁から公園の維持管理を行う現場事務所、公園のボランティア活動支援を行う部署等を経て現職。
本文中の遊具事故では、事故当時、当該公園の現場担当者として従事していた。
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特集 社会資本の戦略的な維持管理〜持続可能なインフラメンテナンス〜

下水道施設のマネジメントサイクル確立と実践
～下水道共通プラットフォームの活用～
すえ

ます

末 益

ひろ

つぐ

大 嗣＊

持続性のある下水道事業運営を行っていくためには、データとデジタル技術を徹底活用し、マネジメン
トサイクルを確立・実践していくことが必要となる。現在、国土交通省で行っている取組について紹介する。

1．はじめに

高度経済成長期以降、下水道施設の整備促進を第

下水道は、汚水処理による生活環境の改善、雨水

一に進めてきた時代から管理運営の時代へと移って

排除による浸水の防除、汚濁負荷削減による公共用

きている中で、施設の老朽化や運営体制の脆弱化等、

水域の水質保全等、住民の快適で安全・安心な生活

事業執行上の制約が増大している。そのようなこと

や環境を守る重要なライフラインとしての役割を

から、国土交通省では、平成29年８月に、「新下水

担っており、令和元年度末で下水道管路延長は約

道ビジョン～「循環のみち」の持続と進化～」（平

48万㎞、処理場数は約2,200箇所と膨大なストック

成26年７月策定）に掲げられた施策の実現を加速

を有する社会基盤となっている。このうち建設から

させるため、「新下水道ビジョン加速戦略」をとり

50年以上経過している管路は全国で約2.2万㎞（約

まとめており、その重点項目の１つにマネジメント

５％）となっている（図－１）とともに、処理開始

サイクルの確立、特に「維持管理情報を活用した新

から15年（機械・電気設備の標準耐用年数）を経

たなマネジメントサイクルの確立と実践」を掲げ、

過した下水処理場が８割を超えている。

下水道施設マネジメントの取組を進めている。

なお、下水道分野については、運転管理費を除く

下水道施設の点検・診断、修繕・改築に関する基

維持管理・更新費は、平成30年度時点で約0.8兆円、

準は一部定量的な規定はあるが、下水道管理者、受

30年後には1.3兆円（約1.5倍）になると推計して

託者、現場作業従事者の経験や判断に委ねられてい

いる。

ることが多い。また、中小都市を中心に電子化が遅
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図－１

情報の集積・分析が十分に行われていない。そのた

45
40

50年経過
約2.2万㎞

れており（図−２）、点検・調査履歴等の維持管理
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布設年度別管路管理延長（千㎞）

18

布設年度別管路管理延長
各年度末時点の管路管理延長

年度

管路施設の年度別管理延長（令和元年度末）

管路管理延長の推移（万㎞）

20

め、維持管理情報のデータベース化を進めるととも
に、データベースを起点としたマネジメントサイク
ルを確立することで、下水道管理者は、必要かつ十
分な維持修繕を行うとともに、自らの経営状況や課
題を的確に把握し、経営の健全化に効果的な方策を
選択、着実に実践することが可能となる。
そのため、国土交通省においては、「維持管理を
起点とした」マネジメントサイクルの確立と実践に
向けて、必要となるデータ項目の整理、データ形式

＊国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部 下水道事業課 事業マネジメント推進室 課長補佐
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の標準化、そして電子化促進に向けた下水道共通プ

に、「維持管理情報等を起点としたマネジメントサ

ラットフォームの構築を進めているところである。

イクルの確立に向けたガイドライン（管路施設編）

今回は、その取組について紹介する。

－2020年版－」を策定している。管理すべき具体
的な情報項目・内容を整理するとともに、効率的・
効果的なマネジメントサイクルを確立するために必
要な施設・設備情報、維持管理情報、ストックマネ
ジメント情報について、データベースシステムを活
用し効率的に蓄積できる方法や維持管理情報等の活
用手法（リスク評価による優先順位の設定や点検情
報・健全度情報の蓄積による計画への反映等）を整
理している。一方、処理場やポンプ施設については、
令和２年度にガイドラインを策定している。

図－２

下水道台帳電子化（管路施設）の状況
（令和３年１月時点）

Do
点検・調査等
の実施

2．マネジメントサイクルの確立に向けて

Check
設備評価

１）必要となるデータ項目の整理

状態及び性能診断・評価
リスク評価

持続的な下水道機能を確保するためには、将来に
わたって適切に点検・調査、修繕・改築していく必

維持管理

要がある。そのため、国土交通省では下水道施設の
適切な維持管理に向け、平成27年に下水道法を改
正し、維持修繕基準を創設するとともに、下水道施
設のマネジメントについて、
「個別最適」ではなく
「全体最適」に基づくストックマネジメント手法の
導入・実行していくこととし、平成27年11月に、
「下
水道事業のストックマネジメント実施に関するガイ

データベース
システム

Do
修繕・改築の
設計・工事

Plan
維持管理計画
の策定

Action
ストックマネジメント
基本方針
・リスク評価に基づく優先
順位の設定
・目標設定
・長期改築事業シナリオ
設定

Plan
修繕・改築計画
の策定
基本方針
・実施計画の策定

基本方針
・実施計画の策定

図－３

修繕・改築

マネジメントサイクルのイメージ

２）データ形式の標準化

ドライン」を策定している。加えて、平成28年度

下水道管路は地下に埋設されることが多く、全国

に「下水道ストックマネジメント支援制度」を創設

の下水道管理者により調製し管理・保管する下水道

し、計画策定や計画的な点検・調査、改築の支援を

台帳は、適正な管理を全うするに特に重要なカルテ

行っている。

になっている。下水道施設の管理は、下水道整備の

さらに、これから本格的な維持管理の時代を迎え

進展に伴い、膨大な施設の管理、更新・保管の労力

るにあたり、膨大なストックを適正に管理するため

が多大となったことから、施設情報をデジタル化し

に、 施 設 整 備 計 画 及 び 設 計・ 工 事 を 中 心 と し た

た下水道台帳管理システムの運用が進められてきた

PDCA（Plan-Do-Check-Action）サイクルから、

ところである。そのため、下水道台帳管理システム

維 持 管 理 及 び 診 断・ 評 価 を 中 心 と し たCAPD

構築時における、全国共通のデータ整備環境を整え

（Check-Action-Plan-Do）サイクルのマネジメン

ることを目的とし、管理すべき基本的情報及び導入

トへ転換していくことが必要（図－３）である。

のシステムの機能を定めた「下水道台帳管理システ

そのため、国土交通省においては、令和元年度に

ム標準仕様（案）・導入の手引き」を公益社団法人

管路施設を対象に、維持管理情報等を効率的かつ確

日本下水道協会が平成６年に発刊している。社会情

実に蓄積・分析し、計画策定や修繕・改築につなげ

勢の変化に伴い、その都度改定を行ってきたところ

るマネジメントサイクル確立を支援することを目的

であるが、「建設主体」から「維持管理」を主体と
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した事業へと移行しつつある中で、下水道事業の持
続性を確保するためには、「維持管理を起点とした」

つのモデル地区で実証を行っているところである。
今後は、検討委員会での議論やモデル地区による

マネジメントが求められることになったため、下水

実証成果を踏まえて、下水道共通プラットフォーム

道台帳と関連付けられた維持管理のデジタル情報が

を構築し、令和７年度までに下水道事業を行う全て

不可欠となった。そのため、令和２年９月に、公益

の地方公共団体において、管路施設に関する基本的

財団法人日本下水道協会を事務局とする「下水道台

な情報が電子化されるように取り組んで行く。

帳管理システム運用調査委員会」で検討を行い、点
検や調査結果といった維持管理情報等を追加するな

3．おわりに
下水道施設については、老朽化による維持管理・

どの改定を行っている。
３）電子化の促進−共通プラットフォームの構築−

更新費用の増大が見込まれる一方、これを管理する

下水道事業の持続性確保のため、
「維持管理を起

地方公共団体では、職員の減少に伴う技術力の低下

点とした」マネジメントサイクルの確立と実践が重

や、使用料収入の減少による経営環境の悪化などが

要な柱として位置づけて取り組んでいる。

予想されることから、予防保全的な施設管理や執行

しかしながら、電子化が遅れている地方公共団体

体制の確保、効率的な予算執行により、下水道事業

においては、下水道台帳管理システムの導入の必要

運営の持続性向上を図る必要がある。そのためには、

性は認識しているものの、システムを導入するだけ

データとデジタル技術を徹底活用し、「維持管理を

の知識や人材、体制が不足しているとの意見がある。

起点とした」マネジメントサイクルを確立し実践し

そのようなことを踏まえ、従来の方法ではなく、公

ていくことが必要である。さらには、「モノ」の視

的 な 機 関 が 構 築・ 運 営 す る 下 水 道 共 通 プ ラ ッ ト

点だけではなく、「人」・「モノ」・「カネ」を一体的

フォームによるクラウドサービスを利用していただ

に捉え、中長期の視点から下水道事業全体を最適化

く（図－４）ことで、電子化の促進を行っており、

していくアセットマネジメントの実現し、持続可能

現在、国土交通省と公益財団法人日本下水道協会に

な下水道サービスを提供していく必要がある。
各下水道管理者においては、まずは施設情報・維

おいて構築に向けて検討を進めている。
インターネット
ブラウザ
市民等

管路施設・維持管理情報

電子台帳

一般公開データ

クラウドサービス

管路施設
ＧＩＳ

現場利用

維持管理
情報
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維持管理データ

現場利用
（施設情報や前回調査結果等）

情報収集・統計分析等

登録

標準仕様データ

システム
提供企業

点検・調査結果
民間企業
（調査会社）

図－４

ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ
登録
確認・反映

地方公共
団体

業務成果
（ストマネ計画等）

に必要となる情報を確実に蓄積および管理を行って
いただきたい。次に、施設マネジメントの更なる高
度化や維持管理業務等の効率化等を図るデジタルト

地方公共
団体

データ出力

民間企業
（工事会社）

持管理情報の電子化を行うとともに、マネジメント

民間企業
（コンサル等）

下水道共通プラットフォームによる
クラウドサービスのイメージ

令和３年８月に公益財団法人日本下水道協会を事

ランスフォーメーション（DX）を進めるとともに
アセットマネジメントを実現させ、下水道事業運営
の持続性を高めつつ、サービスの向上が図られるこ
とを期待している。
国土交通省では、引き続き、下水道事業の持続性
向上に向けて、地方公共団体や関係機関と連携して
取り組んでいく。

務局とする検討委員会を設立し、下水道共通プラッ
トフォームの活用方法や必要となる機能・サービス
について検討を行っている。一方、国土交通省にお
いては、電子化促進に向けて、電子化導入による効
果や効率的な維持管理情報の入力手法について、５
【著者紹介】 末益 大嗣（すえます ひろつぐ）
昭和60年生まれ。九州大学大学院都市環境システム工学専攻卒。平成22年国土交通省に入省し、国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所、
和歌山県（出向）、国土交通省下水事業課、宮崎市（出向）、環境省（出向）を経て令和２年４月より現職。
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港湾施設の老朽化対策の取組
～実現可能なインフラメンテナンスに向け～
いち

まさ

一 政

さとる
＊

悟

インフラ老朽化の進展状況を的確に把握するとともに、損傷程度に応じた適切なタイミングで修繕を行
う「予防保全」に基づくインフラメンテナンスを取り組んでいく必要がある。持続可能なインフラメンテ
ナンスの実現には、計画的な点検診断や予防保全的な修繕を実施するとともに新技術等の導入による点検
や修繕の効率化が求められている。

1．はじめに

2．港湾局における取組

島国である我が国においては、全国に932の港湾

国土交通省では、2013年を「社会資本メンテナン

が存在し、19種類（港湾法第２条第５項）もの多

ス元年」と位置付け、国土交通省インフラ長寿命化

種多様な構造形式の港湾施設が、全国に約17万

計画（行動計画）
（以下、
「第１次行動計画」という。）

※１

存在する。これらの港湾施設は、今後急速な老朽化

を定め、この行動計画に基づき維持管理計画により

の進展が見込まれおり、岸壁を例にとると、2020

メンテナンスサイクルの構築を促進するとともに、

年時点において建設後50年以上経過した施設が約

港湾管理者への技術的支援などを実施してきた。

２割だったものが、2040年には約７割に達する

１）維持管理に係る法令等の整備

（図−１）と見込まれている。これらの施設が、そ

港湾法施行令第19条に規定される技術基準対象

の機能を将来にわたって適切に発揮できるよう持続

施設は、一般的に厳しい自然状況の下に置かれるこ

可能なインフラメンテナンスが必要である。

とから、材料の劣化、部材の損傷、基礎等の洗掘、

一方、施設を管理する港湾管理者においては、技

沈下、埋没等により、供用期間中に性能の低下が生

術者不足や財政上の制約もあり、施設の維持管理が

じることが懸念され、適切な維持管理が必要となる。

十分にできない状況が発生しており、この現状を改

2013年６月に公布された改正港湾法において、

善する方法の一つとして、管理者の負担軽減に資す

「技術基準対象施設の維持は、定期的に点検を行う

る新技術等を活用し、維持管理業務の生産性向上を

ことその他の国土交通大臣が定める方法により行わ

図ることが挙げられる。

なければならない」と規定し、「港湾の施設の技術

本稿では、新技術を活用した点検方法の効率化等
の施策について紹介する。

上の基準を定める省令」及び「技術基準対象施設の
維持に関し必要な事項を定める告示」の改正を行い、
点検診断に関する事項を定めた。2014年７月には、
「港湾の施設の点検診断ガイドライン」（以下「点

約2割

2020年

2040年
約7割

50年未満

図−１

50年以上

50年未満

検診断ガイドライン」という。）を公表し、その参
考資料として、2020年３月には「点検診断の効率
化に向けた工夫事例集（案）」、2021年３月には「港

50年以上

建設後50年以上経過する岸壁数の見通し

※国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾、地方港湾の公共岸壁数
（水深4.5m以深）
：国土交通省港湾局調べ

湾の施設の新しい点検技術 カタログ（案）」を追加
した。
次節においては、これらについて詳述する。

＊国土交通省 港湾局 技術企画課 戦略的維持管理係長
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「第２章点検診断の効率化に向けた工夫事例」「第

２）港湾の施設の点検診断ガイドライン
2014年、技術基準対象施設に必要とされる性能

３章点検診断における新技術の活用事例」からなり、

を適切に維持することを目的に、点検診断の基本的

付録として、点検診断の効率化に向けた港湾管理者

な考え方を示す「第１部総論」と、施設の種類や構

の取組み事例を紹介している。第２章では、定期の

造形式ごとに点検診断の項目、判定基準や点検診断

点検診断における労力の軽減を目的とした日常点検

にあたっての留意点等を示す「第２部実施要領」か

記録の活用や、独自の点検診断簿の作成例等につい

ら構成される
「港湾の施設の点検診断ガイドライン」

て紹介。併せて、定期の点検診断における点検費用

を策定・公表した。施設の管理者が実行可能な点検

の削減に向けた工夫事例を紹介している。第３章で

診断の方法、項目、頻度等の考え方をとりまとめた

は、ドローンによる護岸の被災調査のほか、ドローン

ものであり、その後、「港湾の施設の技術上の基準・

やナローマルチビームを活用した３次元測量（図−

同解説」の改訂を踏まえ、内容の整合を図る観点か

２）や、Web-GISを活用した点検診断結果の記録・

ら2018年に一部改訂を行った。

保存の例、点検診断の安全性向上を目指して開発さ

３）点検診断の効率化に向けた工夫事例集（案）

れたロボット等について紹介している。

点検診断ガイドラインでは新技術の活用を積極的

４）新しい点検技術の技術 カタログ（案）

に検討することが推奨される一方で、ドローン等の

2020年に閣議決定された規制改革実施計画にお

新技術による代替が可能であることが必ずしも全て

いて各インフラ施設の維持管理における新技術・

の事業者に十分に理解されておらず、港湾管理者や

データ利用促進のための環境整備として、基準を満

点検業務を受注した民間事業者が新技術の活用に二

たした技術をカタログ等に掲載し、掲載技術につい

の足を踏んでいるとの声もあったことから、新技術

て基本的に点検に採用できるものとして、その旨点

による代替が可能であることを明確にした。

検要領等に記載すると明記された。

本事例集は、技術基準対象施設の点検診断の効率
化に向けた工夫を紹介することを目的としたもので、

このことから、国土交通省港湾局では、2020年
度初めての試みとして、港湾施設の点検診断を効率

ドローンおよびナローマルチビームによる３次元測量
水中部ドローン（ROV）
水上部についてはドローンを、水中部についてはナローマルチビームを使った３次元測量

ドローンによる空中撮影

桟橋下を航行・撮影中のROV

ナローマルチビーム測深

測量結果を重ねることで、
安全で効率よく3次元の
全体形状を正確に把握
することができる。
ＲＯＶによる床板裏の画像

図−２
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工夫事例集（案）に掲載した新技術の例

的に可能とするような点検技術を公募し、応募の

進していくべき取組等をまとめた第２次「国土交通

あった点検技術について、検証を実施、当局が定め

省 イ ン フ ラ 長 寿 命 化 計 画 」（ 計 画 期 間：2021～

ついて、技術開発

2025年）（以下、「第２次行動計画」という。）を策

者から提出された内容をカタログとしてとりまとめ

定した。今後は、同計画に基づきインフラメンテナン

公表した（以下、「点検カタログ（案）」という。）。

スの取組を更に充実・深化することとしており、取組

今後も引き続き公募を実施（2021年度継続中）し、

の方向性として、新技術の普及促進等によるインフ

掲載する技術を増やすとともに、今後の技術開発の

ラメンテナンスの生産性向上の加速化を挙げている。

進展等に応じて、点検カタログ（案）に掲載した技

港湾分野においても、現場条件等により新技術等

た標準項目

※２

に対する性能値

※３

術は適宜見直す予定としている。

の活用がなじまない事業を除き、新技術等を活用す

港湾分野においては新技術の活用実績が少ないの

る補助事業等が2025年度までに100%となるよう

が現状であり、点検カタログ（案）等に掲載された

取り組むこととしており、今後、さらなる新技術の

技術の活用を一層進める必要がある。このため、貸

活用が求められている。

付国有港湾施設で国が率先して新技術を活用し、技
術検証や仕様の確認を進め、港湾管理者に示すなど
し、新技術等の活用を促していきたいと考える。

4．おわりに
今後、港湾施設の急速な老朽化が進む中、効率的
な維持管理・更新を行うためには、生産性向上に資

GNSS

する新技術等の開発、普及が必要不可欠であり、第
２次行動計画においても、新技術等の更なる導入に
よるインフラメンテナンスの生産性向上の加速化を
掲げているところである。
国と港湾管理者、開発事業者の連携がこれまで以

水中3D
スキャナー
水中３Dスキャナーを用いた点検の実証状況

写真−１

点検対象物を
ドローンを用いて空撮

上に必要となり、港湾管理者に対しては、当局によ
る施策を引続き実施するとともに、港湾等メンテ
ナンス会議等を活用しつつ、各地方整備局等と連携
し、新技術等の活用により、港湾管理者が効率的か
つ効果的に老朽化対策ができるような支援を継続し
ていく。
また、新技術の開発事業者におかれましては、港
湾分野での新技術導入を図るため、新技術の開発、
所有する技術の普及を図っていただくとともに、点
検カタログ（案）へ応募していただき、点検カタロ
グ（案）の充実にご協力願いたい。

ドローンで欠損等を撮影し、AI や三次元点群を活用

写真−２

点検カタログ（案）に掲載した技術の例

3．第２次「国土交通省インフラ長寿命化計画」
2021年６月、国土交通省では、これまでの第１
次行動計画に基づく取組状況等を踏まえ「持続可能
なインフラメンテナンス」の実現に向け、今後、推

（参考URL）
港湾の施設の新しい点検技術 カタログ（案）への応募
https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk5_
000040.html
※１ 今後、精査が必要
※２ 点検技術の諸元や性能として表示すべき標準的な項目
※３ 点検カタログ（案）において、標準項目に対する性
能を表示したもの

【著者紹介】 一政 悟（いちまさ さとる）
平成12年芝浦工業大学土木工学科卒。平成15年国土交通省北海道開発局入局後、港湾、漁港事業の工事・計画業務に従事。同省北海道局
農林水産課を経て令和2年から現職。
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水産基盤施設における維持管理
～特有の課題を有する施設に焦点を当てて～
みなみ

南

あや

彩＊

施設管理者等は、老朽化対策を行うにあたり、ストックマネジメントを導入することにより、計画的に
維持管理・更新等を実施することが求められている。水産庁では、施設の維持管理に係る指針やガイドラ
イン等を公表し、支援しているところである。本稿では、水産基盤施設特有の課題を有する施設に焦点を
当てた維持管理にかかる留意点について紹介する。

1．はじめに
漁港・漁場・漁村は、食料・資源の供給、自然環
境の保全、地域社会の形成・維持、国民の生命財産
の保全等の役割があり、水産業の基盤である漁港・
漁場の施設（以下、水産基盤施設）には、防波堤、
岸壁、荷さばき所や魚礁等、様々な施設がある。
一方、高度経済成長期前後に整備したインフラは、
現在老朽化が進行し、機能低下が懸念されている。
このため、水産庁では、施設管理者等が施設の計画
的な維持管理・更新等を実施できるよう「水産基盤

写真－１

漁港の荷さばき所

施設ストックマネジメントのためのガイドライン」
を作成し、公表している。

2．水産基盤施設特有の課題
水産基盤施設には、港湾等と同様に防波堤や岸壁
等があるほか、漁港・漁場特有の施設として、水産
物の陸揚げに必要な陸上施設や漁場の施設等がある。
海上や水中部等の直接目視や立ち入りが困難な箇所
も多数あることから、施設点検には多大な労力が必
要となっている。
本稿では、水産基盤施設のうち荷さばき所や魚礁
といった特有の課題を有する施設に焦点を当てて、
その維持管理にかかる留意点について紹介する。

写真－２

魚礁（写真は表層型浮魚礁）

3．荷さばき所の維持管理
食品衛生法が平成30年６月に改正される等近年、
水産物の品質管理の重要性が高まっている。そのた
め、水産物の陸揚げから出荷までの一連の作業を安
全かつ効率的に行う施設である荷さばき所の維持管
理にあたっては、健全性の確保だけでなく、施設の

＊水産庁 漁港漁場整備部 整備課 企画係長
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4．魚礁の維持管理
漁場の施設の一つである魚礁には、沈
設魚礁と浮魚礁がある。沈設魚礁は深い
海底に設置する一方、浮魚礁は干満帯に
位置する表層型から、水深数mから数十
mの幅に位置する中層型まであり、条件
の違いから維持管理方法が大きく異なる。
これまで、浮魚礁の点検は、表層型浮
図－１

荷さばき所の構成

魚礁では搭載している観測機器のメンテ
ナンスや浮体部の目視点検が中心となっ
ていた。中層型浮魚礁においては、流出
警報装置の点検を中心に浮体の水深が
30m程度と浅い場合には、魚探を使用
して、位置確認を行う等、可能な範囲で
実施されてきた。その際、浮魚礁の点検
要領として、1993年に刊行された「浮
魚礁保守・点検要領（MF21）」が参考

図－２

荷さばき所の特性

衛生管理が図られる機能を維持していくことも必要
である。

に使われてきたが、昨今の技術が反映さ
れていない等の課題があった。
そこで、最新の技術を導入し、浮魚礁の機能診断
を適切に行うことにより、劣化を早期に発見し、補

また、荷さばき所は図－２のような特性を持ち、

強や早期の撤去等の対応策を実施することで、未然

建築物と機械電気設備で構成されることから、各部

に流出事故等を防ぎ、回収にかかる予想外の経費負

材等で劣化の状況や要因は一様ではなく、個々の部

担を低減するため、
「浮魚礁の維持管理ガイドラ

材・設備ごとにその状況に応じて適時・適切な対策

イン」をとりまとめており、
以下に主な留意点を示す。

をとることに留意しなければならない。

１）礁体位置（流失状況の確認）

例えば、梁・天井が水産物の置かれている場所の

礁体が流失すれば、魚類の蝟集や航路標識等の機

上に位置する場合、老朽化により、鉄骨造であれば

能が発揮できないのみならず、航行船舶の支障とな

塗装の剥がれ片や錆が落下し水産物に付着・混入す

る等、海路の安全にも影響を及ぼす可能性がある。

る懸念があり、鉄筋コンクリート造であれば鉄筋の

そのため、礁体のGPSデータを解析する等、設定

爆裂等によりコンクリート片が落下し、同様の懸念

した想定範囲内に礁体が存在しているか確認する

がある。また、床の場合、水産物陳列エリアにある

（図－３）。

床は老朽化によるひび割れや窪み等があると滞水が
発生し、菌の増殖が懸念され、歩行により溜まり水
が撥ね、水産物に付着することによる衛生管理面の
問題がある。作業面ではフォークリフト等の安全な
走行に支障が発生し、運搬通路の変更や速度制限等
により作業効率が低下する恐れがあること等があげら
れる。このような場合、構造面では機能保全対策を
急ぐ必要がなくても、衛生管理面や作業面では早期
対策の実施時期に配慮することが必要な場合がある。

図－３

礁体の位置確認
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２）礁体の喫水・外板等（沈下・損傷等の状況確認）

３）係留環・係留索（損傷状況の確認）

礁体内には、様々な計測機器を搭載し、海上情報

礁体には、大きな波浪等の外力がかかるため、係

を発信している。それらの機器の保守点検が適切に

留環・係留索が破断して流出する被害が多くみられ

行えるよう、礁体内への浸水を未然に防ぐため、礁

ることから、その健全性を把握しておく必要がある。

体の沈下・傾きや外部の損傷状況等について確認す

そのため、簡易的な水中カメラやROVを用いる等、

る必要がある。そのため、船上から目視により喫水

凹み、曲がり、破損、亀裂の有無を確認する（図－７）
。

を確認し、沈下量が設定した最大喫水を超えていな
いか確認する。波による浮体の動揺があることから、
礁体の傾き・沈下は動画で記録する等して確認する
（図－４）
。また、目視、またはカメラで撮影した
画像・映像により、外板の凹み、破損、亀裂等の状況、
塗装の剥がれや発錆の有無を確認する（図－５、６）
。

図－４

外板（喫水上部）の点検
図－７ 係留環・係留索の点検
（上図：水中カメラによる係留環の点検、
下図：ROV撮影による係留索の点検）

5．おわりに
図－５

外板（喫水上部）の点検

カメラ

水産庁では、これまで、漁港管理者等が適切に維
持管理を実施していただけるよう、点検における課
題等を整理し、点検の効率化を図るべく、「水産基
盤施設の維持管理点検マニュアル」を作成し、公表
してきた。また、安全で効率的な点検を実施してい
ただけるよう、従来の陸上・海上・潜水目視調査と
新技術を活用した調査の組み合わせ・使い分けにつ
いて記載した点検指針「水産基盤施設の点検におけ
る新技術活用指針」についても作成し、公表してい
る。しかし、これまで説明したきたとおり、水産基
盤整備には特有の課題を有する施設が多くあり、現

図－６

水中カメラによる外板（喫水上部）の点検状況

時点では必ずしも網羅できていないことから、引き
続き、水産基盤施設の戦略的な維持管理を図るべく、
ガイドラインの改訂等に努めていきたい。

【著者紹介】 南 彩（みなみ あや）
平成24年高知県入庁（土木職）。砂防や地すべり事業等において積算業務や工事監督等の職務に従事。高知県土木部須崎土木事務所河川砂
防建設課、高知県土木部中央東土木事務所本山事務所工務課、高知県土木部公園下水道課を経て現職。
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特集 社会資本の戦略的な維持管理〜持続可能なインフラメンテナンス〜

道路メンテナンスの
地方公共団体支援
〜古川橋における直轄診断及び修繕代行事業〜
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道路メンテナンスに関する地方公共団体への技術支援策には「直轄診断」や「修繕代行事業」がある。
今回、吉田町の要請により昭和44年建造の単純非合成Ｈ型鋼橋の古川橋にて「直轄診断」を実施し技術的
助言を行うとともに、
「修繕代行事業」に着手した。直轄診断での技術的助言とその修繕代行事業につい
て報告する。

1．直轄診断と修繕代行事業の概要

2．古川橋の概要

直轄診断とは、「橋梁、トンネル等の道路施設に

古川橋を写真−２に、橋梁諸元を表−１に示す。

ついては、各道路管理者が責任を持って管理する」

古川橋は、昭和44年に建造され、吉田町が管理

ことが原則であるが、それでもなお、地方公共団体

しており、定期点検は平成28年度に実施され、健

の技術力等を鑑みて、判断に高度な技術力を必要と

全性は判定区分Ⅲと診断されている。

する施設について支援が必要なものに限り、国の地
方整備局、国土技術政策総合研究所、国立研究開発
法人土木研究所の職員で構成する「道路メンテナン
ス技術集団」
（写真−１）を派遣し、技術的な助言
を行うことである。
修繕代行事業は、高度な技術力を要する修繕工事
等を当該地方公共団体に代わって国土交通大臣が実
施できる制度である。

写真−２

本報告では、古川橋（静岡県榛原郡吉田町）にお
いて国土技術政策総合研究所、国立研究開発法人土
木研究所、中部道路メンテナンスセンターが実施し
た「直轄診断」と、静岡国道事務所が実施している
「修繕代行工事」について報告する。

写真−１

直轄診断

古川橋

表−１ 古川橋の諸元
項目

諸元

竣工年

昭和44年

路線名

町道古川川尻１号線

道路管理者

吉田町

交差物件

２級河川 湯日川（静岡県管理）

適用基準

昭和39年

橋長

L=54.62m

幅員

W＝6.5m

鋼道路橋設計示方書

橋梁形式

単純非合成H型鋼橋（３連）

下部構造

橋台：重力式（直接基礎）
橋脚：パイルベント（RC杭φ600）

報告会

＊ 国土交通省 中部地方整備局 中部道路メンテナンスセンター 技術課長
＊＊国土交通省 中部地方整備局 静岡国道事務所 総括保全対策官
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3．直轄診断の着目点
吉田町は、古川橋の供用を継続するにあたり、定
期点検にて写真−３に示すパイルベント橋脚に単純
桁（３連）が乗っている剛性が低い構造において各
部材にも損傷や変状が見られ、それらの補修工法検
討には高度な専門知識と技術力・総合力が必要と考
えて、国土交通省へ直轄診断が要請されたものである。
吉田町の意向とパイルベント橋脚等の特性、定期
点検結果、既存資料及び令和元年５月20日に実施

写真−４

した現地調査から、古川橋の構造安全性が確保され

支承部の損傷状況

ることを念頭において技術的助言では、以下の点に
着目した。
①剛性が低い構造であることから各部材への損傷
や変状の有無
②河川による橋脚への影響

写真−５

遊間異常（主桁同士の接触）

２）河川による橋脚への影響
河川の状態については、写真−６、７に示すよう
に、流入している河川の付け替えが行われており、
平成21年以降に合流部が橋梁に近づいたため、出
水による洗掘の影響を受けやすい状況となった。
写真−３

パイルベント橋脚の状況

4．調査の実施および結果
現地調査の結果、上部構造、支承、下部構造につ
いては変状が見られたが、主構造の断面の減少や変
形などはなかった。特に剛性が低い構造特性を踏ま
え、構造安全性について以下の点を確認した。

橋

川

古

橋

川

古

１）支承本体の割れ（主桁同士の接触）
支承については、写真−４に示すように１基に破
断を伴う損傷がみられた。
また写真−５に示すように桁の遊間異常など橋の
形状のバランスが崩れているのに併せて、支承アン
カーボルトや台座コンクリートに変状が生じ、支承
が傾斜している状態であった。

38
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写真−６ 河川状況
（昭和58年撮影）

写真−７ 河川状況
（平成21年撮影）

5．技術的助言
調査結果を踏まえた技術的な助言は次のとおり。
１）構造安全性

6．修繕代行工事
工事施工にあたっての留意点は次のとおりである。
支承交換時における上部構造のジャッキアップに

桁の挙動を計測した結果からは、単純桁橋である

おいて、下部構造への反力の持たせ方、持たせる反

にも関わらず、連続桁のような動きをすることが裏

力の大きさ及び支点位置が変わることによる下部構

付けられ、その挙動は許容できる範囲内であったこ

造の傾斜、沈下等に対して留意することが必要であ

とから、これ以上の支承の圧壊や応力状態の悪化を

り、その対策として、支承交換時は橋脚の梁を跨ぐ

招かないように措置するのがよい。

ようにブラケットを設置し、隣接桁にも反力を受け

本橋梁はパイルベント橋脚であり、剛性が低いこ

持たせ、遊間異常が生じた主桁に過度な軸力が生じ

とや、桁かかり長が小さいこと、パイルベントは偏

ないよう、死荷重反力相当の支持力で同時にジャッ

心荷重を受けるとせん断強度がコンクリート杭に比

キアップすることで偏心を避けた仮受け構造にて行

べて小さく脆性的なことを考慮するとともに、地震

うことなどの施工上の配慮が必要となる（図−１）。

時には変位が出やすく、出水時には洗掘に進展する
リスクを考慮して、措置方法を検討するのがよい。
地震や出水による下部構造の変位に対して上部構
造ができるだけ脱落しにくく、下部構造の形状の変
化に対して上部構造を鈍感にするという観点で措置
方法を検討するのがよい。
２）耐久性
古川橋は全般的に風通しが良い等、腐食に関して
は良好な環境であるため、状態の急激な変化は想定
されないが、今後の維持管理計画に応じて、長寿命
化のために防食機能の回復を考えるとよい。

図−１

支承交換（イメージ）

これらを踏まえ吉田町では、支承交換や主桁の連
続化の施工にあたり、助言にある留意点を受けての

上部構造のH型鋼桁には亀裂がなく圧延加工によ

応力状態や施工段階の変位を管理しながらの施工は

り製造されるため溶接部がないことから、亀裂の発

困難との判断から、令和２年11月に中部地方整備

生リスクは小さく、形状が単純で死角も少ないこと

局に修繕代行事業の要請がされ、平成25年度に一

から、点検支援機器等を活用し定期点検要領を満足

部改正された道路法に基づき、修繕代行を行うこと

する品質を確保しつつ状態把握の作業を省力化でき

となった。

る可能性が高い。
３）その他

7．今後について

構造特性（単純橋かつパイルベント橋脚）や、洗

修繕代行による工事においては、技術的助言を踏

掘にも発展しそうな部分的な河床の低下などを踏ま

まえ、地震や出水等の突発的な落橋リスクを減らす

え、異常時点検又は監視の実施項目と方法、措置方

ため、主桁連結を実施するとともに、維持管理面に

針について検討を行うのがよい。

おいても異常の早期発見のための監視方法や、単純

異常時点検又は監視の実施項目と方法が省力化で

な構造形状・溶接が少ない部材であることから点検

きると考えられ、構造安全性に対する措置を検討す

支援機器等の活用による定期点検方法の省力化につ

るときには、同時に考慮するとよい。

いての提案を行っていく予定である。

【著者紹介】
大久保 博之（おおくぼ ひろゆき）
昭和37年生まれ。名城大学理工学部土木工学科卒。国土交通省中部地方整備局企画部技術管理課係長、静岡国道事務所建設監督官、名古
屋国道事務所豊田維持出張所長等を経て現職。
加藤 隆雄（かとう たかお）
昭和41年生まれ。日本大学理工学部土木工学科卒。国土交通省中部地方整備局沼津河川国道事務所建設監督官、土木研究所構造物メンテ
ナンス研究センター主任研究員、中部地方整備局中部道路メンテナンスセンター技術課長等を経て現職。
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上徳不徳

全建会員として知っておきたい
家康の江戸建設
おお

一般社団法人 全日本建設技術協会 会長

ひさ

かず

久 和

今日の大東京は徳川家康の江戸建設にルーツ

預かるにふさわしい都市を造り上げたからであ

を持っていることは常識なのだが、なぜ家康が

るが、一面にとどまるのは「家康（秀吉も）は

江戸という場所を受け入れたのかや、江戸をど

江戸の位置的な重要性を知っていた」のだとい

のような手順で整備していったのかなどについ

うものである。

て謎であったり、十分に知られていないことが
多くある。

江戸という名称は、歴史的には地名として登
場したのが初出なのではなく、人名として表れ

これを少し復習して、今日の建設人の参考に

たのが最初だという。頼朝が伊豆での挙兵に失

紹介したい。なお、本稿は鈴木理生氏の「江戸

敗し、三浦半島から海上経由で房総半島に逃れ

はこうして造られた」（ちくま学芸文庫・2000

た後、京攻めのために関東武士の支援を得て隅

年１月）を参考にしている。本書は江戸建設に

田川（利根川）に到着したとき、初めは頼朝に

ついて類書に見られない知見に満ちており、興

反旗を翻していた江戸太郎重長が仲間の説得に

味のある方には是非一読をお薦めしたい。

より頼朝に与力することとなった。ここに「江

今日、常識のように流布している説明では、
小田原攻めの際に家康は秀吉から「北条滅亡の

戸」という名称が個人名としてだが初めて歴史
書に表れたのである。

後には北条支配の関東を与えるが、旧領は召し

この時、頼朝は重長に対して「江戸太郎八ヵ

上げる」と告げられ、天下人の命令には従わざ

国の大福長者」と呼んだというのである。これ

るを得ず、泣く泣く荒涼たる低平地の江戸を受

は武家に対する形容ではない。もちろん武家の

け入れたということになっている。

要素もあったのだろうが、大福長者とは商人に

これは、今日では神君家康の権威を高めるた

対する呼称だ。

めに江戸時代に流布した幕府側の宣伝の意味が

それはなぜなのか。重長は江戸前島（現在の

大きいと言われている。荒れ地の江戸を整備し

銀座や日本橋を含む地域）を支配していたのだ

た天才家康の子孫が幕府を率いているのだから、

が、その実態は武家でもあるが大商人というも

政治を任せても大丈夫なのだと武家や庶民に思

のであった。というのも、当時のこの付近で栄

わせる創作話だというのである。

えていた港は、歴史書にも多くの船舶が寄港し

これが一面の真理だというのは、江戸の開発
のために家康は実に見事な手順と手法で天下を

40

いし

大 石
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て繁栄していたとの記録がある浅草と目黒川河
口の品川、そして江戸前島であったからである。

この時代には関東は、現在の和歌山、三重、

最初の事業は江戸城での塩の確保であった。

愛知方面と海岸伝いの舟運で結ばれており、こ

利根川（今の江戸川）の河口に行徳があり、そ

れらの港が重要な役割を果たしていたというの

こは利根川舟運を利用した燃料確保が可能であ

だ。その証拠として鈴木氏があげているのが関

ることから大製塩地となっていた。そのため、

東一円に広がる紀州ルーツの熊野神社信仰であ

江戸城から江戸前島を横切る形で道三堀を整備

り、時代が室町時代に下がって来ると三重の伊

し、それに続いて古利根川（中川）までを海岸

勢信仰となることである。

に沿って小名木川を通し、更にその先を行徳ま

そして重要なのは、江戸前島が鎌倉円覚寺の

で新川を造ったのある。

所領であったことである。円覚寺の所領は全国

これで安定的な塩の確保を図ったのだが、こ

的に河川の合流部や河口部、海岸の沖積地に分

れらの内陸河川はやがて廻船時代になると、
「内

布し、内陸でも交通の要衝を占めていたことが

川廻し」という海の状況に左右されずに安定し

わかっている。最古の円覚寺領である尾張国富

た物流ルートとなる重要な水路となった。

田荘は、庄内川河口の沖積地と自然堤防のある

江戸が道灌時代後の北条氏時代に八王子城以

地域である。こうした武家支配外の寺領地や神

下の支城レベルに置かれたのは、飲料水の確保

社領地に市場が成立して、商品の流通や商業を

が難しかったからであった。次の課題は水資源

活性化させる機能を担ったのだった。武家支配

の確保だった。そこで城廻の小河川をダムで堰

地の間に寺社の所領が確保されたのも、市場を

き止めて現在の千鳥ヶ淵、牛ヶ淵を造ったのだ。

設ける場所が必要であったためだった。

しかし、なお不足する上水の需要を満たすた

尾張地方をルーツに持つ家康は、富田荘の繁

め、神田上水を用意して神田川から取水するこ

栄を通じて同じ円覚寺領であった江戸前島の位

ととした。潮の干満の影響がなくなる上流地点

置的な重要性を理解していたと考えられる。な

からの取水が必要で、それは現在の地名では文

ぜなら、天下人となってからも家康は江戸から

京区の関口であった（もとは堰口、ただし諸説

離れようとしなかったからである。江戸の本格

あり・玉川上水整備はこの約60年後）
。

整備は家康の天下人以降のことなのだ。

モーターもポンプもなかった時代には自然勾

江戸は日本人が初めて臨海低地に意識的・組

配を利用するしかなく、堰口でも水位を上昇さ

織的に都市を造った場所であり、また大規模な

せて取水し流下させたのだが、その給水勾配は

埋め立てを行って市街地域を造成した街であっ

約1.51パーミルだというのだから、当時の測

た。その整備は①家康の江戸入りから幕府を開

量と施工の技術力の高さに驚くのである。

くまで、②それに続く豊臣家滅亡まで、③幕藩

こ う し た 準 備 を 整 え て、 時 代 は い よ い よ

体制確立後と大きく三段階に分かれる。家康の

1603年の家康の征夷大将軍就任以降の「江戸

すごいところは、初めから大風呂敷的な大開発

の天下普請」の時代を迎え、本格的な都市整備、

を行ったのではなく、段階的に少しずつ、それ

関東平野の改造が始まるのであった。

もまったく正しい手順で江戸を造り上げて行っ
たことである。
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特 別 寄 稿

英国の国家インフラ戦略
か

一般社団法人 建設コンサルタンツ協会 インフラ研究所 副所長（参与・企画部長）

1．はじめに
建設コンサルツ協会インフラストラクチャー研究

みのる

実

・民間企業との共同出資のために新たな国家イン
フラ銀行を創設する。

所では、2020年11月に発表された英国の国家イン

・環 境に関する10項目のアジェンダを進めて、

フラ戦略（National Infrastructure Strategy）全

エネルギー、脱炭素化、クリーンな経済成長に

文97ページを、翻訳ソフトを活用して翻訳し、協

関する野心的な取り組みにより、2050年のネッ

会HP（https://www.jcca.or.jp/）に掲載

ト・ゼロ排出を期す。

しており、印刷版も作っています。コロナ

・ギガビット対応の大規模ブロードバンド事業を

禍（COVID-19）のパンデミック後を見つめ、復

進めて、これまで放置されていた町を、より安

興を意図した、英国の国家インフラ戦略は、今後の

価な不動産、より快適なライフスタイル、優れ

日本のインフラ整備の戦略あるいは政策に参考とな

たインターネット接続により、在宅ワークの拠

るところが多いとの思いから取り組んだものです。

点になるようにする。

2．国家インフラ戦略
目次は、以下の通りです。
序文（より公正に・より速く・より環境に優し

・PFI/PF2（民間資金等活用事業）を英国政府は、
2018年に既に今後の新規事業で採用しないこ
とにしており、現政府もその方針を継承する。
・洪水高潮対策に関してNature based Solutions

く）
、ボリス・ジョンソン首相

（自然の営みを活かした解決策）で、氾濫原の

要旨

再生をすすめる。

はじめに

・英国政府全体の能力を高めるための取り組みに

１章 復興と経済再建

注力し、SRO（Senior Responsible Owner：

２章 英国全体のレベルアップ

高官級責任者）の改革を進める。

３章 経済の脱炭素化と気候変動への適応
４章 インフラへの民間投資を支援
５章 インフラ整備の迅速化と改善
６章 結論と次のステップ

3．特徴的な提言
・ビ ーチング・カット（Beeching cut：不採算
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もと

加 本

ことなどが書かれています。

4．国全体のレベルアップとインフラ整備に
ついて述べた箇所
２章からの抜粋で、以下に引用します。
英国政府のビジョンは、英国全体をレベルアップ
し、スコットランド、ウェールズ、北アイルランド、

路線廃止や存続路線小駅の廃止等）で失われた

イングランドの間でより強固な結束を実現すること

鉄道サービスの多くを復元する。

です。英国のすべての地域と国の成長は、経済成長

・地元の道路に資金投入し、ロンドンをモデルに、

と生産性を高めるだけでなく、より強く・より公平

再び全国のバスや自転車を改善するために追加

で・より包摂的な社会を作るためにも不可欠です。

資金を提供する。

機会と才能が均等に行き渡るような偉大な国は、優
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れたインフラに依存しています。技能、地域のリー
ダーシップ、ビジネス環境も重要な要素ですが、イ
ンフラは地域間の格差を解消する上で重要な役割を
果たします。より良いインフラ・ネットワークは、
人々を物理的にもデジタル的にも機会に結びつける
ことで、経済的・社会的成果に変革をもたらします。
英国の一部の地域は、優れたインフラのおかげで、
住みやすく、働きやすく、ビジネスに適した場所と
して世界をリードしています。
政府は、このような地域での経験を活かし、英国
全体を統合し、レベルアップさせる新しいインフラ
の枠組みを構築します。
第一に、市民、コミュニティ、企業が、デジタル
革命の次のステージへとつながり、整備された地域
道路で地元コミュニティを移動できるようにするこ
とで、取り残されることのないようにします。また、
人々の生活に欠かせない日常的な機能も改善してい
きます。高速で環境に優しいバスは通勤時間を大幅
に改善し、高品質でよく統合された自転車用インフ
ラは人々の乗り方に変化をもたらします。
第二に、英国のバランスを取り戻すには、最も必
要としている都市や町を強化することが重要です。
都市は、世界中で成功している地域の頼みの綱であ
り、成長のエンジンです。
英国のすべての地域で経済成長を促進するために、
政府は都市の成長に投資しています。
しかし、英国の人口の半分以上は町に住んでおり、
その多くは数十年にわたって経済的・社会的衰退に
苦しんでいます。政府は、インフラに投資して町を

貿易と投資を支援することが必要です。政府は、国
際貨物や航空のインフラを改善するために、民間企
業の投資を支援しています。
最後に、このためには、投資や政策の決定方法を
変えるなど、これまでとは異なる方法をとる必要が
あります。これは、意思決定がホワイトホール※１
だけで行われるのではなく、この国の多様性を反映
し、地域やリーダーに権限を与えるだけでなく、必
要に応じて英国全体のための意思決定をできるよう
にすることを意味します。グリーン・ブック※２ の
ような意思決定の枠組みにも、政府のレベルアップ
の課題を反映させることが不可欠です。

5．おわりに
この「英国の国家インフラ戦略」では、コロナ禍
後の英国の復興と経済回復のためにここに紹介した
以上の、多くの貴重な提言が述べられています。そ
の概念や方向性など、わが国においても参考となる
ところが多く、何かと地盤沈下の感を抱かざるを得
ない現状から、底力のある強い日本への復活に少し
でも役立ちたい、との思いから、翻訳に取り組んだ
もので、各方面で参照いただければ幸いです。
※１：ホ ワイトホール：英国の中央省庁や政府機関が数多
く立ち並んでおり、英国政府の中枢として認識され
ている。
※２：グ リーン・ブック：政策・プログラム・プロジェク
トの審査方法について英国財務省が発行しているガ
イダンスで、実施前・実施中・実施後のモニタリン
グや審査等についても書かれている。数量化・貨幣
化できにくい価値を取り入れるなど、2020年に改定
された。地域創生に直結する、「場所に基づく分析」
の項もある。

活性化し、町の経済再生を推進します。
第三に、政府は地域をつなぎ、英国全体をまとめ
るインフラ・ネットワークを構築します。国を平準
化して統合するためには、英国内の各都市も相互に
アクセス可能でなければならず、地域を越えた貿易
を支援し、南から北、東から西、そして再び南へと
成長を広げることができます。政府は、全国の交通
機関に投資し、投資の軸足をロンドンから遠ざけ、す
べての地域が優れた接続性を持つようにしています。
第四に、世界的な貿易国としての英国の地位を維
持するためには、英国と国際的なパートナーを結ぶ
インフラが必要であり、企業を貴重な市場につなげ、

＜参考文献＞
・National Infrastructure Strategy
（国家インフラ戦略）原文
https://www.gov.uk/government/
publications/national-infrastructure-strateg
・Green Book 2020（グリーン・ブック2020）原文
https://www.gov.uk/government/
publications/the-green-book-appraisaland-evaluation-in-central-governent
・木下誠也 コロナ禍での英国インフラ戦略、月刊「建
設」2021年２月
・木下誠也 英国のインフラ部門におけるカーボンニュー
トラルの取り組み、月刊「建設」2021年12月

【著者紹介】 加本 実（かもと みのる）
昭和32年生まれ。京都大学大学院土木工学専攻修士課程修了。建設省入省後、新潟県、河川局河川計画課、滋賀県河港課、メコン河委員会、
フィリピンDPWH、土木研究所ICHARM、国土交通大学校等。全日本建設技術協会を経て、現職。
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2020年12月号より「学ぶ・つなぐ・広げる」を連載しています。インフラの整備・管理を通じて社会に貢献するという重要な
使命を果たすため、全国の建設技術関係者は、連携・交流を図りつつ、自らの技術力を向上させ、成長していく努力を積み重ね
ています。本コーナーでは、各地で進められている様々な取組を紹介していきます。

学ぶ・つなぐ・広げる

「技術は人なり」 人材育成の取り組み
〜令和２年度 静岡県交通基盤部技術発表会〜

さい

とう

齊 藤
1．はじめに

ひで

たか

秀 孝＊

のものになっている。

静岡県では、技術研鑽の場として、土木技術職員

２）技術発表会の体制

の技術力向上や人材育成を目的に、交通基盤部技術

技術発表会には、土木事務所等を中心とした各出

発表会を開催している。

先機関技術発表会と、交通基盤部全体の技術発表会

当発表会は、全日本建設技術協会の御協力を頂き、

があり、それぞれを毎年１回程度開催している。

静岡県建設技術協会との共催により、毎年実施して

部全体の発表会は、交通基盤部の各出先機関（土

いる。

木事務所等）で開催される技術発表会において、優

本稿では、令和２年度に開催した発表事例を紹介

秀な成績を収めた職員（最優秀賞受賞者）が出場す

し、今後の課題と取り組みについて述べる。

ることになっている。
国土交通省中部地方整備局管内事業研究発表会

2．静岡県交通基盤部技術発表会の概要

最優秀賞

１）実施の目的

静岡県交通基盤部技術発表会

当発表会は、平成16年度から毎年行われて

･･･

おり、令和２年度で17回目となった。
新たな業務が年々増加する中にあって、コス
ト縮減や業務改善の視点で、また事業調査・計
画段階から工事・維持管理にいたるまで、様々

最優秀賞
最優秀賞

最優秀賞

各出先機関

技術発表会

に工夫した取り組みを現場サイドから広く発信

最優秀賞

各出先機関
技術発表会

図−１

最優秀賞

各出先機関

技術発表会

各出先機関
技術発表会

最優秀賞

各出先機関

技術発表会

･･･

静岡県交通基盤部技術発表会の構成

する場として、また、コスト縮減に関する理解・意
識啓発、及び職員の技術研鑚の場とするために実施
している。

審査員は、部の幹部職員５名及び外部関係者とし

また、
同時に発表する担当者にとっては、アカウン

て㈱建通新聞社静岡支社長の計６名で構成している。

タビリティにおけるプレゼンテーション力の向上や、

すべての発表が完了した後に、各審査員は以下の

分かりやすい資料作成などの技術力向上を図るため
＊静岡県 交通基盤部 建設技術監理センター 技術支援第１班長
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３）発表の審査
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審査項目と配点により、審査・採点し順位をつけ、

トータルで得点の多い者から順に最優秀賞１名と優

１）開催日

秀賞２名を決める。

２）参加者数

【審査項目と基準（50点満点）】

３）参加対象者

項目Ⅰ：現状の把握（10点）
基

準：発 表題材における問題点や課題に係る

会員、（一社）静岡県建設コンサルタンツ協会会員、

ているか。

県地質調査業協会会員ほか
４）発表項目

準：把握した現状を分析し、
改善が必要な点や、

発表は、交通基盤部の出先機関毎に開催された技

特に重要な点などを鋭く見抜いているか。

術発表会において、優秀な成績を収めた発表者を選
出し９題の発表を実施した。

準：発表で述べられた手法や取組は、独自の

また、外部からの特別講演として、岩手県職員を

内容であるとともに、他の現場等での応

講演者としてお招きし、東日本大震災における復旧

用、実践が想定されるものであるか。

事業に関する特別講演を行い、参加者の技術研鑽に

項目Ⅳ：表現力/発表資料（10点）
基

静岡県土木技術職員、（一社）静岡県建設業協会
（一社）静岡県測量設計業協会会員、（一社）静岡

項目Ⅲ：独自性・有用性（10点）
基

つなげた。

準：発表資料は、要点を抑え、見やすく、分

さらに、農業土木等の他部局との技術交流を図る

かりやすく、興味を引き付けるものであ

ため、経済産業部農地局の職員による特別発表を実

り、発表者の説明と合致しているか。

施した。

項目Ⅴ：表現力/発表者（10点）
基

約250名

データ・事例などを的確に把握・収集し
項目Ⅱ：着眼点・洞察力（10点）
基

令和２年11月17日（火）

表−１

準：的確に時間配分をした上で、しゃべり方

令和２年度交通基盤部技術発表会次第
題

目

発表者

や言葉使いが聞き取りやすく、身振り、

太平洋岸自転車道の走行環境整備
袋井土木事務所
①
～誰もが迷わず安心で快適に～ 企画検査課

手振りといった姿勢も適切で、分かりや

② 浚渫土の有効利用について

すく説明できているか。

田子の浦港管理事務所
整備課

③ withコロナ時代の現場見学会

島田土木事務所
工事第１課

４）技術力向上に資する発表や講演
さらに、選出された職員による発表のほか、他の
部局において優秀賞を受賞した職員の発表や、国や
民間事業者、有識者等に依頼し、時宜を得たテーマ

④

ICTによるサービス向上
清水港管理局
～みなとコンシェルジュへの道～ 企画整備課

美しいものはより美しく、そうでないものはそ 熱海土木事務所
⑤ れなりに
企画検査課
～事業効果が伝わる写真の撮り方～ 維持調査課
⑥

明治から令和へつながる想い
下田土木事務所
～100年の歴史と技術を継ぐために～ 維持管理課

⑦

ICTを活用した災害メカニズムの可視化
富士土木事務所
～木を見て森を見ず
工事課
災害復旧からはじまる「建設DX」～

省中部地方整備局管内事業研究発表会に参加させて

⑧

浜松土木事務所
ICTを活用した事故リスク低減の取り組み
～(主)豊橋湖西線の事例～ 都市計画課

頂き、より大きな舞台で発表することで職員自身の

(主)熱海箱根峠線災害復旧における仮設信
沼津土木事務所
⑨ 号機の活用
工事第２課
～限られた人材で早期供用開始を実現～

による発表や講演も行っている。
５）国土交通省事業研究発表会への参画
最優秀賞を受賞した発表者は、次年度の国土交通

スキルアップを図る。

3．令和２年度における開催状況
令和２年度は、コロナ感染防止対策を講じた集合
形式に加え、１部の発表についてはWebによるリ
モート視聴を併用して開催した。

特別講演①
岩手県
平成23年3月11日東日本大震災における道 県土整備部
路啓開の対応状況について
砂防災害課
特別講演②
東日本大震災の復旧復興工事について
～大槌川・小鎚川水門防潮堤工事～

岩手県
沿岸広域振興局土木部
復興まちづくり課

特別発表
中遠農林事務所
農道整備事業における軟弱地盤対策工法の
農地整備課
選定
伊達方公文名３期地区の実例
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学ぶ・つなぐ・広げる

写真－１

発表会の状況（Web配信画面）

５）発表内容
発表内容は、職員が日頃従事する業務を題材とし
て採り上げているものがほとんどである。
どのようなテーマを選ぶかというところも、発表
者の個性であり、敢えて統一したテーマを決めずに
自由に発表できることを基本としている。
この中で最優秀賞を受賞した発表（発表名：
「ICT
を活用した災害メカニズムの可視化〜木を見て森を

写真－２

２）視聴者等からの感想
・他事務所の様々な取り組みを知ることができた。
・若手の発表に加え、熟練職員の発表を採り入れ
てほしい。
・若手育成のためにも、発表会に参画できるゆと
りと時間がほしい。

5．おわりに

見ず 災害復旧からはじまる「建設DX」〜、発表者：

住民ニーズの多様化への対応等、土木技術職員が

平井 良房氏、現職：静岡県 交通基盤部 道路保全課

担う業務が増加し、現場において自らの技術力を研

主査）は、令和３年度の国土交通省中部地方整備局

鑽する機会が減少していることから、経験や情報を

管内事業研究発表会に参加し、審査員特別賞を頂く

共有できる本技術発表会の取り組みは、有効な人材

ことができた。

育成のための手段であると考えている。

4．発表者・視聴者等の感想

今後は、コロナ禍によるリモートワークの普及や
生産性向上に向けた建設DXの進展など、変化し始

発表者や視聴者等から寄せられた感想を紹介する。

めている働き方にも対応できる技術職員を育成して

技術力向上に対して有効であるという意見が多い

いけるよう、開催方法や発表内容等を工夫し、改善

が、その反面として通常業務の忙しい中で苦労した
という意見も少なくなかった。
１）発表者からの感想
・プレゼンテーション能力を高めることができた。

していきたい。
最後に、本県の技術発表会の発展に多大なるご協
力をいただいている全日本建設技術協会に、改めて
この場を借り御礼を申し上げたい。

・日頃の業務に対し、新たな気づきを得ることが
できた。
・事務所代表者として使命感をもって発表するこ
とが、自身の技術研鑽につながった。
・業務の多忙な時期と重なり、資料作りのための
時間が少なく苦労した。

【著者紹介】 齊藤 秀孝（さいとう ひでたか）
平成２年静岡県庁入庁（土木職）。平成29年袋井土木事務所掛川支所副班長を経て令和３年より現職。
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2021年９月号より「災害発生！そのとき」を連載しています。地震、洪水、土砂災害など大規模災害への備えに役立つよう災
害発生時の初動対応や災害発生直後の被害状況把握、住民対応、応急復旧、被災地支援に携わった職員の経験、知見、教訓等を
掲載していきます。

災害発生！そのとき

平成29年７月九州北部豪雨の経験
たかやま

せいいちろう

髙山
1．はじめに

精一郎＊

2．災害の概要

平成29年７月５日に、私が所属していた福岡県

九州北部地方では、平成29年７月５日から６日

朝倉県土整備事務所管内の朝倉市、東峰村を中心に

にかけて対馬海峡付近に停滞した梅雨前線により、

記録的な大雨が降った。私はこれまでに災害査定の

猛烈な雨が降り続いた。特に福岡県筑後北部から大

申請は数多く経験していたが、この平成29年九州

分県北西部にかけては、「線状降水帯」が形成され、

北部豪雨による災害は、これまで経験したことのな

福岡県朝倉市、東峰村及び大分県日田市を中心に記

い被害の状況であった。

録的な豪雨となり、５日17時51分には九州で初め

当時は道路課に所属していたが、前年まで河川砂
防課に所属していたこともあり、７月５日の大雨の
際には筑後川水系荷原川の状況確認（写真−１）を
行っていた。この時は、荷原川流域だけがこのよう

て「大雨特別警報」が発表された。
福岡県
朝倉市･東峰村

7月5日 12:00 〜 21:00
【最大9時間雨量(mm)】

朝倉市黒川
（ 北 小 路北九州
公民館観測所）
9時間で774mmを記録

な大雨に見舞われたと思っていたが、事務所に戻っ
た時にその他の場所でも甚大な被害が発生していた
ことを知った。
この記録的大雨が降った日から８月末までの間、
道路災害の初動調査に携わっていたが、その時に実

福岡

施したことの一部を紹介したい。
朝倉市

図－１

東峰村

降雨の状況

朝倉市黒川の観測所（図−２：北小路公民館観測
所）ではわずか９時間で774㎜の降水量を観測し、
朝倉市の７月の月間雨量の２倍を超えるものとなった。
筑後川右岸の支川においては、堤防の決壊や溢水
写真－１

被災直後の筑後川水系荷原川

により、多くの家屋が浸水被害を受けた。山間部で

＊福岡県 県土整備部 河川管理課 維持係長
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は、多数の土砂災害が発生し、流出した大量の土砂

5．道路被害の初動調査

による河道埋塞と流木による河道閉塞により被害が

１）被災直後の調査
被災直後、朝倉県土整備事務所の職員は道路啓開

さらに大きくなった。

朝倉市黒川（北小路公民館観測所）
9時間で774mmを記録
（平年の7月の月間雨量の約2倍）

や各種視察に対応する必要があった。そのため、道
路の被災状況の初動調査は「災害時の初動対応職員
派遣制度」により派遣された職員が主体で行った。
また、車両の通行ができない区間については、徒
歩により調査を実施した。
初動の応援派遣職員は災害対応の経験がある職員
で構成されており、他県の大規模災害への派遣経験
のある職員や県内の大規模災害を経験した職員もい

朝倉市の平年の7 月の
月間雨量354.1mm ▼

た。私たち事務所の職員は、その経験によるアドバ
イスをもらいながら、一緒に調査を進めていった。
２）調査のとりまとめ
被災箇所の概要を把握するため、調査箇所を道路
台帳上に整理することを行った。被災箇所が膨大で

図－２ 朝倉市黒川の観測所
（北小路公民館観測所）

3．災害発生後の体制
福岡県県土整備部では、大規模災害が発生し、そ
の被災箇所を管轄する県土整備事務所等において被

あり、その把握のために地道に作業を進めていく必
要があった。路線ごとの調査結果を基に、とりまと
めの際に必要な復旧延長、工種、概算金額、応急工
事の実施の有無、用地取得の必要性の有無などの情
報を可能な範囲で道路台帳上に記入し、写真を添付
して整理していった。

災事務所単独では対応ができない場合に備え、県土

また、被災箇所の管理にも工夫が必要であった。

整備部内での応援を円滑に行うために初動対応や災

通常の災害であれば、地名などを目印に被災箇所の

害査定支援を行う応援職員をあらかじめ定めている。

管理をしていたが、被災箇所が連続していたため、

被災を受けた翌日から、県土整備部の技術職員が

地名などでの管理では被災箇所の特定が難しい状況

交代で朝倉県土整備事務所に派遣され、朝倉県土整

であった。そのため、被災箇所の特定のために道路

備事務所の職員とともに被害状況調査などにあたった。

台帳のページ数に枝番号を振って被災箇所の管理を

その後、災害復旧事業を集中的・効率的に実施す

行い、台帳における検索も容易になるように工夫した。

るため、平成29年９月、朝倉県土整備事務所に災

このような作業を地道に行ったことにより、被害

害事業センター（５課７係53名）が設置されるこ

報告のための被害箇所表の作成など、後の作業を少

ととなる。

しでも軽減できる資料になったと思っている。
甘木吉井線（図面番号２９）

4．被災後の道路の状況
被災直後、県管理の国道、県道は、国道211号、
国道386号、八女香春線など約173㎞が通行止めと
なる状況であった。
道路啓開により、１週間後には117㎞（約78%）
が通行可能、１ヶ月後には164㎞（約95%）が通行
可能となった。
図－３

48

月刊「建設」22-02

調査結果のとりまとめ資料

災害発生！そのとき

6．査定申請に向けての課題

のように考えたら良いか、元の地形が分からないた

１）埋塞により調査ができない施設

め、どのように設計を進めたら良いかなど課題がい

査定申請の前には、被災箇所や概算復旧金額を把

くつもあった（写真−２）。

握し、被害報告を行わなければならない。調査を行

そのような課題に対し、応援派遣の職員と一緒に

う中で、大量の土砂による埋塞で元の施設の状況が

対応方針を協議し、解決方法を見出していった。そ

確認できない場合があった。

の解決方法を共有するために、問題点と対応方針案

中でも、土砂により埋没している橋梁が数か所

をまとめた資料（図−４）を作成した。

あったが、橋が被災しているのか、流出しているの

初動調査から査定設計を行う段階に入っていき、

か、健全なのか全く分からない状況であり、対応に

応援派遣の職員も交代していく中、このような資料

苦慮していた。その状況を県庁に伝え対応を協議し

を作成することで、新しく来た派遣職員への対応方

たが、被害報告は全損で報告し、査定時には適切に

針の周知が容易にできた。また、新たな問題点が出

調査（土砂を撤去し被災を確認）したうえで査定を

てきたときには、皆で方針を検討し、問題点と解決

受けること、との指示であった。

策を資料に追加していった。

この橋梁が埋塞した箇所は、被災した橋梁に至る
までの道路の被害も甚大で、道路啓開が直ちに進む

地道に方針案を取りまとめることによって、後の作
業を少しでも軽減できたのではないかと思っている。

見込みがない状況であった。このような状況では、
土砂撤去して橋梁の被害状況を確認することはすぐ
には出来ないため、被災していたとしても査定の申
請は間に合わないかもしれないと考えていた。
結局、８月末までに埋塞した橋梁までの道路啓開
はできていなかったため、被災の確認ができない状
態のまま新たに設置された災害事業センターに引き

※問題点

継ぐこととなった。
その後、埋塞が著しい施設を「全損」扱いとみな
す全国初の制度適用（平成29年10月31日発表）の
措置が行われた。
２）様々な被災状況に対する対応方針の整理
被災の状況が、通常の被災ではないような状況が
多くあり、様々な問題に直面していた。復旧長はど

※対応方針案

図−４

問題点と対応方針案の資料

7．おわりに
平成29年九州北部豪雨以降も、福岡県では毎年
大雨特別警報が発表され、大雨による被害を受けて
いる。今後も、いつ起こるか分からない大規模災害
に対する備えが必要であると感じている。
平成29年の災害発生から４年余りが経過してい

河川

るが、朝倉県土整備事務所管内においては、まだ災
害復旧の途上にある。一日も早い被災地の復旧・復

山林

写真−２

興を祈念する。

被災直後の一級河川黒川と県道甘木吉井線

【著者紹介】 髙山 精一郎（たかやま せいいちろう）
平成13年福岡県入庁（土木職）。河川、砂防、道路、ダム建設の職務に従事。平成25～26年朝倉県土整備事務所小石原川ダム対策室技術主
査、平成27～28年同事務所河川砂防課技術主査、平成29年同事務所道路課技術主査。その後田川県土整備事務所を経て現職。
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技術資格試験合格体験記

大事なことはモチベーションの維持！
取得した資格：技術士（建設部門：道路）
資格取得年度：令和２年度

1．はじめに
「私は技術士を持っています」

きの

した

木 下

なが

しげ

長 茂＊

１）実務経験証明書の作成
４月に申込書を提出しますが、ここから試験は始

14年前の研修の講師（先輩職員）が言われたこ

まります。実務経験証明書の業務内容が、口頭試験

の言葉は、今でも強く印象に残っています。先輩の

における質問のネタになります。特に「業務内容の

講義に感銘を受け、いつか先輩のようになりたいと

詳細」は重要で、口頭試験の質問の半分はこの関連

憧れました。

でした。

私には元々、技術士資格に対して大きな誤解があ

記載する文字数は制限されるため、①立場と役割、

りました。それは、特殊な経験がないと技術士にな

②課題と問題点、③技術的解決策、④成果について

れないのではという先入観です。

簡潔に書く必要があります。特に、課題（理想との
差）、問題点（理想を満たせない原因）、解決策につ

2．受験の動機・経緯
前述の先入観から、コンサル等との協議において、
技術士を持つ技術者になかなか意見が言えない自分
がいました。また、地元説明会等で自分の意見に自
信を持てない経験がありました。
そんな自分への腹立たしさや、自分の意見をより

いての整理が重要です。細やかな内容については、
口頭試験において説明することもできます。
私は、「業務内容の詳細」に災害復旧工事の経験
を記載しましたが、
①工事用道路が狭隘なため４tダンプを活用
②大規模盛土の急速施工のため真砂土を活用

自信を持って伝えたいという思いから、出先事務所

③排水機能の確保のため排水施設を増強

への異動で道路部局に配属されたタイミングで、資

④住民意見を踏まえ排水施設を２系統化

格取得を決意しました。繰返しになりますが、特殊

という内容です。文章では伝えにくいですが、購入

な経験は必要ありません。本格的に二次試験の勉強

土で盛土を行い、新たな排水施設を別ルートで確保

に取組み始めた際に、その事に気付きました。

しただけです。自分の立場や役割、解決策等を簡潔
に書くことが重要です。

3．試験に向けたポイント
ここからは、私が用いた二次試験の対策を中心に、
試験のポイントについてお伝えします。
＊兵庫県 但馬県民局 豊岡土木事務所 河川砂防課長
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複雑な取組みを書き過ぎると、口頭試験で不利に
なる可能性があります。口頭試験の限られた時間で、
面接官に内容を説明する必要があるからです。

技術資格試験合格体験記

２）筆記試験の対策

と思います。

筆記試験では、600字詰め（24字×25行）の原

筆記試験の合格発表から口頭試験まで、約６週間

稿用紙に午前３枚、午後６枚の論文を作成します。

しかありませんでした。そのため、先輩方の資料を

先ず、論文の構成について先輩技術者の添削を仰

参考に、急いでQAを作成しました。特に技術者倫

ぎました。知識や経験があっても、内容を適切に読

理については、試験後は忘れてもいいと思いながら

みやすく整理して書き出せなければ、合格は難しい

ひたすら暗記しました。

と思います。
論文の構成として、議題に対して「A」「B」「C」
の３つのキーワード抽出します。例えば、道路緑化

4．受験者へのアドバイス、励まし等
合格するために最も大事なことはモチベーション

の目的として、
「防災（延焼防止）」「施設帯（空間）

の維持だと思います。私は『令和２年度に技術士試

の確保」
「快適な交通空間の確保」を抽出するといっ

験に合格した！』の張り紙を見ながら、合格を信じ

た具合です。このキーワードを見出しに改行し、内

て勉強に取組みました。幸い２度目の挑戦で二次試

容について説明していきます。

験に合格できましたが、正直１度目の方が感触はよ

この論文の構成を身に付け、キーワードについて

かったです。合否には相性等も影響すると思います。

説明する練習を続けました。参考書の回答例を読み

技術士試験は、ICTや週休２日、建設業の担い手

込むよりも、自分の言葉による論文作成が効果的な

確保など、国土交通省の施策を題材とする問題が多

訓練になりました。日常業務の資料作成においても、

いと思います。そのため、公務員には答えやすい問

この手法を意識しました。

題も多いのではないかと感じます。

また、このキーワードの知識を広げるため、国土

公務員が技術士を取得することは、公共工事の品

交通白書や道路構造令、国土交通省のHP（重要政策）

質確保、公衆の利益の確保、ひいては将来の担い手

を繰り返し勉強しました。

の確保に繋がると考えています。次は総合技術管理

３）口頭試験の対策

部門に挑戦します。皆様も、技術士試験にチャレン

口頭試験は東京で行われます。実務経験、技術者

ジしてみませんか。

倫理、継続研鑽等について20分程度質疑があります。
受験後の印象として、面接官をお客だと思って感
情的にならず丁寧に、端的に先ず結論を、落ち着い
て自信を持って答えることが重要であると感じました。
先ず、先輩技術者の指導の下、実務経験の証明書

5．おわりに
受験にあたり、幾度にも渡る論文の添削や、口頭
試験をサポートしていただきました先輩技術者に深
く感謝を申し上げます。

の「業務内容の詳細」を３分で説明する文章を作成

これから受験される皆様へ的確なアドバイスがで

しました。これを見ずに話せるよう繰返し練習しま

きるよう、継続研鑽に努めていきたいと思います。

した（これが一番苦労しました）。また、受験の動機、
業務経歴、技術者倫理、継続研鑽、リーダーシップ、
時事問題等を、160項目程度のQAに整理しました。
QAに整理したことで、自信を持って試験に臨めた
【著者紹介】 木下 長茂（きのした ながしげ）
平成10年度兵庫県入庁（土木職）。豊岡土木事務所と洲本土木事務所で道路改良や維持修繕事業を担当。その他、下水道、交通政策、行財
政改革、研修、占用の技術審査などの職務を経て現職。
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健康寿命の延伸とカーボンニュートラルの実現に向けて
～「やまがた健康住宅」の普及に向けた取組み～
なが

い

永 井
1．はじめに

こ

智 子＊

に、冬の寒い時期は、暖かい部屋、寒い廊下・脱衣

山形県では、山形の厳しい気候風土においても快

室、熱めの浴槽内と急激に温度差が生じることで心

適に過ごすことができる、独自の断熱性能及び気密

筋梗塞などを引き起こすこともあり、入浴事故の危

性能を持つ「やまがた健康住宅」の認証制度を平成

険性が増す。また、トイレでヒートショックを起こ

30年４月に全国に先駆けて創設した。「やまがた健

す人もいることから、
浴室以外でも注意が必要である。

康住宅」の普及により住宅内でのヒートショックを

冬の寒さが厳しい山形県では、以前からヒート

防止し県民の健康寿命の延伸を目指すとともに、冷

ショックについて危険性が指摘されていたが、庄内

暖房負荷を低減し地球温暖化防止を図ることを目的

保健所が平成21年11月から平成24年10月まで実施

としている。

した調査により、その重大性が浮き彫りになった。

本稿では、制度創設に至る経緯やこれまでの取組
みについて紹介する。

2．「やまがた健康住宅」認証制度
１）山形県の気候特性
「やまがた健康住宅」認証制度の背景には、山形
県の気候特性が大きく関わっている。
冬は、積雪量が多く、地域によっては11月から

調査結果では、県の西側に位置し日本海に面する
庄内地域で、３年間で700件の入浴事故が発生し、
このうち４人に１人にあたる174人が亡くなってい
る。同期間の交通事故死（37人）と比べると死亡
者数は４倍を超える結果となった。この結果より、
県全体の入浴死は年間200人以上と推測される。ま
た、65歳未満の方も12人亡くなっており、若い世
代も注意が必要なことがわかった。

３月まで半年近く屋根に雪が残り続ける年も珍しく
ない。日照時間も少なく、令和２年の年間日照時間
は全国で46位となっている。
また、盆地も多く、夏が暑いという地域でもある。
実際に平成19年に岐阜県多治見市に抜かれるまで
は、昭和８年から74年間山形市が記録した40.8度
が日本の最高気温となっていた。
こうした大きな寒暖差は、四季の美しさや食べ物
の豊かさをもたらす一方、そこで暮らす人の健康に
影響を与えている。
２）ヒートショック
ヒートショックとは、気温の変化によって血圧が
上下し、心臓や血管の疾患が起こることをいう。特
＊山形県 県土整備部 建築住宅課 住まいづくり支援主査
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写真－１ 山形県の冬

３）認証制度創設までの流れ
調査結果を踏まえ、県の健康福祉部局と建築部局
が連携し、ヒートショック予防に関する取組みを実
施することとなった。
ヒートショック予防のためには、寒い季節であっ
ても住宅内の室温を10度以上に保つ必要があるが、

の基準値を２㎠／㎡以下、推奨値で１㎠／㎡以下と
している。
C値とは、建物の隙間を示し、値が小さいほど気
密性が高くなる。１㎠／㎡の場合、40坪の住宅だ
とハガキ１枚分程度の隙間となる。
なお、一般財団法人建築環境・省エネルギー機構

国の省エネ基準では10度以上に保つことが困難で

が認定した気密測定技能者による気密性能試験の実

あるため、県独自の制度を創設することとなった。

施及び国の住宅省エネルギー技術講習会修了者によ

そこで、山形県省エネ木造住宅推進協議会（県の

る設計又は施工を認証条件としている。

関係部局、学識経験者や住宅関連団体などで構成。

認証にあたっては、設計時、断熱工事中（新築の

会長は三浦秀一東北芸術工科大学教授）や2020年

み）、完成後の３回にわたって県が性能確認を行っ

を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会（研究者、

ている。

住宅・建材生産者団体の有志によって構成。略称は

表－１ やまがた健康住宅の断熱・気密性能

HEAT20）の関係者と連携し「やまがた健康住宅」

やまがた健康住宅
地域区分

の断熱性能を決定した。
また、平成29年７月には山形県省エネ木造住宅
推進協議会が中心となり県内で活動する住宅関係団
体９団体が「山形県民の健康確保及び地球温暖化防
止のための高断熱住宅の普及に向けた提言」を公表
した。
提言の中では、県内で住宅を建築する際の断熱性

国の省エネ基準
等級Ⅰ

【断熱性能】
外皮平均熱貫流率
（ＵＡ値）
Ｗ/㎡Ｋ
【気密性能】
相当隙間面積（Ｃ値）
㎠／㎡

等級Ⅱ

等級Ⅲ

３地域

０．２４以下 ０．２８以下 ０．３８以下

０．５６以下

４地域

０．２８以下 ０．３４以下 ０．４６以下

０．７５以下

５地域

０．２８以下 ０．３４以下 ０．４８以下

０．８７以下

２．０ 【推奨１．０以下】

－

高い断熱・気密性能を確保するために多くの工程
を必要とし、手間が掛かる「やまがた健康住宅」は、

能は、
「やまがた健康住宅」の水準を目指していく

地元工務店の丁寧な施工により建設されている。

ことが明示されている。

５）支援制度

４）認証基準等

「やまがた健康住宅」の普及にあたり、認証制度

「やまがた健康住宅」は、新築・改修ともに、①

とあわせて、新築住宅に対する支援も実施している。

最も寒い時期の就寝前に暖房を切っても、翌朝の室

令和３年度の支援内容は、金融機関から借り入れ

温が10度を下回らない断熱性能、②断熱性能を十

る住宅ローンの利子の一部を補助するもので、利子

分に発揮させるための気密性能について定めており、

補給額は最大約70万円（利子補給対象額上限：1,750

断熱性能基準は、県内の３～５地域（建築物省エネ

万円、利子補給率：0.5％、上限７万円／年×10年間）

法で定められた地域、気候などにより全国を８地域

である。

に区分）ごとにUA値（外皮平均熱貫流率）を３段

６）認証実績

階設定している。
UA値とは、建物の壁や窓などから逃げる熱量の
ことで、値が小さいほど断熱性が高くなる。
やまがた健康住宅のUA値は、表−１のとおりで
あり、国が定める省エネ基準を大きく上回る。
なお、このUA値は、HEAT20の断熱性能推奨基
準と同じ水準としている。
また、気密性能についてはC値（相当隙間面積）

平成30年度からの実績は、設計時の審査後に交
付される設計適合証の件数が、平成30年度は29件、
平成31年度は48件、令和２年度は69件、令和３年
度は11月末時点で80件と着実に件数を伸ばしている。
「やまがた健康住宅」の施工実績のある事業者の
数についても、平成30年度は９者、平成31年度は
16者、令和２年度は25者と施工が可能な地元工務
店も着実に増えている。

月刊「建設」22-02

53

あーきてくと通信
3．カーボンニュートラルに向けた動き
１）国の動き
令和３年５月に成立した改正地球温暖化対策推進

また、分譲地内に「やまがた健康住宅」等級Ⅰの
認証を受けたモデル住宅を建設しており、内覧（完
全予約制）も可能となっている。

法においては、2050年カーボンニュートラルを基
本理念として法に位置付けられた。
また、
令和３年８月に「脱炭素社会に向けた住宅・
建築物における省エネ対策等のあり方・進め方」が
公表され、2025年度に住宅を含めた建築物の省エ
ネ基準への適合義務化が示された。
２）山形県の動き
山形県では、令和２年８月６日に開催された全国
知事会「第１回ゼロカーボン社会構築プロジェクト
チーム会議」において、2050年までに温室効果ガ
ス排出実質ゼロを目指す「やまがたゼロカーボン宣
言2050」を宣言した。
山形県の二酸化炭素排出量は、家庭部門が全体の
約２割を占めており、カーボンニュートラルの実現
に向け、家庭内の消費エネルギーを低く抑えること
が避けられない。

写真－２

飯豊町「エコタウン椿」モデル住宅

２）山形市の取組み
山形市では、令和３年６月より「やまがた健康住
宅」の認証を受けた住宅を新築又は購入する場合に、
１戸あたり30万円の補助金を交付する補助制度を
創設している。

5．おわりに

これらのことから、家庭内のエネルギー消費量を

日照時間の少なく、冬期間は屋根に雪が積もる山

大幅に削減することが出来る「やまがた健康住宅」

形県では、太陽光による創電が他の地域と比べて不

の普及が重要度を増している。

利であり、いかに冷暖房等のエネルギー消費量を抑

4．県内市町村との連携
「やまがた健康住宅」認証制度は、県内市町村の

えるかが重要となっている。
エネルギー消費量の削減量が大きければその分
月々の光熱費も低く抑えることができる。

支援制度にも活用されている。県内では、令和３年

高断熱・高気密住宅にすることにより掛かり増し

11月末現在12の市町が2050年ゼロカーボンシティ

する費用は発生するものの、支援制度やメリットな

を表明している。その取組みの一つとして、県が認

どを十分にPRし、「やまがた健康住宅」の更なる普

証した「やまがた健康住宅」に対し支援制度を設け

及に繋げていきたい。

る市町村もでてきている。
認証制度により、省エネ性能の審査など技術的な
審査を県が実施することで、市町村の負担軽減につ
ながっている。
１）飯豊町の取組み
「SDGs未来都市」に選定されている飯豊町では、
町有地に23区画を造成した分譲地「エコタウン椿」
に建設する住宅について、
「やまがた健康住宅」の
等級Ⅱ以上の認証を条件の一つとしている。

写真－３ 若手大工を対象とした勉強会の様子
「やまがた健康住宅」の断熱・気密施工についての現場見学

【著者紹介】 永井 智子（ながい ともこ）
平成14年山形県入庁（建築職）。建築確認、県営住宅管理、建築営繕等の職務に従事。現在は、住まいづくり支援担当として住宅支援に
関する職務に従事。
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地域に根差したICT施工普及促進
〜埼玉県地域建設業ICT推進検討協議会の取組〜
に

へい

まさ

やす

二 瓶 正 康

＊

1．はじめに

おか

もと

ゆう

じ

岡 本 由 仁

＊＊

と

ば

戸 羽

よし

ゆき

義 幸＊＊＊

が必要である。

国土交通省においてi-Constructionの取組を開始

この課題に対応すべく、「ICT施工を地域に即し

して６年目を迎え、ICT施工の普及促進については、

た形で普及促進する」ことを目的として、国と地域

令和２年度、直轄土木工事の公告件数の約８割で実

の地方公共団体・建設業協会とが連携した取組を行

施している状況となった。また、都道府県・政令市

う「埼玉県地域建設業ICT推進検討協議会」を設置

においてもICT施工への取組が拡大しており公告件

した。

数・実施件数ともに年々増加しているが、令和２年
度の実施率でみると、約２割にとどまることとなり、

2．協議会の設置

地方自治体発注工事におけるICT活用拡大が期待さ

１）協議会設置背景
本協議会は、関東地方整備局と埼玉県建設業協会

れている。
直轄における活用工事の受注実績を見るとA、B

青年経営者部会との意見交換における「地域工事に

等級の企業においては９割以上でICT施工を経験し

おけるICT施工の普及に向けた共同での取組の提

ているものの、地域を地盤とするC、D等級の企業

案」を契機として、関東地方整備局、埼玉県、さい

においては５割に満たない状況であることから、地

たま市と埼玉県建設業協会の参画により令和３年１

域企業におけるICT施工の普及促進に取り組むこと

月27日 に 設 置 し た。 以 下 に 各 団 体 の 取 組 背 景、
ICT活用状況と議論で得られた課題を示す。

〈直轄土木工事におけるICT施工の実施状況〉

２）埼玉県建設業協会
埼玉県建設業協会青年経営者部会では、ICT施工
の経験企業が協会内にて勉強会を実施するなど普及
に向けた自主活動に取り組んでいる。３Dデータ、

〈都道府県・政令市の実施状況（ICT土工）〉
単位：件

工種

2016年度
［平成28年度］
公告件数

土 工
実施率

2017年度
［平成29年度］
公告
件数

８４

うちＩＣＴ
実施

８７０

３３％

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

うちＩＣＴ
実施

３，９７０

１，１３６

７，８１１

１，６２４

２９％

２１％

〈一級土木工事の等級別ICT施工経験割合〉

ICTツールについては多様な工事においても活用が
期待できることから、受注者としても積極的な活動
が必要であるとの認識で提案をいただいた。
３）埼玉県のICT活用状況
埼玉県では、現在、
「土工」「舗装工」「地盤改良工」
「舗装修繕工」「法面工」の５工種をICT対象工事
としており、令和２年度の実績では、ICT土工の活
用率は３割を超えているが、他の工種については、
ほぼ活用されていない状況である。
４）さいたま市のICT活用状況
さいたま市では小規模工事が主であることから市
発注工事におけるICT活用が少ない状況であり、ど
のような工事にICTが効果的なのか知見の収集から

図－１

ICT施工の実施状況及び等級別ICT施工経験割合

取り組む状況である。

＊ 国土交通省 関東地方整備局 企画部 建設情報・施工高度化技術調整官
＊＊
〃
〃
〃 施工企画課長
＊＊＊
〃
〃
〃 施工企画課 技術評価係長
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１）現場研修会の実施

５）ICT普及の課題
協議会で示された共通的な課題。

⑴ ICT地盤改良工

現場研修会

埼玉県県土整備部ではじめてICT地盤改良工を

・直轄の実施要領が活用しづらい小規模土工が大

実施。今後、同様の工事が想定されるため、埼玉

半を占める
・３次元設計データ作成など外注費用の負担

県、さいたま市職員で勉強会を開催（約50名参加）。

・技術や活用方法について知見が不足

⑵ ICT機械体験会
中小建設企業の技術者・自治体（さいたま市）

3．アクションプランの策定

職員、約30名が参加し、ICT建設機械、３D計測

令和３年３月22日に開催された第２回協議会で
は、普及促進の取組施策や目標等について議論を行
い、
「埼玉県地域建設業ICT推進アクションプラン」
として策定。以下に実施概要を示す。

技術の体験会を関東地方整備局荒川調節池工事事
務所管内で開催。
２）ICT施工技術の導入効果検証
自治体工事では、建築工事や下水道工事の割合が

■共通

多く土工においても施工量1,000㎥未満の小規模工

・知見習得に向けた見学会等への積極的参加及び
場の提供、ICT活用情報の共有

事が多い。しかし管路掘削、床堀やコンクリート２
次製品の設置といった作業が多く行われており、そ

・小規模工事におけるICT活用効果の把握

のような作業の課題を分析することでICTの導入効

■建設業協会

果を見出すことは可能である。特に小規模工事にお

・ICT活用、成功体験・失敗事例の共有・水平展開

いても現況把握や施工管理（丁張設置や進捗管理）

■発注者（埼玉県、さいたま市、関東地方整備局）

にICTを活用することで、現地作業の生産性向上が

・地域に即した普及促進目標・指標の立案

期待される。また、近年ICT建設機械の小型化や通

・３Dデータ作成内製化に向けた労務把握

常の建設機械に後付け装着可能なICTシステムの実

4．令和３年度

用化が進んでいる。このようなシステムは、小型の

協議会の活動

バックホウを用いる機会の多い自治体発注工事にお

令和３年度の協議会活動について報告する。

けるICT活用の促進に寄与すると考えている。
上記を踏まえ令和３年10月18日に開催された第
３回協議会において、小規模土工（敷均・整正）、

表－２

課題

対応
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小規模土工（管路設置）、構造

埼玉県地域建設業ICT推進アクションプラン

物設置工、舗装修繕工の起工測

建設業協会

埼玉県

さいたま市

・関係者のICTに対する教習・教育機会
が必要
・ICTの技術的限界と、活用に必要な知
識に関する知見が必要
・ICT活用に伴う設計変更への知見が必
要

・県の土工事の半数以上を占める小規
模土工（5,000m3 未満）において、実施
率が低い。
・受注者がＩＣＴ施工に取り組みやすい
環境整備が課題

・発注実績が少ない為、受発注者双方
ともにICT活用工事への関心が低い。
・知識・技術習得の機会も少ない。
・工事規模が小さく、市街地での工事が
多い。

・工事の施工フローに対するICT活用手
法検討
・関係者の知見を深めるため、ICT現場
見学会の候補を提示
①舗装工（一部活用）
②地盤改良工
③造成工
④小規模土工 構造物設置工
⑤土工 付帯構造物設置工

・令和３年度から土工量5,000m3 以上、
または舗装面積5,000m2 以上の工事は
発注者指定型により発注。
・簡易型ＩＣＴ活用工事を導入する。

・発注実績のない受注者希望型の検討、
新工種の適用について検討
・国や県の研修会への参加や現場視
察の実施
・３次元起工測量の単価設定や更なる
小規模土工への歩掛適用を要望

・ICT活用対象検討WG設置
提案工事・工種におけるICT導入を議論、
検討

・普及対象工事
①土工
②舗装修繕工（切削オーバーレイ工）

・普及対象工事
①土工
②舗装工

・他地整を含めたＩＣＴ活用事例集/公表
適宜情報提供を実施

・ICT 活用手法の効果検証
市街地の道路工事において生産性を
向上させる為に丁張レスにて掘削・構
造物設置を施工している現場を紹介

・検証現場提供
土工及び舗装修繕工（切削オーバーレ
イ工）のＩＣＴ活用手法の検証に必要な
現場を提供

・検証現場提供

・ＩＣＴ活用事例の共有・水平展開
青年経営者部会内での勉強会の実施、
技術発表会での発表

・普及目標、指標
＜①土工＞
受注者希望型における実施率３割
（簡易型ＩＣＴ活用工事を含める）
＜②舗装修繕工＞
受注者希望型における実施率１割
（従来建機による施工を含める）

・普及目標、指標
市街地における道路工事においてICT
の活用を検討

・提案工事・工種等におけるICT活用の
効果を示す検証の支援
３次元設計データの内製化労務把握
小規模現場向けのICTツール活用効
果の把握

・その他
起工測量から施工までに限定したICT活
用手法の提案

・その他
小規模工事における積極的な活用を促
す方策を検討
初期投資の費用軽減を図るＩＣＴ建機の
調達方法を検討

・その他
ICT舗装工、地盤改良工の現場視察
簡易型ICT活用工事施工業者へのヒア
リング

・その他
研修、見学会の情報提供
実工事における技術支援

月刊「建設」22-02

関東地整

－

量を対象としてICT施工技術の
－

導入効果を検証することが了解
された。
検証の詳細を以下に記載する。
⑴ 小規模土工（敷均・整正）

・検証現場提供
関東技術事務所を検証フィールドとして
提供

建築における外構工事（駐
車場等）を想定して小規模な
敷均・整生に対するICT効果
検証を実施。
排 土 板MC機 能 付 き 小 型
バックホウを用いて、ICT活
用の効果を検証するとともに
注意点を把握。

ひ

ろ

ば

もに工事が継続的行われること、車道上の計測員
が不要となるメリットを期待してICT普及対象工
事として、アクションプランに記載している。今
回の検証では、施工前の現況測量にノンプリズム
写真－１

小規模土工（敷均・整正）検証状況

⑵ 小規模土工（管路掘削）

トータルステーションやレーザースキャナー等を
使用する効果を確認した。

地方公共団体工事において、多く実施されてい
る上下水道等の管路掘削工事を想定した小型ICT
機械やICT測量機材を用いた効果検証を実施。
丁張設置無く曲線施工や施工管理が可能となる
効果を検証するとともに技術適用の注意点を把握。

写真－４

〈丁張りレス（湾曲掘削）〉

5．協議会

舗装修繕工の検証状況

今後の活動予定

今回の検証では、従来ICT活用工事の対象として
いなかった小規模工事でもICT・３D設計データを
〈丁張りレス（L字掘削）〉

用いることで丁張り設置、管理の作業が削減でき、
施工の縮減効果が期待できる結果となっている。こ
れを踏まえて、現在のアクションプランも見直しの
議論を進める予定である。また、検証結果について
は、今年度中に「小規模工事のICT施工活用の手引
き（案）」としてとりまとめ関係団体に水平展開す

写真－２

小規模土工（管路設置）検証状況

ることを予定しており関東地方整備局HPでも公表
する。

⑶ 構造物設置工
コンクリート２次製品の設置に代表される構造

今後開催する協議会において、活動予定、取組内

物の設置作業に対し自動追尾機能付きTSを用い

容は議論することとなるが、本協議会の活動は建設

て丁張り設置、構造物の設置（誘導）作業、施工・

産業の生産性２割向上を目指すアプローチの一つと

出来形確認における３D設計データとICTの活用

して、また地方自治体発注工事も含めたICT普及の

効果を検証。

モデル的取組として、普及の課題把握と対応の検討
に取り組みその一助となれば幸いである。

6．終わりに
今回導入効果検証に実施するにあたり、機材提供
写真－３

構造物設置工の検証状況

⑷ 舗装修繕工
舗装修繕工については、埼玉県、さいたま市と

の協力をいただいた（一社）日本建設機械施工協会、
情報化施工委員会i-Construction普及WG様、重機
オペレータ派遣で協力をいただいた埼玉県建設業協
会様に、感謝の意を表します。

【著者紹介】
二瓶 正康（にへい まさやす）
昭和58年建設省関東地方建設局入省（機械職）。総合政策局公共事業企画調整課施工安全企画室課長補佐を経て現職。
岡本 由仁（おかもと ゆうじ）
平成22年国土交通省入省（機械職）。令和３年度より現職。
戸羽 義幸（とば よしゆき）
平成12年国土交通省関東地方整備局入省（機械職）。令和２年度より現職。
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AIを活用した運転操作の
先進的支援技術の取組み
かん

ばる

上 原
1．まえがき

へい

洋 平＊

を共有し、その技術を維持・継承することに努める

我が国の人口減少や高齢化に伴い、地方公共団体

必要がある。この運転操作技術は、下水道維持管理

における下水道担当職員数は、平成９年のピークと

指針等による基本的な内容以外に、各下水処理場毎

比較して約３分の２の水準に低下している。下水道

での熟練技術者のこれまでの経験によるところが大

施設の運転管理は民間委託が進んできているものの、

きい。AIは、識別や予測、推定といった特性を有

団塊世代の職員の退職に伴い、下水道施設の運転管

していることから、熟練技術者のノウハウを学習・

理に関する技術継承や人材育成に課題が残されてい

再現させることで、熟練技術者が減少した状況下に

ると考えている。また、下水道事業の温室効果ガス

おいても、安定した放流水質の確保や省エネルギー

排出量は、日本全体の約0.7％に相当する量を占め

運転の実現等に寄与できる技術であると考える。

ており、2050年のカーボンニュートラル実現に向
けた下水道事業の取組みが始まっている。
このような課題を解決するため、広島市では令和
３年３月に「ひろしま下水道ビジョン2030」を策

3．運転操作のためのAI技術
下水処理場の運転管理を支援するAIによる運転
支援ガイダンスの概念図を図−１に示す。

定し、令和12年度までの基本理念、基本方針及び
ICTによる管理の高度化・効率化を掲げており、そ

原因と対応

状況把握

施策の方向性を取りまとめた。施策のひとつとして、

市と共同研究体を構成し、令和３年度下水道革新的
技術実証事業（B-DASH）の『AIを活用した下水

下水処理場の運転支援のAI技術

画像処理
ＡＩ
（将来）

処理場運転操作の先進的支援技術に関する実証事
託を受けて研究を進めている。本稿では、下水処理

入力

対応判断
ＡＩ

運転操作
ＡＩ

予測

運転ガイダンス
運転データ

画像

日報

運転データ

持続的な下水道事業の運営においては、高齢化に

推定

出力

する。

2．運転管理におけるAI活用の意義

識別

水質予測
ＡＩ

業』として、国土技術政策総合研究所からの研究委
運転操作のAI活用の意義や技術概要について紹介

運転操作の提示

水質の予測

の一環として株式会社明電舎、株式会社NJS、船橋

図－１

水質分析

•
•
•
•

ＡＩ出力結果
処理状況の判別
処理水質の予測
対応方法の提示
運転操作量の導出

AIによる運転支援ガイダンス

このAI技術は、図−１に示す４つのAIが連動し

伴う熟練技術者の退職や自治体担当職員の人事異動、

て運転操作ガイダンスを行う。特に、判断根拠を見

運転管理の委託業者の交代がある場合にも対応でき

える化して技術継承を行うことが本AI技術の特徴

るよう、自治体は下水処理場の高度な運転操作技術

である。各AI技術の役割を以下に記す。

＊広島市 下水道局 管理部 西部水資源再生センター 技師
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・画像処理AI：人の目の代わりとなり沈殿池の水

差分画像からスカムの位置や個数、面積を特定する

面等の画像から処理の状況や異常を検知する。

ことができる。異常の判断は、個数や面積に閾値を

・対応判断AI：水質や画像から原因と対応の関連

設け、その値を超過した時点とする。

を見える化し、今取るべき対策を絞り込む。
・運転操作AI：対応判断AIが示した対策を踏まえ、
数値データを用いて最適な運転操作量を推定する。
・水質予測AI：現在及びAIが推定した運転操作量
に対して処理水質を予測する。
プロセスデータや水質分析データ、画像データを
オンラインで取得してAI推論を連続的に実行する
ことで、運転操作のガイダンスを行う。運転操作員

図－２

画像処理AIの概要

は、AIによるガイダンス結果を確認した後、下水

この方法は、異常画像が正常画像と比較して非常

処理場の運転操作にその結果を反映する。実証事業

に少ないこと、学習時に異常画像を選別する手間を

では、AIによるガイダンス結果で運転操作した場

省けること、外光による色の変化の影響を受けない

合にも処理水質が安定化すること、温室効果ガス排

ことが利点として挙げられ、異常の少ない下水処理

出量の削減に寄与する消費電力量や薬品使用量が維

場を監視するために適した手法である。

持もしくは低減化されていることを確認する。

図−２の写真は最終沈殿池の浮遊物の異常検知と

次に各AIの技術概要と、実規模実証の前段階と

して30分毎に撮影した画像を画像処理AIで処理し

して平成30年〜令和元年度に実施した実現可能性

たものである。元の画像に含まれているスカムが

検証における研究結果について記載する。なお、水

CAEでは背景のみ復元される一方、差分画像でス

質予測AIについては、現在実証事業で検証を進め

カムを抽出し個数や面積を黄色い枠で抽出できてい

ている最中であることから、本稿では今後の展望と

ることが分かる。スカムの個数、撮影面積に対する

して記載する程度に留めることをご了承いただたき

浮遊物の割合を求めることができ、この状態から、

たい。

現状の最終沈殿池の状態の異常を判定し運転判断に

１）画像処理AI

活用することができる。

下水処理場では、毎日設備の巡回点検を行ってお

２）対応判断AIと運転操作AI

り、その過程で池の状況を把握している。例えば、

日々の運転管理で蓄積している監視装置や水質分

巡回点検の結果、最終沈殿池のスカムが浮上した場

析のデータ、過去の運転操作の履歴や運転操作の判

合、底層の嫌気化が懸念されるため余剰汚泥を引き

断に至った思考過程をデータ化し、対応判断AIと

抜くといった運転操作を行うことがある。目に見え

運転操作AIを組み合わせ、運転データを与えるこ

る異常としては、スカム浮上の他、異常発泡やSS

とで運転操作の判断とその見える化が可能となる。

の流出等が挙げられる。この異常判定を人の目に代

対応判断AIでは、与えたデータから運転操作の

わって行うのが画像処理AIである。最終沈殿池のス

方針を導出する。運転操作の方針とは、例えば、水

カム浮上をカメラで検知し、画像処理AIで判定した

質分析の結果、全りん濃度が高いと判断した場合、

例を図−２に示す。カメラで撮影した画像は、畳み込

送風量を減らすような運転を行う。一方、全窒素濃

みオートエンコーダ（Convolutional AutoEncoder、

度が高い場合には硝化を促進させて脱窒を行う。

以下、CAE）と呼ばれる画像データを圧縮し、復元

このような観測したデータと運転方針を過去の運

す る こ と が 可 能 な ア ル ゴ リ ズ ム で 処 理 さ れ る。

転履歴に関連付ける方法として、グラフィカルモデ

CAEによる復元画像と実画像を比較して得られた

ルと因果関係を確率で表現できる方法を採用した。
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この方法のメリットは、過去の操作のブレを確率と

値は妥当であり許容できるとの熟練技術者判断から、

して学習し、同時にデータと対応の関連を見える化

AIによるDO設定値をそのまま運転操作に適用した。

できることである。対応判断AIによる運転操作の

11月25日の開始当初は全りん（T-P）濃度の目標

方針の明示化のイメージを図−３に示す。対応判断

値1.5mg/Lと比較して高い処理水質であったが、

AIの実行目的である運転操作の方針を対応判断層

AIがDO設定値を下げる判断を繰り返すことで目標

で示す。観測可能事象層では、プロセスデータや水

値 付 近 に 収 れ ん し て い る こ と が 分 か る。 全 窒 素

質分析結果等、実測した各種データを取り込む。こ

（T-N）濃度は、DO設定を下げて送風量が減るこ

れらのデータから運転操作の変更に寄与する原因を

とで目標水質付近まで増加した。現場検証は開始後

判断根拠層に示す。高い確率を示した運転操作とそ

二週間（12月８日）で終了したが、終了直後の９

れに寄与する因子を線で結んで示すことで、観測項

日にはDO設定を増加し、硝化促進する判断をして

目の状態、判断根拠、運転操作対応の関係が明示さ

いる。このように、熟練技術者が過去に実施した運

れる。後世の技術者は、熟練技術者の運転を表現し

転操作履歴や運転・水質データを活用することで、

た結果をまねることで、運転操作技術の継承を行う

AIが下水処理場の運転操作の判断に使えることを

ことが可能となる。

示すことができたと考えている。
硝化
促進/抑制

対応判断

TP
上昇懸念

TN
上昇懸念

薬剤
効果低下

判断根拠
NH4N
[初沈]

BOD
上昇懸念

TN

NO3N

観測可能事象

BOD

TP

NH4N

NO2N
[初沈]

持ち込み
DO増加

現在の
運転操作量

図－３

pH

降雨

MLSS

COD

DO設定

対応判断AIの概要

一方で、対応判断AIで出力した運転操作の対応
は運転操作AIに引き継がれ、その他のデータも利
用して操作量を演算する。対応判断AIと運転操作

図－４

AIによるDO設定の運用例

4．今後の展開

AIの組み合わせで導出した運転操作量を広島市西

下水処理場の運転操作へのAI技術を紹介した。

部水資源再生センターの反応タンクDO（溶存酸素

AI化の対象は今回紹介したDO制御以外にも、熟練

濃度）制御の設定値導出に適用した事例を図−４に

技術者が判断する余剰汚泥引抜量、凝集剤や消毒剤

示す。適用試験は令和元年11月25日〜12月８日ま

の注入量等の各設定にも適用可能であり、現在進行

で二週間行った。対応判断AI、運転操作AIに日報

中であるB-DASHプロジェクト実規模実証の中で

や水質分析等のデータを与え、東１系２池、東２系

取り組んでいく予定である。水質予測AIにより水

２池、東３系５池のDO設定値をそれぞれ導出し、

質予測結果を熟練技術者の判断材料とすることで、

処理水質をモニタリングした。AI導出は１日３回

送風量や薬品量の削減を実現することも期待できる。

の頻度で計40回行い、現地の熟練技術者の判断比

これにより技術継承だけでなく温室効果ガス排出量

較も並行して実施した。AIと熟練技術者のそれぞ

の削減につながる成果を示していく所存である。

れの判断は、40回中32回で一致した。残り８回に
ついても、AIの判断は若干遅れがあるものの設定
【著者紹介】 上原 洋平（かんばる ようへい）
平成20年神戸大学海事科学部卒。平成25年広島市役所入庁（電気職）。下水道施設の設計積算、工事監理、計画等の職務に従事し、平成30
年から現職。
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新技術レポート
i−Construction 大賞受賞事例紹介
〜ベストプラクティスの水平展開を目指して〜

ICT– Full活用への挑戦
くす

もと

楠 元

じゅん

じ

潤 二＊

1．はじめに
平成28年から「建設現場の生産性革命」に向け「調
査・測量」
「設計」
「施工」
「検査」の建設生産プロ
セスにICT技術を全面的に活用することで生産性を
向上させる「i-Construction」が推進されている。
このi-Constructionの貫徹の年が令和元年であり
「ICT-Full活用」に挑戦した。
ここでは、令和元年に当社が施工した工事での
ICT活用事例を紹介する。

図－２ 工事詳細図

2．工事概要
「長崎57号本村地区改良２期工事」は国土交通省

3．ICT技術の活用の目的と概要

九州地方整備局長崎河川国道事務所発注の長崎県諫

建設業界全体の課題である人材の確保が非常に厳

早市に位置する島原半島地域と県央地域を結ぶ幹線

しい中で生産性と安全性向上、省人化、省力化を目

道路の地盤改良を主とした工事である。

的にICT技術を施工プロセス全体で活用することを

・道路土工（V=450㎥）

考えた。特に地盤改良においては、令和元年に基準が

・深層混合処理工

新規策定されたこともあり、土工を含めたICT-Full

（改良径1000㎜、杭長L=14.7m、94本）

活用に挑戦する事とした。
各プロセスでのICT活用内容としてICT土工、

・中層混合処理工（V=849㎥）

ICT杭頭処理、ICT地盤改良（中層混合処理）とし
施工管理に伴う資料のデジタル化にも取り組んだ。
民家等

今回施工

4．各プロセスでの活用内容
島原鉄道

側道
（市道）

１）起工測量における効果
地形測量には地上型３Dレーザースキャナーを活
用し３次元点群データ取得後、設計地形図との照査
と数量算出を行った。従来の人的測量の場合５日間
を要していたが地上型３Dレーザースキャナーでは
２日間で測量成果を完成させることができた。

図－１ 工事概要図
＊株式会社西海建設 土木工事部 課長
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約500㎥の小規模土工であったが、自社保有のマ
シンガイダンス機器と本社DX課のサポートにより
計画から施工までが外注するよりスムーズに進める
ことができた。

写真－１ 起工測量状況

２）設計データの作成
測量ソフトを使用して、平面図、縦断図、横断図
より土工の３次元設計データを作成し起工測量で取
得した現況地形データと結合することで現地照査に
も有効活用した。地盤改良（中層混合処理）の設計
データについては地盤改良専用ソフトで作成した。

写真－３ バックホウMG施工状況

４）ICT杭頭処理（バックホウMG）
地盤改良の深層混合処理において、改良杭施工完
了後に天端の削り取り整形（杭頭処理）を行う。従
来は計画の改良杭天端の基準高測定を行うために
オープン掘削を行い、確認後に埋戻しを行っていた。
今回は鉄道が近接していることもあり、掘削による
軌道変位を防止するため、杭頭処理にもバックホウ
マシンガイダンスを活用し、掘削範囲の大幅な縮減
と掘削内部での人的測定を不要とした。当社実績の
従来施工と比較し５割の省人化が確認でき、鉄道側

写真－２ 設計データ作成状況

の安全性も確保した。

図－３ 土工３次元設計データ

３）ICT土工（バックホウMG）
道路土工として地盤改良施工基面の掘削にバック
ホウマシンガイダンスを使用し従来の丁張設置と高
さ確認の手元測量人員も削減でき、建設機械との近
接作業も９割削減を確認した。
図－４ 杭頭処理状況
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５）ICT地盤改良（中層混合処理）

６）モバイル端末での施工管理

中層混合処理の施工においては、施工前の区画割

当社では現場のデジタル化を促進するためモバイ

および日々の再明示が施工管理を行う上で最も重要

ル端末（iPad）を導入しペーパーレス化に取り組ん

であり労力を必要とする作業である。安全面におい

でいる。管理ソフトとして「デジタル野帳アプリ

ても施工機の誘導や深度測定等で重機との近接作業

eYACHO」を活用し、工事安全衛生日誌や打合せ

が多く危険をともなっていた。

記録など現場で作成する資料を一元管理しリアルタ

今回、ICT地盤改良を活用したことでオペレー

イムに共有できるメリットがある。

ターが機械モニターで管理できるようになり、上記

現場での指示説明や遠隔臨場、電子小黒板等にも

の課題を解決しさらに人員削減による省人化につな

活用しiPadがあれば現場で業務が完結し効率化が

がった。

図れており、残業の減少が確認できた。

写真－４ 区画割状況（従来）

写真－６ モバイル端末活用状況

5．おわりに
本工事におけるICT-Full活用の紹介をした。小
規模の工事においても49％の省人化、省力化が確
図−５ 施工機誘導イメージ（従来）
手元作業員

認できたことで今後のさらなる生産性向上につな
がっていくことを確信した。

起工測量
設計データ作成 ICT土木
ICT杭頭処理
ICT地盤改良
（中層）
【3Dスキャナ】 【点群処理】
【バックホウMG】 【バックホウMG】 【バックホウMG】

5.4 3.4 7.8

19

38.7

出来形管理
【帳票自動作成】

6.8

写真－５ 重機近接作業状況（従来）
22 7

9

18

3

電子野帳、
電子黒板の活用

図−７ ICT-Full活用結果

今回のi-Construction大賞（優秀賞）を受賞で
きたことは全関係者の方々の協力のおかげであり、
感謝の意を表すとともに新技術を積極的に活用し、
生産性向上に貢献し魅力ある建設業を作り上げてい
図−６ ICT地盤改良モニター（今回）

く所存である。

【著者紹介】 楠元 潤二（くすもと じゅんじ）
昭和52年生まれ。長崎県立佐世保工業高等学校土木科卒。株式会社西海建設

土木工事部に勤務。
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後輩技術者に向けたメッセージ

退職して思うこと
くま

くら

熊 倉

1．はじめに
私は、昭和58年４月に栃木県に入庁して以来38
年間、20箇所余の転勤を重ねつつ、ほとんどの期
間を、道路や河川をはじめとする社会資本の計画・
整備・維持管理等に従事してきた。

おみ
＊

一 臣

ある公務員技術者はどのような認識を有しつつ業務
に当たったら良いか。私がまだ30歳前後のころ、
ある先輩職員から以下のように訓えられた。
住民は納税という形で、道路や下水道等の社会資
本に投資し、日常生活ではあたりまえのように使用

この間、昭和から平成、令和と改元を経て、社会

している。そこに選択や比較検討の余地はなく、ま

の価値観、住民の生活様式や意識は多様化、複雑化

た、具体な投資の内容や優先順位等を意識する機会

し大きく変わった。行政に対する需要や考え方も多

も極めて少ない。仕様やデザイン、性能等ほぼ全て

様化する中、特に社会資本整備・公共事業に対する

において意見等を述べることなく、完成した道路等

住民の意見、要望、批判が顕在化し、それに応える

を何のためらいも不安もなく利用している。

べく官側の仕事の進め方も大きな変革を遂げた。
退職を機会として本誌への執筆の依頼をいただき、

つまり、社会資本の供給者である我々公務員技術
者は、住民の代理者として税金である予算を執行し

何をテーマとしようか迷ったが、公務員生活を終え

社会資本の整備を行っていること、住民から当たり

た今現在印象に残っていること、頭の中に残ってい

前のように信頼されているということを強く自覚す

る事柄について書くこととした。

る必要がある。一人ひとりの顔が見えにくい存在で

まとまりのない文章となるが、ご容赦願いたい。

2．社会との契約
我々が日常生活で必要な様々な品物を調達する際
は、供給者側から示される品質基準やサービス内容、
特に高価なものについては保証内容等の情報を集め
比較検討したうえで決定している。
例えば車を購入しようとするとき、メーカーや性
能・操作性、外観やデザイン、価格帯等を含め、様々
な要素を判断基準として決定する。

あるが、我々は、社会と「暗黙の契約」を取り交わ
していることを肝に銘じつつ、日常の業務にあたる
必要がある。

3．資格取得の奨め
この社会との「暗黙の契約」については、その当
時は意味をよく理解していなかったが、その後に技
術士資格の受験・取得を経験し深く考えるように
なったと思う。
資格については、平成６年に一級土木施工管理技

メーカーやディーラー等、供給者側においては、

士を、平成14年に技術士（建設部門）を、また平

様々な媒体を通して情報を提供するほか、サービス

成15年には技術士（総合技術監理部門）をそれぞ

を競うことで成約に向けた努力を行っている。

れ取得した。

これを、道路等の社会資本に置き換えた場合、ど

公務員技術者が職務を遂行する上で資格を保持す

のように考えるべきか。特に、社会資本の供給者で

ることは必要条件ではないが、施工管理技士につい

＊公益財団法人 栃木県民公園福祉協会 理事長
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ては、現場監督を務めるうえで請負業者と対等な関

員と議論する等、様々な場面において、常に私自身

係で仕事をしたいと思い取得した。

の思考の根幹に据える必需品となった。受験準備に

また、技術士については、当時定年に近かった先

使用したテキストやノートについては、その後何度

輩が一念発起して取得し、後輩技術者にその意義や

も読み返し、自らの考え方を再確認したり、迷いを

必要性について自慢話半分に語るのを聴いたこと、

払しょくするための資料として活用してきた。

技術士法の改正予定が間近となり、この時期を逃す

公務員技術者は、予算管理や住民への対応、計画

と技術士取得の前に技術士補を取得しなければなら

立案から設計・施工・維持管理等、全てに携わるた

なくなることから（士補試験の基礎的な勉強は避け

め、特定の分野・部門に精通したスペシャリストよ

たいとの思いから）、職場の仲間と情報交換等を進

りも、ゼネラリストとしての資質が求められる。公

めながら受験し取得することができた。

務員技術者に求められる一側面である「技術に精通

40歳前後で最も仕事にのめり込んでいたほか、

した行政事務屋」
（と自分で定義していた）に欠か

家庭では子供が小さく非常に多忙な時期だったと記

すことのできない、資質・能力であると思っている。

憶しているが、晩酌を欠かすことなく朝早起きして

私が取得した平成14年当時は、技術士は超難関

勉強時間を確保したこと、通勤電車内ではひたすら

資格であり、難しいプロジェクトを担当したり、外

ICレコーダーを聞いていたことなど、今思い返せ

部の研究機関等に出向経験がなければ無理！という

ばとても充実した日々を送っていたと思う。

認識があり、県庁内の有資格者は片手で余る程度で

特に技術士（総合技術監理部門）については、い
ま改めて思い返してみると、取得後の私自身の仕事
に対する認識や向き合い方に大きな変化をもたらした。

あったが、その後、毎年のように合格者を輩出し、
今では50名にも届く勢いてあると聞いている。
たまたま私が合格したことで「見えない山の頂上

当部門は、様々なプロジェクト・事業を完成させ

がはっきりと見えるようになった」「あいつが合格

るに際し、昨今の科学技術の高度化・複雑化に的確

できるんなら俺も！私も！」といった風潮が生まれ

に対応し、特に各分野を横断的にマネジメントでき

たと勝手に解釈し、栃木県庁に対する貢献があった

る総合的な知識・経験を有する技術者の必要性が顕

のかな…と思うようにしている。

在化し、平成12年に新設されたものである。

資格は取得することが目的であるが、合格に向け

背景には、メーカーや食品事業者等による偽装や

た様々な準備や勉強、更には行動等で、改めて気づ

データの改ざん、これらに基づく事故等が顕在化、

かされることが多々あることを強調しておきたい。

社会問題化したこともあった。
法令順守や技術者倫理はもとより、技術者が直面
する課題、特に社会への影響を最適・最小化したう
えで、最適なリスクマネジメントを行うための知識
や能力を求めている。
例えば「経済性」と「安全」等、相反しトレード
オフとなり得る分野については、その特性を見極め
つつ、個々に判断をしていくことの重要性や必要性
を問うている。
この総合技術監理部門という考え方、体系につい
ては、その後の約20年間、私自身が様々な事業や

先に記載した社会との「暗黙の契約」と住民から
の信頼を自覚し、再確認するためにも資格取得は有
効な手段であると思う。
日々の業務や生活をこなしながら、受験のための
準備を並行して進めていくのは、とても大変である
が、思い立ったら吉日である。林修先生に言わせれ
ば「いつやるの？…今でしょ！」である。
特に若い皆さんには、是非チャレンジしてほしい
と思う。

4．事業評価制度

プロジェクトを担当し、例えば、住民に対する説明

事業評価制度については、導入されてから四半世

資料を作成する、道路の線形や構造を検討する、事

紀が過ぎ、評価の手法や制度・要綱等について適宜

業の優先順位を判断する、更には上司となり部下職

見直しと洗練化が行われ、国並びに地方自治体にお
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後輩技術者に向けたメッセージ

いてほぼ定着化している。

退職間際に、県内のあるプロジェクトについて事

栃木県においても、対象事業や規模等に応じ、
「事

業費やスケジュールを精査した結果、特に事業費が

前評価」
「再評価」、さらに「事後評価」について実

大幅に増加し指標値が１を下回る結果となり、説明

施綱領を定め、公共事業を推進するうえでの住民と

に窮した事例があった。公務員技術者の対応が問わ

の有用なコミュニケーションツールとして活用して

れる、まさに正確かつ前向きな説明が求められる場

いる。この事業評価制度について思うところを記し

面であった。

たい。

指標値は数値であるだけに明解で、世間に対して

特に、費用便益分析結果の活用方法についてであ

もインパクトがある一方で、単に費用換算できる項

る。これは、通常（Ｂ／Ｃ）と標記され、事業完了

目のみを機械的に積み上げた結果であり、当該プロ

後にもたらされる便益（Ｂ）を費用換算し、当該事

ジェクトの一側面しか表現していないことも明らか

業にかかる費用（Ｃ）で除した結果を評価指標とし

な事実である。この値のみを取り上げてプロジェク

て用いる。この評価指標が１を上回ることで、当該

トの適否を議論するのは不適切と言わざるを得ず、

事業については、投下費用を上回る便益が得られる

であればこそ、この数値を算出した公務員技術者の

ものとして、事業を実施する又は継続すると評価し

積極的な説明が必要である。

ている。
道路事業であれば一般に、①走行時間短縮効果、
②交通事故減少効果、③環境対策効果の３点それぞ

事業評価制度について完成形はなく、今後も事業
内容や社会経済動向等を踏まえながら発展させてい
かなければならないと思う。

れについて原単位、係数を設け、道路整備前後の比

特に、現地の状況や地域住民の声に最も精通した

較を行いその合算値を便益（Ｂ）とし、算出の結果

担当者の思いが重要である。若い皆さんで積極的に

指標値が１を上回れば良しとしている。

議論してほしい。

では、１を下回る場合はどうするか。導入当時は、
この結果をもって事業着手を断念、又は優先順位を
下げざるを得ない状況だった。

5．おわりに
技術者に求められる資質とは？私はとある書籍か

現在は様々な改良が加えられ、評価項目について

ら「創造性、柔軟性、多様性等であり、それらを日

個々の事業特性に応じた追加が可能になったほか、

頃から涵養する視野の広さと好奇心の旺盛さであ

定量評価のみでなく、数値化の困難な項目について

る」と学んだ。

も評価対象に加えるなど、様々な工夫が施されるよ
うになった。

この資質を磨き、さらに発展させていくには、他
人の仕事にも関心を持ち、積極的に交流し意見交換

また、制度導入時は、新たな試みでもあり職員に

をすることが極めて有効であると思う。上司や先輩

とってあたかも余計な仕事との扱いであったが、現

職員等はもとより、受注業者、異分野の技術者、家

在においては、事業所管部署が最も積極的かつ前向

族等まで含めて、日頃から疑問に思うことや迷って

きに取り組むべき業務であり、住民との円滑なコ

いること等について考えを述べ、意見を聞いてみる

ミュニケーションを確保する上で欠かすことのでき

と良い。意外なところに仕事をうまく進めるための

ないものとなっている。

ヒントがころがっている。

今後、住民の行政に対する意見や需要は、益々多
様化、複雑化し、より丁寧な説明、情報の提供が求
められる。公共事業は、規模、種別に関わらず、全

最後に、自分の、家族の、仲間の健康が第一です。
皆様の益々のご健勝とご活躍を祈念します。

て現地に即応したオーダーメイドである。
【著者紹介】 熊倉 一臣（くまくら かずおみ）
昭和58年栃木県入庁（土木職）。道路整備課課長補佐（総括）、交通政策課主幹兼課長補佐（総括）、総合スポーツゾーン整備室長、
参事兼真岡土木事務所長、県土整備部次長、県土整備部長を歴任し、令和３年４月から現職。
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会計検査の指摘事例とその解説（107）
は

が

芳 賀
1．はじめに
今月から令和２年度検査報告からの事例を紹介し
ます。令和２年度の工事関係の指摘はコロナ禍にも
かかわらず、件数、金額ともに昨年度の報告を上回
りました。ただ、設備関係の耐震に係る指摘が半数
近くを占めている状況です。今後、土木や建築の分
野とも合わせながら順次紹介しますので宜しくお願
い致します。今回は、トンネルの濁水処理工費につ
いての改善処置済み事項を紹介します。

2．濁水処理工を経済的な設計に改善
１）トンネル工事における濁水処理工の概要
⑴トンネル工事の概要
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
（以下「機構」という。）は北海道新幹線（新函
館北斗・札幌間）、北陸新幹線（金沢・敦賀間）
及び九州新幹線（武雄温泉・長崎間）の建設に当
たり、北海道新幹線建設局、大阪支社（令和３年
４月以降は北陸新幹線建設局）及び九州新幹線建
設局（以下「３支社局」という。）において、トン
ネル工事を多数実施しています。
新幹線鉄道のトンネル工事の多くは、地山の
持 っ て い る 支 持 力 を 最 大 限 に 生 か すNATM
（New Austrian Tunneling Method） に よ り
行われています（図−１）。NATM工法は次のア〜
ウの施工手順で行われ、アの作業を繰り返すこと
によりその施工区間を延ばした後、イ及びウの作
業を順次追いかけるように施工して、施工区間を
延ばしていくこととなっています。
ア トンネル掘削及び吹付コンクリート施工
火薬による発破又は機械を用いてトンネルを
掘削します。掘削及び掘削土の搬出後速やかに、
トンネル掘削面周囲の地山の変形を抑制して短
期的に安定化させるために、掘削面周囲等に吹
付コンクリート等を施工します。
イ インバートコンクリート打設及び中央集水
管等設置

あき

ひこ

昭 彦＊

トンネルの長期的な安定性を維持するために、
トンネル底面にインバートコンクリートを打設
します。その際、トンネル周囲の地山から発生
する湧水を集めてトンネル坑外に排出するため
に、トンネル底面に中央集水管及び横断排水管
を設置します。
ウ 覆工コンクリート打設及び防水シート施工
トンネルの長期的な安定性を維持するために、
トンネル周囲面に覆工コンクリートを打設しま
す。その際、トンネル周囲の地山から発生する
湧水がトンネル内に浸入することを防ぐために、
覆工コンクリートと吹付コンクリートとの間に
防水シートを施工します。
トンネル完成後に発生する湧水は、ウの防水
シートの外側で導水されてイの横断排水管を通じ
て中央集水管に集められ、トンネル坑外に排出さ
れた後、基本的にそのまま河川等に放流されます。
吹付コンクリート

覆工コンクリート
防水シート
インバートコンクリート
横断排水管 底面

中央集水管

図−１

トンネル施工断面図

⑵ 濁水処理工の設計
NATM工法によるトンネル工事では、地山か
ら発生する湧水に、掘削土砂や工事で発生する粉
じんが混ざることにより、濁水となります。機構
は、濁水を仮設の排水管等を通じて坑外に排出し、
水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）等に
基づく排出基準値以下となるように、濁水処理工

＊元会計検査院農林水産検査第４課長
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として濁度処理及び中和処理を行ってから河川等
に放流しています。
上記の濁水処理工は濁水処理設備等を用いて実
施されます。濁水処理設備は、濁度処理のための
凝集沈殿分離槽等、中和処理のための中和・計測
設備から構成され、機構制定の「土木関係積算標
準・積算要領」において、それぞれの設備の処理
能力（30㎥／h〜360㎥／h）の規格ごとに１日
当たりの機械損料等が定められており、処理能力
が高いほど機械損料等も高くなっています。
設計・積算を行うに当たっての濁水処理設備の
規格の選定については、機構制定の「（山岳トン
ネル）濁水処理設備設計・積算マニュアル（案）」
（平成８年１月制定、29年８月最終改正。以下
「マニュアル」という。）によれば、当初契約時
は処理能力30㎥／hのものを標準とし、トンネル
の掘削に比例して湧水量が増加することを前提と
して、湧水量が当該処理能力を超えることが見込
まれた場合に増設を行うこととされています。ま
た、その際、湧水量の実態に合わせて、機械損料
と設置・撤去費の総額が経済的となるように検討
することとされています。
そして、３支社局は、マニュアルに基づき、当
初契約時は処理能力30㎥／hの濁水処理設備で工
事を実施することとした上で、現場の状況を踏ま
えつつ、処理すべき濁水量が処理能力の上限に達
する見込みとなる都度、上記各規格の濁水処理設
備を組み合わせて処理能力を高めるよう設計変更
を行っています。
⑶ 清濁分離の概要
マニュアルによれば、トンネル周囲から発生す
る湧水を濁水と分離（以下「清濁分離」といい、
濁水と分離された湧水を「清水」という。）する
ことで、清水はそのまま又は中和処理を行うこと
のみで放流できることになり、処理すべき濁水量
が減って大幅なコスト縮減になることから、湧水
量が多い場合（通常120㎥／h超）は極力清濁分
離に努めることとされています（図−２）
。
機構によると、清濁分離の方法には、次の二つ
があるとしています。
ア トンネル掘削中に掘削面周囲のボーリング
孔等から発生する湧水を、掘削土砂等と触れ
る前に排水管に接続し、清水としてトンネル
坑外に排出する方法（以下「掘削面周囲にお
ける清濁分離」という。）
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湧

水

掘削土砂等

濁

水

清

水

濁 ○濁度処理
水
凝集沈殿分離槽等
処
理
設
備 ○中和処理
中和・計測設備

排出基準値以下であることを確認して、
河川等に放流

図−２

濁水及び清水に対する処理の概念図

イ 覆工コンクリート打設区間において発生す
る湧水は、掘削土砂等と触れることなく防水
シートの外側で導水されて横断排水管を通じ
て中央集水管に集まります。この湧水に、同
区間外の掘削面側において発生する湧水が流
入しないよう既存のためますでせき止めるな
どの処置により分離した上で、上記の湧水の
みを清水としてトンネル坑外に排出する方法
（以下
「中央集水管を用いた清濁分離」
という。
）
また、それぞれ実施箇所が異なるため、ア又は
イを選択的に実施するのではなく、両方を実施す
ることもあるとしています（図−３）。
そして、いずれの方法によっても、湧水の一部
を清水として処理することにより濁水量は減るこ
ととなります。この結果、機械損料等が安価なた
め、より経済的となる規格の濁水処理設備をより
長く使用することなどが可能となる場合は、濁水
処理工費の積算額を低減することができます。
ボーリング孔
濁水経路
清水経路
Ⓟ ポンプ

①掘削面周囲における清濁分離
掘削面
Ⓟ

②中央集水管を用いた清濁分離
Ⓟ

濁
水
処
理
設
備

Ⓟ

ためます 水管
ト
央集
リー
延長
、中
ク
ン ート
掘削
ート
コ
ル
リ
シ
ネ
ク
覆工防水
ン
ン
コ
ト
ト

バー

イン

図−３

清濁分離の概念図

２）検査の結果
前記のとおり、マニュアルによれば、湧水が多い
場合は極力清濁分離に努めることとされていますが、
清濁分離の具体的な方法や、清濁分離を実施する場

会計検査情報
合の濁水処理設備の選定方法等については記載され
ていません。
そして、前記清濁分離の方法のうち、掘削面周囲
における清濁分離については、掘削面周囲のボー
リング孔等から多量の湧水が発生する都度、掘削土
砂等と触れる前に清水として排水できるかなどの施
工上の可否や、追加的に必要となる排水管の費用等
を踏まえた経済性を判断していく必要があり、事前
の想定や検討は困難です。一方、中央集水管を用い
た清濁分離については、①機構がNATM工法によ
り行うトンネル工事全てにおいて中央集水管等が設
置され、防水シートが施工されていること、②覆工
コンクリート打設区間外の掘削面側において発生す
る濁水を既存のためますでせき止めるなどの簡易な
処置により分離できること、③覆工コンクリート打
設の開始以降は清水として分離可能な湧水量を実測
しながら実施を検討することができることなどから、
多くの工事において採用し得る方法です。
そこで、濁水処理工の設計に当たり、中央集水管
を用いた清濁分離を実施しているかについてみたと
ころ、検査の対象とした25工事から覆工コンクリー
ト打設が開始されていない３工事を除いた22工事
のうち、９工事については中央集水管を用いた清濁
分離を実施して、処理すべき濁水量を抑制すること
により、経済的な濁水処理設備を選定していました。
一方、残りの13工事（濁水処理工費の積算額計
44億8,167万余円）については、３支社局は、掘削
面周囲における清濁分離について必要に応じて検討
及び実施していたものの、湧水量が120㎥／hを超え、
かつ、覆工コンクリート打設が開始されている時点
においても中央集水管を用いた清濁分離について検
討せずに、覆工コンクリート打設区間において中央
集水管に集まる湧水（清水）を含めて工事期間中の
濁水量を想定するなどしていました。そして、現に
中央集水管を用いた清濁分離を実施していませんで
した。
しかし、掘削面周囲における清濁分離の実施の有
無にかかわらず、中央集水管を用いた清濁分離の実
施は、覆工コンクリート打設区間において発生する
湧水を清水として処理することにより濁水量を減少
させることとなることから、より経済的な規格の濁
水処理設備とすることが可能となる場合には、前記
のとおり濁水処理工費の積算額を低減することがで
きます。
したがって、現地の施工条件等により、濁水量が

どの程度減少するのかを厳密に見込むことは困難で
あるものの、13工事について、中央集水管を用い
た清濁分離を実施することでより少ない濁水量を前
提とした経済的な規格の濁水処理設備とすることを
検討すべきでした。そして、検討の結果、経済性が
見込まれる工事については中央集水管を用いた清濁
分離を実施すべきであったと認められました。
このように、濁水処理工の設計に当たり、中央集
水管を用いた清濁分離を実施することでより経済的
な規格の濁水処理設備とすることを検討していな
かった事態は適切でなく、改善の必要があると認め
られました。
（低減できた濁水処理工費の積算額）
中央集水管を用いた清濁分離を実施していなかっ
た13工事のうち、覆工コンクリート打設が完了し
ていた10工事について、覆工コンクリート打設が
完了した時点の湧水量を用いて、清水として分離可
能な湧水量が覆工打設区間の延長と比例するなどの
一定の仮定を置いて試算しました。この結果、濁水
量が減少しても濁水処理設備の規格を下げることに
ならなかったり、覆工コンクリート打設開始以降に
濁水処理設備の増設がなかったりなどする６工事を
除く４工事（濁水処理工費の積算額計14億572万
余円）については、中央集水管を用いた清濁分離を
実施することにより、濁水処理工費の積算額を計約
8,330万円低減できることとなりました。
３）改善の処置
検査院の指摘に基づき、機構は、３年８月に、同
年度中に予定するマニュアル改正に先行して支社局
に事務連絡を発して、中央集水管を用いた清濁分離
の具体的な方法、これを実施した場合の濁水処理設
備の選定方法等について周知して、当該事務連絡発
出後に行う濁水処理工の設計変更等から適用する処
置を講じました。

3．おわりに
最近は全国的に地震が多いようで心配の種が尽き
ませんが、読者の皆様には年度末を迎えてご多忙の
ことと推察いたします。昨年、10月中旬頃から始
まりました４年次検査は佳境を迎えているようです
が、これから受検予定がある皆様は、過去の指摘事
例や今年次の検査傾向を収集するなどして準備を万
全にしてください。
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事例から学ぶ

現 場 力 の 向上
停電工事中に消防車が緊急出動
消防署へ送る通報装置と切替スイッチがつい

事例の概要
学校の改修工事で電気設備工事を発注しま

ていました。工事発注前に、この装置の存在

した。受変電設備の改修のため、学校が休み

は確認していましたが、停電で火災報知器が

となる休日を選んで工事を実施しました。全

発報するとは全く思いませんでした。

停電を行うと、火災報知器が鳴動したため工
事を中止し、校内における設備の状況確認を

対応策

行いました。しばらくするとサイレンを鳴ら

・停電作業を行う場合は、施設管理者に機器

した消防車が校内に入ってきました。

の動作状況や運用方法等を確認・調査を行
い、リスク軽減を図ることが必要でした。
・煙感知器は煙だけではなくホコリなどにも

原因
今回の原因は、詳細に調べた結果、煙感知

反応してしまう場合があります。工事範囲

器の誤作動でした。学校等の施設は、夜間・

の状況確認を入念に行うことがトラブル防

休日に火災が発生した場合に火災信号を直接

止の第一歩です。

解説図

煙感知器
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建設技術者のための

この一冊

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

［新版］

国土が日本人の
謎を解く
著者：大石 久和
発刊：産経新聞出版
定価：968 円（税込）

平成27年に単行本として発行された、当協

れわれの処し方は、日本人の感性や自然観、社

会大石会長の「国土が日本人の謎を解く」が本

会観そして思考の型をどのように育んできたの

年１月に新書として発行された。

だろうか。

わが国が経済的に競争しているヨーロッパ中

本書では、日本人が長い歴史の中で国土の自

心部、北アメリカ、中国の平原部と比べると、

然条件から得た経験を他国と比較し、「日本人」

彼らにはない厳しい自然条件がわれわれには与

について解き明かされている。

えられている。複雑で長い海岸線、細長い弓状

さらに、新版の序文では、コロナ禍に対して、

列島、四島に分かれた国土の主要部分、縦貫す

世界各国と同じような強制的な都市封鎖ができ

る脊梁山脈、不安定な地質、狭く少ない平野、

ないことについて、国土の視点から論じられて

軟弱地盤上の都市、大地震、集中豪雨、強風、

いる。

豪雪などである。そして、このような自然条件

この度の新版の発行を機に、本書を読んで、

の国土で、地震や風水害、飢饉などによって愛

日本人の強みと弱みとは何か、それらはどのよ

する者を失ってきた歴史がある。

うにしてもたらされてきたのか、失われてきた

このような国土のもつ自然条件や国土の上で
経験してきた自然災害、飢饉やそれに対するわ

「日本人」を取り戻すにはどうすればよいのか、
改めて考えてみてはいかがだろうか。

主な内容
序章 「日本人」は何を経験し何を経験しなかったか

第５章

なぜ日本人は中国人とここまで違うのか

第１章

歴史を動かした国土と災害・飢饉

第６章

なぜ日本人には長期戦略がないと言われるか

第２章

なぜ「日本人」は生まれたのか

第７章 な
 ぜ日本人はグローバル化の中で彷徨っているか

第３章

なぜ日本人は世界の残酷さを理解できないか

おわりに

第４章

なぜ日本人は権力を嫌うのか

日本人の強みは集団力
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地区連の頁

東

北

−東北地方整備局−

ダム群初“北上川上流総合開発ダム群”が選奨土木遺産に認定
1．はじめに
昭和16年に、物部長穂博士の提唱する河水統制
思想に基づき、
北上川上流に５つのダム（田瀬ダム・

①田瀬ダム
完成年月

昭和29年10月（67年目）

土木的特徴

国内初の高圧スライドゲート採用、

石淵ダム（胆沢ダムとして再開発）
・湯田ダム・

国内初のAEコンクリートの採用

四十四田ダム・御所ダム）による洪水防止と北上川

②湯田ダム

流域の高度開発を目的とした、我が国初の水系一貫

完成年月

昭和39年11月（57年目）

による治水及び流域開発計画として「北上川上流改

土木的特徴

国内初の圧着方式オリフィスゲー

修計画」
が策定された。なお、
「北上川上流改修計画」
が策定されてから令和３年で、80年の節目の年で
もある。
令和３年度、
「北上川上流総合開発ダム群」が、

ト・フリップバケットの採用
③四十四田ダム
完成年月

昭和43年10月（53年目）

土木的特徴

土木として初めてドラム型重液選

ダム群として初めて土木学会選奨土木遺産に認定さ

別を採用し不良骨材を除去、複合

れたので、紹介するものである。

ダム形式を採用
④御所ダム
完成年月

昭和56年10月（40年目）

土木的特徴

複合ダム形式を採用

⑤石淵ダム（平成25年11月、胆沢ダムに継承）
完成年月

昭和28年６月（68年目）

土木的特徴

国内初のロックフィルダム

3．おわりに
これまで、ダム建設、ダム管理に携わった方々、
そして常日頃から、ダムへのご理解とご支援を賜っ
認定された北上川上流ダム群

2．北上川上流ダム群の歴史的な意義
「北上川上流改修計画」が策定されて間もなく、

ている地元市町の皆様に対して、紙面をお借りし、
お礼申し上げると共に、今後も、選奨土木遺産の認
定が地域振興に活かせるよう、地域と一緒に努めて
参りたい。

昭和22年のカスリン台風、翌年のアイオン台風の
大洪水被害を契機として改修計画の見直しが行われ、
同28年に全国に先駆けて流域開発を目的とした「北上
川特定地域総合開発（Kitakami Valley Authority）
」
が「特定地域総合開発事業」の第１号として閣議決
定された。この北上川の治水と流域開発計画は、我
が国にとって大規模流域総合開発の先鞭となるもの
で、この事業の中心となったのが、北上川上流の５
つのダムである。
５つのダムは、土木技術の面でも国内初となる多
くの技術を採用している。
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選奨土木遺産認定書授与式

国土交通省 東北地方整備局 北上川ダム統合管理事務所
副所長

さいとう きよ み

齋藤 清見

地区連の頁

東

北

−青森市−

流・融雪溝の整備
1．はじめに

部の住宅地である佃地区の整備を進めている。

本市は、人口30万人規模の都市としては、国内

また、これまでは、流・融雪溝の整備は１地区ご

はもとより世界でも有数の多雪都市であり、県庁所

とに進めてきたが、整備を加速するため２地区並行

在地としては全国で唯一、市全域が特別豪雪地帯に

して整備を進めることとし、今年度から青森駅西側

指定されている豪雪都市であり、市民の雪処理への

の住宅地である篠田地区の工事にも着手している。

関心が高く、冬期間の安全・安心のための雪対策の
充実が求められている。

4．佃地区融流雪溝整備事業

本市では、市民・行政のパートナーシップのもと
で雪対策を推進するため、市民が自主的に雪を処理
することができる流・融雪溝の整備を進めている。

事業概要
整備延長

11,115m

標準断面

600×600㎜

対象世帯

770世帯

水

2．流・融雪溝とは
流・融雪溝は、道路脇に設置された側溝内の流水

源

二級河川

取水量

駒込川

0.38㎥ /s

佃地区融流雪溝整備事業は、現在、約50%の整備

で雪を処理する施設である。
一口に「流・融雪溝」といっても、用水などを水

が終了しており、今年度から部分的に供用開始する。

源として、
水の位置エネルギーで雪を下流に流す「流

流・融雪溝は、地域で組織する管理組合で管理・

雪溝」
、温泉廃湯などを水源として、水の熱エネル

運営を行うため、ハード整備のみならず、管理組合

ギーで雪を溶かす「融雪溝」
、河川水などを水源と

の設立、管理・運営などソフト面も重要である。

して、雪をゆっくり溶かしながら流す「融流雪溝」

本事業においても、地域への事業説明を繰り返し、
組合役員や組合員の募集、組合費の収集、規約の策

の３種類がある。
なお、流・融雪溝の整備に当たっては、

定、協定書の締結をし、管理組合を設立し、費用負

①十分な水源が確保できること

担を含む管理・運営を行う。

②地表勾配や流末が確保できること
③地域が自主的に管理組合を組織し、整備後は費
用負担を含む管理・運営を行うこと
を条件としている。

佃地区融流雪溝の供用開始式典
（左）融流雪溝整備前

（右）融流雪溝整備後

3．事業の進捗状況
本市では、平成８年度に技術的に整備が可能な地
区15地区を選定して７地区の整備を完了している。

5．おわりに
流・融雪溝は、整備や運営に多大な労力を必要と
するが、豪雪地帯の青森市にはなくてはならない施
設であり、今後も順次整備を続けていきたい。
青森市 都市整備部 道路建設課

こわたり たか し

小渡 孝志

平成26年度からは、８地区目となる本市の南東
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地区連の頁

東

北

−八戸市−

～出会いと学びのアートファーム～

八戸市美術館の整備

1．はじめに
旧八戸市美術館は、1986年に青森県内初の博物
館法に基づく美術館として開館し、約30年間、地
域に密着した活動を展開してきた。しかしながら、
建物は旧税務署庁舎を全面改装したもので、施設の
老朽化や、魅力的で自由度の高い芸術作品の鑑賞空
間確保など課題が表面化し、長年多くの市民から新
しい美術館の整備が期待されてきた。このような背
景から、2016年に新美術館整備に着手し、2021年
11月３日、旧館からの建替え・新築により新美術
館が開館した。

2．異例ずくめのプロポーザル

設計者選定プロポーザル第二次審査の様子

3．出会いと学びのアートファーム
八戸市美術館は、アートを通した出会いが人を育
み、人の成長がまちを創る「出会いと学びのアート
ファーム」をビジョンに掲げている。これを実現す

当市では、アートが持つ力で市民一人ひとりの感

るため、エントランスとしての役割のみならず、人々

性や創造力を高め、育まれた人々がまちづくりの主

が自由に集い、学び、活動する場としての役割も担

役として活躍する「アートのまちづくり」を推進し

う巨大空間の「ジャイアントルーム」と、より深く

ており、新美術館はその中核拠点として整備するこ

学び、さらに違う専門性に偶然に出会える、それぞ

ととなった。このため、従来型の美術館に捉われな

れに個性がある「個室群」が配置されているのが建

い、これまでにない新しい美術館を市民や行政と一

物の特徴である。従来の「もの」としての美術品展

緒に創り、育てる意欲に溢れる設計者との協働に期

示が中心だった美術館とは異なり、「ひと」が活動

待し、2016年に公募型プロポーザルを実施した。

する空間を大きく確保することで、
「もの」や「こと」

プロポーザルには新進気鋭の設計者も参加できる
よう、専門家で構成する審査委員会の助言を得て進
めるとともに、庁内関係課にも協力を依頼し、参加
条件を大幅に緩和した。その結果、第一次審査には

を生み出す新しいかたちの美術館として、新たな文
化創造と市全体の活性化を図ることを目指している。

4．おわりに

全国から138者もの応募が寄せられた。第二次審査

これまでお力添えをいただいた多くの方々に感謝

は一般公開とし、選ばれた５者が一堂に会する合同

しつつ、美術館の開館は到達点ではなく出発点であ

ディスカッション形式で行うという、当市としては

るとの認識に立ち、今後、様々な方々と一緒にアー

異例ずくめのプロポーザルを実施した。

トを介して種を蒔き、育み、100年後の八戸を創る

審査の結果、西澤徹夫建築事務所・タカバンスタ

活動を展開していきたいと考えている。

ジオ設計共同体（東京都）による、
「八戸ラーニン
グセンター」をコンセプトとする設計案を選定した。
美術館としての造形的な空間や外観に重きを置く提
案が多かった中、最優秀案は、当市で展開されてい
る数々の活動や地域資源、文化を理解し、新美術館
で想定される活動を具体的に一連のプログラムでイ
メージ化したプランとなっており、八戸に建つ美術
館としての必然性と、新しいタイプの美術館として
の可能性を兼ね備えた提案として高く評価された。
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八戸市美術館外観 （写真：阿野太一）

八戸市美術館 副館長

たかもり だいすけ

高森 大輔

地区連の頁
地区連の頁−若手技術者のコーナー

東

北

−山形県−

土木技術者として目指す将来の姿
1．はじめに
私は、令和２年に山形県庁に入庁し、県土整備部

量に恐怖を感じた。幸いダム関係には大きい被害は
なかったが、河川では浸水被害を受けているところ

河川課へ配属となり、ダムを担当している。現在は

が多く、間違いなく甚大な豪雨災害だったと感じた。

ダム関係の予算管理や広報などの業務を中心に行っ

２つ目は、
「最上小国川流水型ダム竣工式」である。

ている。

2．土木技師を目指したきっかけ

最上小国川流水型ダムは山形県最上郡最上町に位置
し、現在は全国で５例目、東北では唯一の水を貯め
ない「流水型ダム」である。入庁後にはじめて足を

私 が 土 木 の 仕 事 に 興 味 を 持 っ た き っ か け は、

運んだダムが最上小国川流水型ダムだったことや、

2011年の東日本大震災である。実際、自分の住ん

竣工式の準備等の打ち合わせに随行する形で何度も

でいたところは停電のみの被害で済んだが、テレビ

訪れたこともあり、特に記憶に残っている。

放送などで見た東北の被害の大きさに、中学生なが

竣工式は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観

らひどくショックを受けたことを覚えている。その

点から最低限の人数の参加だったことや、令和２年

時に、こんな被害が身の回りで起きないように、家

７月豪雨の５日後だったこともあり、通常の竣工式

族やみんなが安心して生活できる「まちづくり」に

よりささやかかと思われたが、調査開始から約30

関わる仕事がしたいと思い、初めて土木に関係する

年の月日を費やしたダムの完成を祝う盛大な式と

仕事に興味を持った。

なった。調査から完成まで数十年かかるダム建設事

その後進学し県外の大学で土木工学について勉強
していくなかで、自分の進路に迷っていたときに、
山形県庁のインターンシップに参加した。職員の方
との座談会や実際の現場も見せていただいて、地域

業の１回しかない貴重な竣工式に関わることが出来
てとても良い経験になった。

4．おわりに

に密着した幅広い仕事が出来ることをとても魅力に

土木技術者としても社会人としても、まだまだ未

感じ、生まれ育った山形に戻って仕事がしたいと公

熟な部分が多く、先輩の皆様から多くのご指導をい

務員を目指して、現在に至っている。

ただきながら、毎日勉強の日々を送っている。

3．新採１年目での貴重な経験
採用が県庁であったことと、コロナ禍であまり現
場に足を運ぶことが出来ていない中であったが、１

今後、自分の現場を持つことや、計画に関わるこ
ともあると思うので、日々の業務はもちろんのこと、
資格の取得等にも積極的に取り組んで、土木技術者
としてのスキルアップ向上に努めていきたい。

年目ではなかなか出来ない貴重な経験が出来たと感
じている。
１つ目は「令和２年７月豪雨」である。その日は
朝から慌ただしく、現場からの電話も多く、職場全
体が緊張感で溢れていた。ダムについても流入量が
増え続け、洪水調節を開始するダムが複数あったこ
ともあり、私には今現場では何が起きているか、こ
れから何が起こるか分からない状況で不安だった。
当時連絡を受けるために一晩中職場に残っていたが、
一向に止まない雨、下がらない水位、減らない流入

ダムの貯砂捕捉施設の建設現場の視察状況

山形県 県土整備部 河川課 技師

やまぐち すず ね

山口 鈴音
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地区連の頁
地区連の頁−若手技術者のコーナー

東

北

−いわき市−

これまでの業務で得られた経験
1．はじめに

減や平準化を図ることで、将来にわたる道路交通

私は平成23年度に福島県いわき市役所に入庁し

ネットワークの安全性と信頼性を確保することを目

て、今年で11年目を迎えた。平成23年度から平成

的として、令和２年度に「いわき市道路構造物長寿

29年度までの７年間は水道局に配属され、平成30

命化修繕計画」を策定した。

年度から現在までは道路管理課に所属している。
本文では、これまでの業務に携わり経験したこと、

これまでの現場経験にはなかった、新しい計画を
策定するまでの一連の流れを経験することができた。

さらには今後の抱負について述べていきたい。

2．これまでの業務
１）水道局での業務
水道局での業務は、主に老朽管更新事業の工事発
注、工事監督及び漏水修理などの維持管理業務を担
当していた。老朽管更新事業は、老朽化した水道管
を取り替えることで、腐食などによる破損、濁り水
の発生及び大規模地震時における漏水を未然に防止
する効果がある。老朽管更新工事の設計では、直営
にて作業することが多いため、現地測量、設計図の

いわき市道路構造物長寿命化修繕計画策定委員会の様子

3．おわりに

作成を一から行った。また、漏水修理については、

これまでの業務にて、インフラ施設の維持管理の

漏水の通報を受けると、まずは現場の漏水状況の確

重要性を認識した。今後、高度経済成長期に建設さ

認をし、２次災害を防止するため、必要に応じて交

れた多くのインフラが、老朽化による損傷が原因で

通規制を行う。次に修理を業者に依頼し、修理材料

重大な事故に繋がることが懸念される。また、人口

の手配が必要となる。また、断水しないと修理でき

減少や少子高齢化に伴い財政状況が厳しくなる状況

ない状況もあるため、断水の計画、広報及び給水車

であるため、維持管理予算の縮減が求められる。こ

による応急給水の判断が必要となる。

のような状況の中、インフラ施設を適切に維持管理

このような現場での作業が多い業務から、現場を

していくことが課題となるため、これまでの経験を

よく把握することの大切さや状況判断力を養うこと

活かしながら、さらに経験を積んで課題解決に向け

ができた。

業務を行っていきたい。

２）道路管理課での業務
道路管理課での業務は、主に道路の重要構造物（橋
梁、トンネル、横断歩道橋、大型カルバート、門型
標識など）の長寿命化事業を担当している。道路の
重要構造物については、平成26年に道路法施行規
則が一部改正されたことにより、５年に１度の近接
目視点検が義務化され、平成30年度に１巡目の点
検が完了した。この点検結果を基に、重要構造物に
ついて予防保全的な修繕などを行い、長寿命化と中
長期的な維持管理・更新に係るトータルコストの縮
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同委員会の様子（執筆者は一番右）

いわき市 土木部 道路管理課 技査

まつもと まさひろ

松本 昌宏

全建 NEWS
機関誌編集委員会の開催
−機関誌編集委員会−

令和３年度谷口功労賞、小沢賞、全建功労賞、
長期会員表彰の推薦

令和４年１月11日（火）、杉中洋一委員長（国土

全建では、建設技術関係者の技術水準の向上に貢

交通省港湾局技術企画課長）をはじめ委員14名の

献したなどの会員等に対して、谷口功労賞・小沢賞・

出席のもと、機関誌編集委員会がWEB会議で開催

全建功労賞・長期会員表彰の各表彰制度を設けてい

されました。

ます。現在、令和３年度各賞候補者の推薦を各地区

委員会では下記の議事が審議され、４月号及び５

連合会や地方協会にお願い（全建功労賞の正式な依

月号の編集計画並びに令和４年度特集テーマ年間予

頼については、２月下旬頃に発出の予定）している

定のうち６月号以降について了承されました。また、

ところです。

「第２特集 グリーン社会の実現」（仮称）を企画す

推薦の期限につきましては、次のとおりです。

ることとなりました。

◦谷口功労賞・小沢賞・長期会員表彰

◦月刊「建設」４月号編集計画
＊特集

３月15日（火）

技術の伝承・技術力の向上にむけて

◦月刊「建設」５月号編集計画
＊特集

◦全建功労賞

３月31日（木）

詳細については、全建ホームページ・地方協会等

地域活性化の推進

事務局のページをご覧ください。

◦令和４年度特集テーマ年間予定について

出題

持駒

和雄

九段

とに。

〔あなたの棋力は？〕

金桂

後手

角

石田

〔ヒント〕
二枚の角は捨てるこ

持駒

〔あなたの棋力は？〕
５分………………初段
（解答は80頁）

馬
歩

先手

〔ヒント〕
手順を間違えると半分生
きられてしまいます。

なし

八段

飛

先

誠

玉

黒

土井

香

出題

５分……………二段
10分……………初段
（解答は80頁）
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Dr.クマの
“健康のヒント”
筋肉を保とう
人の体は皮膚、筋肉、骨、各種臓器などのさまざ

ており、筋肉量の低下はさまざまな病気の危険因子

まな構成物から成り立っている。どれも健康の維持

であるからである。健康な生活のためには筋肉は欠

に必要なもので、全体のバランスが重要なのだが、

かせない。そのためにはまず食事からたんぱく質を

社会の高齢化に伴い、筋肉の重要性が再認識されて

とることだ。高齢の方の中には健康のためにとして

いる。高齢になると筋肉が少なるのはよく知られた

肉類を避ける人もあるが、腎臓病などで制限されて

事実であるが、特に筋肉量が減った状態をサルコペ

いない限り、肉は食べた方が良い。また、適度な運

ニア（サルコ＝筋肉＋ペニア＝減少症）というひと

動も必要である。軽く汗ばむ程度の散歩やラジオ体

つの疾患として扱うようになってきた。握力が弱く

操などはちょうど良い。膝や股関節の病気がある場

なる、歩く速度が遅くなる、よくつまずく、などの

合には重力の負担が軽くなる水中ウォーキングがお

症状がある。私も常に患者さんが診察室に入って来

すすめである。どうせやるなら楽しく筋肉を保とう。

られる際の歩き方には注意している。というのはサ

私も今日の散歩は坂道コースで野鳥を見に行くとす

ルコペニアの患者さんでは感染症や悪性腫瘍などの

るか。

進行が早い、骨折のリスクが高いなどがわかってき



北里大学医学部 教授

熊谷 雄治

ねぇ知ってる？！日本の国土のこと

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

問題
日本の一般国道の路線数はいくつでしょうか？
１．359路線
２．407路線
３．459路線
４．507路線
※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！！

アセットマネジメントの
事例が勉強になったにゃ

１月号の答え

４. 62％
でした。

１．応募締切
月刊「建設」最新号到着からその当該月末日まで
２．解答方法
右
 下のQRコードをご利用いただくか、全建HPの「ねぇ知ってる?!日本の国土のことクイズにチャレンジ！」のバナーを
クリックし、解答してください。なお、ご意見・ご感想・お名前等ご記入下さい。
※タブレットPC、スマートフォンからも解答できますが、従来型の携帯電話からは解答できません。
※管理の都合上、下記問合せ先からのご応募は対応しかねますのでご遠慮ください。
３．当選発表
当選された方にはメールでご連絡させていただきますが、当選者は全建会員の方に限定いたします。
４．問合せ先
一般社団法人全日本建設技術協会事業課 峯脇・中嶋
TEL：03-3585-4546／E-mail：kensetsu@zenken.com
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会員だより

12月号の「諸外国のインフラ情報」の「英国のインフラ部門におけるカー
ボンニュートラルの取り組み」を読みました。世界が脱炭素社会の実現
に向けて大きく動き出している中、日本は何をすべきか、私たちの業務
上何をすべきか、技術者一人一人が考えていかなければないません。最
も大切なのは個人が学び、意識を変えていくことだと思います。

匿名希望（地方整備局勤務、41）

11月号の「特集」の長野県の記事は、ただ道路を整備するだ
けでなく、地域の強みを生かして観光誘客を視野に入れた整備
で、本市としても取り組んでいきたい内容であり、非常に参考
になりました。
匿名希望（市町村勤務、39）

11月号の「特集」の「インフラツーリズムによる地域活性化
の取組」で、インフラツーリズムのモデル地区や各地の紹介を
読んでいると、いろいろなところへ行ってみたくなりました。
コロナが落ち着けばどこから行こうかと楽しみにしています。

岡田孝夫（奈良県勤務、59）

11月号の「災害発生！そのとき」では関東・東北豪雨におけ
る堤防決壊時の初動対応について書かれていて興味深い内容で
した。このような現場対応の事例は参考になると思います。

匿名希望（市町村勤務、47）

「災害発生！そのとき（堤防決壊時の初動対応）」に掲載されて
いる「危機管理の基本は悲観的に準備し楽観的に対処すること」
という言葉は、災害対応をする現場職員にとっては非常に心強
い言葉です。ずっと忘れずに後輩にも伝えていきたいと思いま
す。
匿名希望（市町村勤務、32）

11月号の「後輩技術者に向けたメッセージ」の「公務員技術
者の心構えとスキル」に『自分で測量、構造計算、図面、設計
書を作成』と書いてあり、今の自分の境遇と全く異なり驚きま
した。また現場の状況をリアルに表現されており、このような
記事が読めるのは月刊「建設」ならではと思います。最後の『公
務員技術者に何より必要なのは前向きな姿勢』という言葉は含
蓄に富みます。
匿名希望（市町村勤務、52）

11月号の「事例から学ぶ現場力の向上」を読んで、同じ発注
者側の人間として設計図書の記載に際して、改めて気を引き締
めなきゃなと思いました。

菊地晃司（弘前市勤務、27）

12月号の「特集」で川内川水系での治水施設の整備効果の記
事がよかったです。月刊「建設」で紹介されている全国的な具
体的事例をもとに、自らインターネットで深掘りすることで、
推込分水路のほか、同様に激特事業で整備された曽木の滝分水
路がデザイン性にも優れているということもわかり、とても参
考になりました。
匿名希望（都道府県勤務、53）

12月号の大石会長の「上徳不徳」は、最近世間を騒がせた財
政論に関する内容であり、非常に興味をもって読ませていただ
きました。
匿名希望（市町村勤務、39）

毎月「技術資格試験合格記」を楽しみに読んでいます。12月
号は１級土木施工管理技士の合格体験記で、自分もこれを取得
した頃を思い出し懐かしい気持ちになりました。来月号も楽し
みにしてます。
古賀勇気（市町村勤務、35）
12月号の「公務員技術者の訴訟リスク」の用地交渉過程の具
体的事例は、自分も同様な経験があり、切実かつ身近に潜むリ
スクだと思います。公務員として熱心に取り組むが故に、特に
気をつけなければならないと感じました。

匿名希望（都道府県勤務、56）
12月号の「基礎から学ぶインフラ講座」は、土地区画整理事
業についてでしたが、改めて仕組みや手法、意義を理解できま
した。他の事業についても続けていただけたらありがたいと思
います。
匿名希望（都道府県勤務、47）
12月号の「学ぶ・つなぐ・広げる」を拝読しました。宮崎県
のOB職員による土木技術の継承の取り組みは、非常に参考に
なります。57歳の私には目前の状況なので、在職中に有志を
集めてこの事例の真似をして取り組んでいきたいと思いまし
た。
匿名希望（都道府県勤務、57）
私が所属している協会では、コロナの影響もあり、講習会・現
場研修など十分に実施できていません。12月号の「学ぶ・つ
なぐ・広げる」にあるような意見交換会であれば、少人数での
開催が可能であり、若手技術者の育成に大きく貢献できると思
いました。本協会においても、ベテラン技術者と若手技術者の
意見交換会の開催を検討したいと思います。

西村望（名古屋港管理組合勤務、26）
12月号の「あーきてくと通信」のゼロカーボン社会の実現に
向けた記事を読みました。地球温暖化防止について積極的に取
り組んでいる京都府の職員であるからこそ書くことができる記
事だと思いました。
匿名希望（都道府県勤務、23）
12月号の「ひろば」の令和元年東日本台風関連の記事を読んで、
未来を背負う子供に知識を提供していることに感銘を受けまし
た。実際に現場をみることで、防災の知識も高まるし、職業と
して土木が選択肢の一つになると思います。

堀貴宏（和歌山県勤務、48）
「第679回建設技術講習会（岐阜市）
」に参加しました。「公共
工事と会計検査」では、指摘事例をわかりやすく説明されてお
り、もっと聞きたいと思いました。 匿名希望（市町村勤務）
「第679回建設技術講習会（岐阜市）」の現場研修で犀川遊水地
牛牧樋門・排水機場工事を見学しました。私の勤務している市
でも排水機場工事を行っていますが、ここまで大規模な工事は
見たことなかったので大変勉強になりました。

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77頁）

〈正解〉

〈正解〉
5

4 1
2
3

２三金 ２一玉 ３二馬 同飛 ２二角成
同飛 ３三桂 ３一玉 ４一歩成までの九手詰
め。

黒１のオキから打つ一手。
白２には黒３が急所で、
４と５が見合いとなり白
死です。

〈解説〉

初手はガッチリ頭から ２三金と押える他はな
い。続いて ３二馬から ２二角成の連続した
角捨てが本題の急所。
この手順が発見できれば後は桂打から歩成まで
の平易な追い詰め。

〈失敗〉
3
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黒１から打つのは白２が
好防。以下白６まで半分
生きられ失敗です。

編集後記
2020年12月号から本誌に「学ぶ・つなぐ・広げる」のコーナーを連載しています。これは、
2021年１月号の「編集後記」でご紹介したように「建設技術関係者の連携交流の推進について」
の報告を受けて始めたものです。
１年余の連載で、現場見学会や技術発表会での工夫、経験豊富な先輩から学ぶ取組、女性技
術者の連携、建築系職員や市町村職員の全建への加入を促進し連携交流の裾野を広げる取組な
ど、各地の様々な事例を掲載させていただきました。読者からは「参考にして自分の機関でも
取り組んでいきたい」
「他の機関での取組を読んで励みになった」などの声が寄せられています。
また、これまで各地方協会から本部に「他の機関の事例を知りたい」等のご要望があった際に、
口頭でお伝えすることが多かったのですが、文章化されたものを提供することによって、より
的確にご理解いただくことができるようになってきていると思います。
本号では、静岡県の技術発表会の事例を掲載します。職員による発表会は、多くの機関で行
われていることと思います。発表会は、他の職員の先進的な取組や貴重な経験を多くの人が知
ることができ、異なる部署の技術者と連携交流を深める機会となります。発表者にとって、設
計や工事で課題を解決した工夫等を発表することは、準備の過程で自分自身の業務や技術を見
つめ直すことになり、成長していく貴重な機会となります。
静岡県では、出先機関ごとに発表会を行い、そこで優秀な成績を収めた職員が部全体の発表
会に出場し、更にそこで最優秀賞を受賞した発表者が地方整備局の技術研究発表会に参加する
ということをシステマティックに行われていることが特徴的ではないかと思います。このよう
なステップがあることで、職員にとって、大きな励みになるのではないかと思います。
建設技術関係者の技術力の向上や連携・交流を図っていくことは、全建の活動の大きな柱です。
これからも、皆様のお役に立つ情報を提供できるよう、努めてまいります。 （本部事務局）
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公共工事 と会計検査

公共調達と会計検査
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