2022

Vol.66

特集 災害に強い安全な国土づくり
〜復旧・復興〜

ライフライン途絶下で手書きでグラフを作成し危機に対処
（国土交通省九州地方整備局鶴田ダム管理所）

3

Vo l . 6 6

表紙
写真

ライフライン途絶下で手書きでグラフを作成し危機に対処
（国土交通省九州地方整備局鶴田ダム管理所）

平成18年、記録的な豪雨により、鶴田ダムでは電気、水道、道路
等が途絶しました。非常用電源の燃料をできるだけ温存するため、
管理所内の冷房や照明を停止し、真夏の暑い操作室で
操作用モニターの灯りをたよりに手書きでグラフを作
詳細な
位置図
成しながら、立て続けて襲う危機を乗り越えていきま
した（本号P47～50「平成18年７月災害における鶴田
ダム管理所の対応」より）。

写真提供：国土交通省九州地方整備局
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巻頭言
“Life（いのち）を大切に Life（くらし）も大切に”
「
“強くてしなやかな”静岡」の実現

1．
「自然の宝庫」静岡市

3．浸水対策推進プランの実施

静岡市は、北に南アルプスの3,000m級の高峰

浸水被害の早期軽減を図るため「静岡市浸水対

を擁し、南は最深部約2,500mの駿河湾まで、南

策推進プラン」を策定し、河川・下水道の基幹施

北 に 長 い 地 形 を 有 し て い ま す。 市 域 の う ち 約

設及び公共施設等を利用した貯留浸透施設の整備

76％を森林が占めており、市域の中央部を流れ

に取り組んでいます。

る安倍川、巴川のほか、富士山世界文化遺産の構

現在、第４期計画（令和元〜４年度）を実施し

成資産である「三保松原」を望む「日本平」、白

ており、さらに、近年の集中豪雨に備え、ハザー

雪を冠する富士山を背にした景観が秀逸である

ドマップでの情報提供などにより自助の促進を図

「薩埵峠」を有するなど、自然豊かな地域です。

り、浸水被害の軽減を図っています。

さつ た

2．強靱な社会基盤の実現のために
昭和49年の「七夕豪雨」では、巴川が氾濫し、

また、流出抑制対策として、市民が設置する雨
水貯留浸透施設に対し、一部費用を補助する制度
なども設けています。

さらに清水区由比地域では、大規模な土砂崩れが
発生するなど、市内全域が甚大な被害に見舞われ
てきた地域です。
そこで、
「“強くてしなやかな”静岡」の実現を
理念とし、
「安心・安全をみんなで創る、強くし
なやかで持続可能なまち」を目指した「静岡市国
土強靱化地域計画」を策定、
事業を推進しています。
近年、激甚化する台風や集中豪雨、頻発化する
地震などの自然災害を防ぎ、被害を最小限に留め
るため、事前防災・減災と迅速な復旧復興に資す

河川改修
（清水区平川地地区）

る地域づくりを進めています。
風水害に伴う浸水対策では「静岡市浸水対策推
進プラン」に基づき、人命を守ることを最優先と
した事業等を推進しています。
地震対策では、基幹的交通ネットワーク確保と
して、新東名高速道路など本市への広域的な接続
性を高める大規模社会資本の整備、道路の耐震化、
長寿命化、適切な維持管理等を促進しています。
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広野２号雨水幹線
（駿河区広野地区）

た

静岡市長

なべ

田 辺

のぶ

ひろ

信 宏

4．中部横断自動車道の開通
南海トラフ地震による被害が想定されることか
ら、災害時に広域的な対応を可能にするため、強
靱な広域交通ネットワークの構築が不可欠です。
令和３年８月には中部横断自動車道の静岡−山
梨間が全線開通し、新東名高速道路と中央自動車
道が繋がりました。
「交通ネットワークの形成」
「南北軸強化」
「緊
急輸送道路の確保」によって、大規模災害時にお
いても複数の輸送経路が整備され、国土強靱化に

歌川広重「東海道五拾三次之内（由井・薩埵嶺）
」
保永堂版 静岡市東海道広重美術館蔵

寄与するものと期待しています。

現在の薩埵峠

この由比地区において、風水害、豪雨、南海ト
ラフ地震等による大規模な地すべりを未然防止す
るため、平成17年度から、国による計画的な地
中部横断自動車道全線開通（静岡－山梨間）

5．由比地区地すべり対策事業
清水区由比は、駿河湾に面した風光明媚な地区
で、
「薩埵峠」はその急峻な地形から東の箱根峠

すべり対策事業を実施しています。

6．安全・安心のために
本市では、市民の「いのち」と「くらし」の
“２つのLife”を守っていきたいと考えています。

越え、西の鈴鹿峠越えと並ぶ道中の難所でした。

「“強くてしなやかな”静岡」実現のため、災害

現在は、海岸線に東名高速道路・国道１号・

時に人命・暮らし・経済を守り、これらを支える

JR東海道本線など主要な交通機能が集中してお

重要なインフラの機能を維持できるよう、国、県、

り、日本の東西交通の要衝となっています。

市で連携し、今後も対策を推進していきます。
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巻頭言
防災データのオープン化への期待

1954年、青森と函館間を運航していた洞爺丸

つもりは全くない。しかし、ホームページによる

は台風15号により沈没し、死者と行方不明者は

防災情報ではコントロールされた表示画面の閲覧

1,155名に及んだ。私は函館生まれなので、身近

しかできないのに対して、オープンデータはデー

に船が悪天候に見舞われた話を聞いて育った。現

タを自由に、そして、必要に応じて組み合わせて

在は、気象衛星や気象・雨量レーダがこのような

利用できるものであり、次のような効果が期待で

被害を防いでいる。しかし、観測技術の進歩によっ

きる。

ても、そして、地震とは違って予測がある程度ま

１）生活者や事業者の目線での情報の利用

で可能であるにも係わらず、風水害による人的被

生活者や事業者は、国管理、都道府県管理、市

害はゼロにはなっていない。これに対して、防災

町村管理等の道路を利用し、管理者の異なる河川

データのオープン化が避難等の行動を変容して被

に囲まれて生活していることも多い。それぞれの

害の軽減に役立つことを期待している。

組織が工夫を凝らしたホームページを作った結果、

データのオープン化

的、統合的に利用しにくくなるということが起こ

データのオープン化とは、データをコンピュー

る。データがオープン化されれば、複数の管理者

タで自動的に処理（機械判読）できる形式で、利

のデータをマッシュアップ（組み合わせて利用）

用しやすいルールのもとに提供することを指す。

し、生活者や事業者の目線で情報を利用できる。

国及び地方公共団体は官民データ活用推進基本法

２）生活者や事業者の目線での価値の創造

（平成28年法律第103号）によってオープンデー

常日頃から防災情報にアクセスすることが望ま

タに取り組むことが義務付けられている。そして、

しいと聞くことがある。実現には精神論だけでは

各府省庁にしか提供できず、リアルタイム性を有

なく、仕掛けが重要な役割を果たすのではないだ

するデータは、社会的ニーズが高く積極的な公開

ろうか。防災データ同士の組み合わせだけでなく、

を図るとされている 。

防災以外の日常的に利用するデータ、例えば、交

１）

防災データのオープン化の効果
防災データ、特に観測データは、前述の条件に
合致したデータであるが、オープンデータとして

4

合成の誤謬となってしまって、地域の情報を横断

通機関や商業活動に関するデータと組み合わせる
ことで、生活者や事業者の目線で防災データに対
して新たな価値が創造される可能性が生まれる。
３）シビックテックなど国民の知恵の活用

多くが提供されているとは言えない。防災の部署

2021年７月熱海市土石流災害では、オープン

からは、ホームページを通じて防災情報の提供に

データを利用して多くの知が災害対応に役立てら

十分に努めているとの声が聞こえそうである。各

れた２）。ただし、このようなことを可能にするた

部署がその担当範囲における防災情報の収集や公

めには、普段からデータをオープンにして利用者

表を、責任を持って行っていることに異を唱える

のすそ野を広げ、データに対する理解を深めるこ
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こ

東京電機大学 総合研究所 教授

ばやし

小 林

わたる

亘

とが必要である。

が満載した資料を使った地元説明では難しかった

４）防災情報システムの負荷の軽減

合意形成の達成や災害等の非常時における円滑な

防災情報システムのサーバの負荷が災害時に増
大して、情報の提供に支障を来す事例が数多く発
生している。ユーザのリクエストに対応して表示

活動の助けとなるだろう。

おわりに

画面を生成・提供する方法に比べて、防災データ

人間の行動には種々のバイアスが影響を与え、

を数値データ形式で提供し、他者のサーバ、ある

人間は冷静に考えると合理的でない行動をするこ

いはPCやスマートフォンで可視化することで行

とがある。正確で分かり易いデータが信頼できる

政機関のサーバの負荷を小さくできる。これによ

提供元から開示されることは、合理的で利他的な

り、円滑な情報提供と行政経費の節減が見込める。

行動を促し、防災だけでなく、健全で民主的な社

５
）行政の透明性、信頼感、コミュニケーション

会を維持するために大きな役割を果たす。

力の向上

最後に、防災やインフラに関連するオープン

プログラミングスキルはあっても防災データの

データの取り組みとして、毎年、数多くの有志が

意味を十分に理解しない利用者によって、防災

アーバンデータチャレンジ、土木学会インフラ

データの誤用、ミスリードが生ずることへの懸念

データチャレンジというデータ利用のコンテスト

もあろう。誤用を避けるためにデータをオープン

を開催し、生徒、学生、主婦をはじめとする多く

にしないことも考えられるが、それよりもデータ

の参加者を得ている ３）。興味を持たれた方はイ

を説明する資料のオープン化に力を注ぐことが未

ベントへの参加、視聴をしていただければ幸いで

来を明るくする方法である。また、データのオー

ある。

プン化によって問い合わせが増えて手間がかかる
という懸念もあるかも知れない。企業ではコスト
をかけて苦情を収集することは珍しくなく、企業
に対する信頼感を高めるために重要な役割を果た
している。防災データに興味を持ち、問い合わせ
てくれた利用者を行政の品質を高める顧客と考え
て、一緒に社会的な課題に取り組めたら素晴らし
いのではないだろうか。行政の透明性、信頼感、
そしてコミュニケーション力の向上は、専門用語

＜参考文献＞
１）高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・
官民データ活用推進戦略会議：「オープンデータ基
本指針の概要」、令和３年６月15日
２）例えば、日本経済新聞：
「熱海土石流、３D分析
で究明進む『盛り土』を早期発見 専門家ら、オー
プンデータを活用」、2021年７月11日
３）アーバンデータチャレンジ、
https://urbandata-challenge.jp/
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特集

災害に強い
安全な国土づくり
～復旧・復興～

平成23年３月に未曽有の大被害をもたらした東日本大震
災をはじめ、平成28年熊本地震、平成30年７月豪雨、令和
元年房総半島台風（15号）や東日本台風（19号）などによ
り大きな被害が発生し、令和２年７月豪雨では特に九州で
記録的な大雨となり、令和３年７月の東海地方・関東地方
南部を中心とした大雨では、静岡県熱海市で土石流が発生
したほか、河川の増水や低地の浸水が発生しました。
災害からの地域の復興には、インフラストラクチャーの
早期復旧と復興の活力の源となる拠点・基軸の形成が欠か
すことができません。特に近年の大災害からの復興にあたっ
ては、将来的な発展を見据えた創造的復興が注目されてい
ます。
このような大規模な災害が発生した際には、国土交通省
の緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）が被災状況の迅速
な把握、災害応急対策に対する技術的な支援等をしてきて
います。また、被災した地方公共団体に他の地方公共団体
が職員を派遣するなどの支援が行われてきています。
今号の特集では、
「令和３年の自然災害と国土交通省の災
害対応」を概説するとともに、地方整備局・地方公共団体
における復旧・復興事業の取組事例、被災地を支援する緊
急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の取組事例を紹介します。
特集担当：大坪 祐紀
（国土交通省 水管理・国土保全局 河川計画課
河川情報企画室 企画専門官）
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道路管理者・鉄道事業者等で調整し、早期に運行再開
したJR高山本線（本号Ｐ12〜14「令和２年７月豪雨国
道41号災害復旧より）
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23

平成30年７月豪雨災害における住まいの再建

26

大型浚渫兼油回収船と海洋環境整備船における取り組み
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岩手県の漁港等における東日本大震災津波からの復旧・復興状況 32
令和３年７月１日からの大雨におけるTEC-FORCE活動

35
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特集 災害に強い安全な国土づくり〜復旧・復興〜

令和３年の自然災害と国土交通省の災害対応
〜被災地域の早期復旧にむけた国土交通省の対応〜
どうたに

道谷

けん た ろう

健太郎＊

令和３年は、福島県沖を震源とする地震をはじめ各地で大きな地震が発生した一方で、７月、８月には
台風や停滞する前線等の影響により全国各地で河川の氾濫や土砂災害が発生した。本稿では令和３年の主
な自然災害の概要と、初動対応を中心とする国土交通省における対応について紹介する。

1．はじめに

対処するための特別の財政援助等に関する法律に基

令和３年に発生した災害により、多くの尊い命が
奪われるとともに、被災地域の住民の生活にも大き
な打撃がもたらされた。
令和３年の自然災害により、公共土木施設につい

づく激甚災害として指定された。

2．令和３年の主な災害
以下に、令和３年に発生した主な災害について紹

ては全国で9,804箇所、２千６百億円にのぼる被害

介する。

が発生した（令和４年１月31日時点）。

１）１月の大雪

特に被害が甚大であった７月前半の大雨をはじめ

１月７日から11日にかけて、北日本から西日本

とする災害については、
「令和三年五月十一日から

にかけての日本海側を中心に断続的に強い雪が降り、

七月十四日までの間の豪雨による災害」として、ま

普段雪の少ない九州や四国などでも積雪となったと

た令和３年８月の大雨をはじめとする災害について

ころがあった。北陸地方を中心に７日から９日にか

は、「令和三年八月七日から同月二十三日までの間

けて発達した雪雲が流れ込み続けたため、３時間に

の暴風雨及び豪雨による災害」として、激甚災害に

20センチを超える顕著な降雪量を観測し、新潟県
高田では９日に24時間降雪量103センチを観測し、
観測史上１位の記録を更新した。

10
（

大雪により高速道路18路線21区間で通行止めが
50

）

5

生じたほか、鉄道では11事業者43路線で運転見合
わせとなるなど、交通に大きな影響が生じた。

令和

図−１

令和３年に発生した主な自然災害

＊国土交通省 水管理・国土保全局 防災課 企画係長
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写真−１

国道８号 車両滞留（富山県富山市）

２）福島県沖を震源とする地震

⑵ 西日本における被害

２月13日、福島県沖を震源とするM7.3の地震が

７月７日から８日は、中国地方を中心に日降水

発生し、宮城県、福島県において震度６強が観測さ

量が300ミリを超える大雨となった。また、９日

れた。この地震により、負傷者185名の人的被害が

から10日にかけては、鹿児島県北部を中心に線

あった。常磐自動車道で大規模な法面崩落が発生し

状降水帯が発生し、総雨量が500ミリを超える大

通行止めが生じたほか、鉄道については、一時、

雨となった。さらに12日は、１時間降水量の観

11事業者27路線が運転見合わせとなるなど、交通

測史上１位の値を更新するなど、島根県や鳥取県

にも大きな影響をもたらした。

を中心に大雨となった。

３）７月の大雨

鳥取県、島根県、広島県が管理している17水

６月末から７月上旬にかけて、停滞した梅雨前線

系38の河川で氾濫、同じく３県で60件以上の土

の影響により、西日本から東北地方の広い範囲で大

砂災害が発生し、鳥取県倉吉市では、がけ崩れで

雨となった。全国で死者26名、行方不明者２名、

土砂が建物に流れ込んで、負傷者３名の人的被害

負傷者39名という人的被害が発生したほか、住家

が発生した。さらに、鹿児島県の川内川流域では、

の被害3,626棟など甚大な被害が広範囲で発生した。

内水氾濫や県管理河川である支川の氾濫により家

また、全国で30水系64河川で氾濫等による浸水被

屋の損壊や浸水等の被害が発生した。

害が発生し、273件の土砂災害が発生した（令和３
年12月２日時点）。
⑴ 熱海市で発生した土石流災害
７月２日から３日にかけては、東海地方から関
東地方南部を中心に断続的に雨が降り、静岡県の
複数の地点で72時間降水量の観測史上１位の値
を更新するなど記録的な大雨となった。

４）８月の大雨
８月中旬に、西日本から東日本の広い範囲で１週
間以上にわたって大雨となり、広島県で２日連続で
大雨特別警報が発表されたほか、佐賀県、長崎県、
福岡県においても記録的な大雨となった。
これらの大雨により九州から中部の各地で、河川
氾濫等や土砂災害による被害が発生した。六角川を

静 岡 県 熱 海 市 の 逢 初 川 で は、 上 流 部 標 高 約

はじめ、全国で都道府県管理を合わせて29水系88

390m地点で発生した崩壊により、３日に土石流

河川（令和３年12月13日時点）で、河川からの氾

が発生し、甚大な被害をもたらした。土石流の一

濫等の被害が発生した。また、32都府県で413件（令

部は既設砂防堰堤で捕捉されたが、大部分は堰堤

和３年12月13日時点）の土砂災害が発生した。

を乗り越え、住居等を巻き込みながら流下し、新

また鉄道についても中部、中国、九州において、

幹線・国道等を超え、伊豆山港にまで到達した。

橋梁の損壊や土砂流入などの施設被害が発生した。

この土石流により死者26名、行方不明者２名、
負傷者30名の人的被害が生じたほか、周辺の道路、
鉄道、港湾、上下水道、ガスといった社会基盤に
大きな被害が発生した。

写真−３

六角川水系六角川の浸水（佐賀県武雄市）

3．国土交通省の災害への対応
１）TEC-FORCEの活動
TEC-FORCE（国土交通省緊急災害対策派遣隊）
は大規模自然災害時に被災自治体へ派遣され、被災
写真−２

土石流による被害（静岡県熱海市）

状況の把握、被害の拡大の防止、被災地の早期復旧
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等に関する技術的な支援を行っている。

況調査を行うとともに、渓流の最上流部等への監

隊員は各地方整備局等の職員を中心に、地方運輸

視カメラ設置による監視体制強化を支援し、警察・

局、気象庁、研究機関、地方航空局、国土地理院など、

消防・自衛隊が進める救助活動の側方支援に取り

国土交通省の様々な機関の職員で構成されている。

組んだ。また、土砂災害や浸水被害が多発した島

⑴ 地震への対応

根県雲南市、飯南町では、一日あたり最大44名

国土交通省では、福島沖を震源とする地震に対

の体制で約350箇所の被災状況調査を実施した。

し、３県21市町村へのリエゾン派遣、防災ヘリ

また、８月の大雨において、国土交通省では、

コプター３機による広域調査、福島県相馬市の道

関東、北陸、中部、中国、四国、九州の20県27

路及び公共建築物の被災状況調査を実施した。ま

市町に対しのべ600人を超えるTEC-FORCEを

た、深夜に発生した千葉県北西部を震源とする地

派遣し、排水ポンプ車による緊急排水活動や防災

震の際には、発災直後から東京都、東京都足立区、

ヘリコプターによる広域的な被災状況調査等を実

埼玉県、埼玉県川口市・宮代町にリエゾンを派遣

施した。令和元年８月に続いて浸水被害が発生し

し関係自治体との連絡体制を確保しつつ、翌朝に

た国管理の六角川では、排水ポンプ車12台体制

は関東地方整備局の防災ヘリを出動させて被災状

で浸水排除を行ったほか、ドローンや防災ヘリコ

況調査を実施した。

プターによる浸水範囲の調査等を実施した。大雨

令和３年は７月、８月に台風や停滞する前線の

特別警報が発表され浸水被害や土砂災害が多発し

影響により全国各地で大雨となり、河川の氾濫や

た広島県北広島市では、一日あたり最大で24名

土砂災害等が発生した。

の体制で約130箇所の被災状況調査を実施するな

⑵ 風水害への対応
７月の大雨において、国土交通省では、中部、
中国、九州地方の14県20市町村に対し、リエゾン
や被災状況調査班等、のべ１千人を超えるTECFORCEを派遣した。特に、大規模な土石流が発
生した静岡県熱海市では、ドローンによる被災状
防災ヘリコプターによる広域被災状況調査
（九州地方整備局管内）

写真−６

写真−４

ドローンによる被災状況調査（静岡県熱海市）
写真−７

写真−５

10

照明車により24時間で不安定土砂を監視
（静岡県熱海市）
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排水ポンプ車による浸水排除（佐賀県大町町）

写真−８

河川の被災状況調査（広島県北広島市）

公共団体からの要請に基づいて、迅速な災害申請
に向けた技術的支援や助言を行う「災害復旧技術
専門家」を公益社団法人全国防災協会より現地に
派遣している（災害復旧技術専門家派遣制度）。
令和３年は７月の大雨により被災した鹿児島県さ
つま町からの要請を受け災害復旧技術専門家が現
地に派遣され、災害復旧工法についての助言等を
実施した。
⑶ 大規模災害時における査定方針
政府の激甚災害指定の見込みが公表された時点
で、事前にルール化した災害査定の効率化の内容
を速やかに実施する、大規模災害時における査定
方針を、平成29年災から運用しており、令和３
年に発生した災害の復旧においてもこの事前ルー
写真−９

現地調査を効率化するTECアプリの試行

ルが適用された。具体的には、机上査定上限額（原

ど、各地で活動を行った。

則300万円未満）の引き上げ、採択保留額（原則

⑶ デジタル技術による迅速な状況把握

４億円未満）の引き上げ、設計図書の簡素化につ

７月、
８月の大雨における活動では、オンライン
で の 被 災 状 況 の 集 約 な ど を 可 能 と す るiTEC

いて、事前ルール化している。
３） 被災者の生活と生業の再建に向けた対策パッ

（TEC-FORCE用アプリ）を現地の被災状況調

ケージ

査に試験的に導入した。iTECの活用により、現

政府は、令和３年７月１日からの大雨について、

地の情報をスマートフォンから地方整備局や本省

被災者の生活と生業の再建に向けて、被災地のニー

の対策本部に即時に共有可能となり、活動の効率

ズや地域ごとの特性を踏まえながら、緊急に対応す

化や調査結果の共有の迅速化といった効果を発揮

べき施策を「令和３年７月１日からの大雨に係る支

し、災害対応にデジタル技術が有効であることが

援策」として令和３年７月30日にとりまとめた。

実証された。

国土交通省においては、公共土木施設等の災害復旧

２）災害復旧の迅速な実施に向けた取組
⑴ 本省災害査定官の現地派遣による災害緊急調査
災害緊急調査は、災害査定官が被災箇所の現地
に赴き、災害復旧の迅速化に向け、災害査定の進
め方、復旧方針・工法決定に向けた技術的指導や

等をはじめ、災害廃棄物の処理、住宅再建、復興ま
ちづくり等の取り組みを進めている。

4．おわりに
本稿では令和３年の主な自然災害に関する概要と、

助言等を行う。これにより、災害申請の際、職員

初動対応を中心とする国土交通省における対応につ

の少ない自治体や災害経験の少ない自治体におい

いて紹介した。

て、特に事務労力の軽減や準備期間の短縮に資す

引き続き、被災地の一日も早い復旧に向けた取り

ることとなる。令和３年においても要請のあった

組みを進めていくとともに、激甚化・頻発化する大

鹿児島県、静岡県、長野県３県に対し、本省災害

規 模 自 然 災 害 に 迅 速 に 対 応 で き る よ う、TEC-

査定官を派遣し、査定前着工の指導や復旧工法の

FORCEの体制・機能の拡充や初動対応能力の更な

助言等を行った。

る向上、被災自治体への支援策の周知等、平時から

⑵ 災害復旧技術専門家の派遣

取り組みを進めてまいりたい。

国土交通省では、自然災害が発生した際、地方
【著者紹介】 道谷 健太郎（どうたに けんたろう）
平成29年富山県立大学大学院工学研究科環境工学専攻博士前期課程修了。国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所工務課、同荒川
上流河川事務所計画課、同調査課を経て現職。
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特集 災害に強い安全な国土づくり〜復旧・復興〜

令和２年７月豪雨 国道41号災害復旧
〜500mにおよぶ道路崩落からの復旧〜
かわ

むら

ひろ

川 村

あき

浩 彰＊

令和２年７月豪雨により下呂市小坂町門坂地区において高山国道事務所が管理する国道41号の道路崩落
が発生し、隣接するJR高山本線も被災したため地域の交通が完全に途絶した。本稿は関係者の協力によ
り早期に鉄道、道路の復旧を果たした内容を紹介する。

1．当該地域

2．災害時の気象概要

岐阜県北部に位置する飛騨地方は高山市、飛騨市、

岐阜県内では令和２年７月３日から前線の北上に

下呂市、大野郡白川村からなり、その中心部を南北

より連続した降雨が続いた。特に７月３日から８日

に貫く国道41号は名古屋から富山を結ぶ主要幹線

９：00にかけての連続雨量は、下呂市萩原観測所

道路である。沿線には古い町並み、奥飛騨温泉郷、

で739.5㎜となり、木曽川水系飛騨川の水位は下呂

高山祭り、下呂温泉など国内有数の観光資源が所在

市萩原町の上呂観測所で観測史上最大の7.76m（氾

するとともに、地域の生活道路としても重要な役割

濫危険水位5.40m）を記録した。

を担っている路線である。

上呂水位観測所（木曽川水系飛騨川）
水位（m）

9.00

最高水位 7.76 ｍ 7月8日2：30

8.00
7.00
6.00
5.00
4.00

河川水位

3.00

氾濫危険水位 5.4 ｍ

2.00

避難判断水位 5.1 ｍ

1.00

氾濫注意水位 4.5 ｍ

図−２

7/8 16:00

7/8 0:00

7/7 16:00

7/7 8:00

7/7 0:00

7/6 16:00

7/6 8:00

7/6 0:00

下呂市小坂町門坂

7/8 8:00

水防団待機水位 3.9 ｍ

0.00

飛騨川の水位（出典 岐阜県HP）

3．被災状況
全国各地に甚大な被害をもたらした令和２年７月
豪雨により、岐阜県内でも人的・住宅被害、停電な
どが多数発生した。
高山国道事務所が管理する国道41号においても
事前雨量通行規制を実施しており、また土砂流出、
法面崩落、道路施設損傷や飛騨川の水位上昇に伴う
冠水などの事象により、管内の至ところで大小20
図−１

道路崩落箇所 位置図

＊国土交通省 中部地方整備局 高山国道事務所 副所長
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箇所以上の通行不能箇所が発生していた。

大きく陥没した。これがこの大規模な崩落の始まり
であった。一般車両や職員が巻き込まれなかったこ
とは不幸中の幸いであった。

写真－１

国道41号

被災状況

その中でも岐阜県下呂市小坂町門坂地区では飛騨
川に接する国道41号が約500mにわたり崩落し、道
路の機能を失った。さらに、併走するJR高山本線
も鉄道擁壁基礎部が不安定となり運休となった。
道路崩落 約500m

写真−４

道路崩落 初期

5．復旧対応
１）下がらない水位
高山国道事務所では災害復旧に向けて、地域の建
設会社が組織する一般社団法人防災対策協議会、建
設コンサルタンツ協会などと災害時の協定に基づき、
応急復旧に着手した。断続的に降り続く雨とダムの
放流も相まって水位は高い状態のままで、工事用進
入路の構築のために投入した土がそのまま流される
ような状況が続いた。そこで新たな浸食を防ぐため
の流出防止対策として、近隣河川事務所の支援によ
り水制工（波消しブロック）や大型土嚢を河川内の

写真−２

道路崩落 全体

JR高山本線
国道41号

道路脇に大量に投入した。
２）早期の地域交通復旧に向けて
国道41号の崩落とともにJR高山本線も運休した
ことで、高山〜下呂間の地域交通が完全に遮断され
た。この状況に対し、道路管理者・鉄道事業者・関
係自治体で構成する「国道41号・JR高山本線復旧
調整会議」を設置し、緊急対策を検討した。その結
果国道側に比べ、鉄道側の被害が比較的小規模で
あったことから、地域交通の早期復旧を目標にJR高

写真−３

道路崩落 近景

4．道路崩落のはじまり

山本線を最優先で復旧する方針を関係者で合意した。
鉄道擁壁の安定化対策として、崩落した国道41
号の一部を作業ヤードとして活用し、ファイバー入

７月８日の早朝時点で、国道41号の各地で発生

りモルタルの吹付や、空隙部にコンクリートの充填

した災害の影響により、当該箇所でも既に一般車両

を行ったほか、施工時は傾斜計と沈下計により鉄道

の走行はできない状態になっていた。そのような中、

への影響を計測した。このような対応などにより７

他の被災箇所の通行止めを行うために移動中であっ

月23日の始発列車から運行を再開し、16日ぶりに

た職員が、当該箇所を車で通過しようとした際に、

地域交通の途絶を解消した。

センターライン上の亀裂を発見した。状況把握のた
め、下車し確認を行っていたところ、後方の路面が

月刊「建設」22-03
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後の変状を測定するための監視装置の設置などを行
い、供用後の安全確認を行った。また供用後の水位
上昇、地震、路面変状等の事象で危険と判断された
場合の通行規制のオペレーションを設定し、８月
17日にようやく片側通行を開始することができた。
写真－５

モルタル吹付

写真－６

鉄道運行再開

３）国道の復旧

崩落から約40日経過後の供用であった。
10月14日には本復旧工事に着手。新しいもたれ

学識経験者の意見も踏まえ河川管理者と調整を図

式擁壁は被災前より厚く、河床の岩盤に定着させる

り、施工業者とはweb会議にて国道の復旧状況を

など機能向上を図り、令和３年７月28日に２車線

確認し課題を検討する日々が続いた。現場は河川内

での供用を果たした。

に仮締め切りをつくるために多くの重機を投入、
24時間体制で施工を続けた。
そして、ようやく河川の水位も下がり瀬替えと工
事用道路が上下流で繋がった頃、７月25日からの
まとまった降雨により河川水位が再び上昇し、概成
していた河川内の工事用道路が流出するアクシデン
トが発生した。
このため、工事用道路を再度構築することが必要
になるなど、河川内の作業は進まない状況ではあっ

写真−８

令和２年８月17日 開通（片側交互通行）

たが、現場では作業再開後に大量の大型土嚢が必要
となることから、仮置き場で作り置きを始めたほか、
夜間も作業が継続できるように設計図を３次元化し
ICT建機（MCブルドーザー）を手配するなど、この
時期から工程短縮を図るための様々な工夫を始めた。
水位が低下した７月31日からは河川内の作業を
再開し、前述した様々な工夫に加え、流出した工事
用道路の復旧と瀬替えには超大型の重機を追加投入
するなど施工速度の向上に努めた。

写真−９

令和３年７月28日 本復旧完了

6．おわりに
今回の災害復旧工事では出水期での施工であった
ため増水によって工事用道路が流出するなど、多く
の手戻りもあり従事した現場作業員の疲弊はとても
大きかった。しかし24時間施工により多大なご迷
惑をかけた地域の住民から、復旧に係わる関係者に
暖かい応援メッセージをいただくなど、地域のご理

写真−７

使用したICT建設機械と超大型重機

長い梅雨が明けたのは８月１日であった。

解とご協力が大きな心の支えとなった。
鉄道事業者、関係自治体、学識経験者、国土技術

８月に入ると天候にも恵まれ、予想以上の速度で

政策総合研究所、土木研究所、中部地方整備局、他

河川内の工事用道路を構築した。休日に資材供給を

事務所など多方面からの支援と、地元工事業者、設

頂く協力もあり、８月12日には舗装や置きガード

計コンサルが連携し、一つのチームとして常にたゆ

レールの設置まで辿り着いた。さらに路面下空洞調

まぬ努力を積み重ねたことが早期の復旧につながっ

査や積載したダンプトラックによる走行試験、供用

たのだと思う。

【著者紹介】 川村 浩彰（かわむら ひろあき）
昭和36年生まれ。名城大学理工学部土木工学科卒業後、昭和59年建設省入省。高山国道事務所計画係長、愛知国道事務所建設専門官、浜
松河川国道工務第二課長、名四国道事務所事業対策官等を経て令和２年度より現職。
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特集 災害に強い安全な国土づくり〜復旧・復興〜

縦軸をつなぐ横軸 ラダー型防災道路ネットワーク
〜みやぎ県北高速幹線道路の整備事例〜
もり

とし

森

や

俊 哉＊

宮城県は、東日本大震災の教訓から「ラダー（はしご）型防災道路ネットワーク」として、あらゆる災
害に備えた複数ルート・代替機能を持つ道路網の整備を進めている。本稿では、はしごの横軸にあたる
「みやぎ県北高速幹線道路」の整備事例を紹介する。

1．はじめに

2．事業概要

東日本大震災の巨大津波は、太平洋沿岸各地に壊

みやぎ県北高速

滅的な被害をもたらし、道路は至るところで分断さ

幹線道路は、宮城

れた。震災初動期、救命・救援ルートの確保に向け

県北部において東

」が展開された。

北道と三陸道を結

県は、東日本大震災の教訓から「ラダー型防災道

ぶ 延 長 約24 ㎞ の

」の整備に取り組んでおり、そ

地域高規格道路で

の一翼を担うみやぎ県北高速幹線道路は、はしごの

あり、東日本大震

縦軸である東北縦貫自動車道（以下、東北道）と三

災からの復興に向

陸縦貫自動車道（以下、三陸道）をつなぐ横軸の役

けたリーディング

目を果たすものであり、本稿においてその整備事例

プロジェクトに位

を紹介する。

置づけられている。

て道を切り開く「くしの歯作戦

※１

路ネットワーク

※２

図−２

位置図

平成６年12月に地域高規格道路の計画路線に指
定され、平成７年４月の第Ⅰ期工区の整備区間指定
を受け、道路区分第１種第３級、設計速度80㎞/h
として事業着手した。
平成15年５月の「地域高規格道路構造要件の見
直し」を受け、第Ⅱ期工区〜第Ⅳ期工区において、
道路区分第３種第２級、設計速度60㎞/h、一部の
交差点を立体交差から平面交差とすること等、設計
の見直しを行った。
そして、平成23年３月の東日本大震災を契機に、
復興支援道路として加速的に整備を進め、第Ⅱ期（中
田工区）を平成30年12月に、第Ⅳ期（築館工区）
を令和元年６月に、第Ⅲ期（佐沼工区）を令和３年
12月に供用開始し、指定された整備区間が全て開
図−１

くしの歯作戦（国土交通省HPより）

通した。

＊宮城県 東部土木事務所 登米地域事務所 道路建設班長
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２）第Ⅱ期（中田工区）
・第
Ⅲ期（佐沼工区）の概要
登米市管内の第Ⅱ期（中田
工区）、第Ⅲ期（佐沼工区）は、
国道398号から登米市市街地
を経て三陸道登米インター
チ ェ ン ジ（ 以 下、IC） へ ア
クセスする工区である。
復興支援道路であることか
ら、一日でも早く整備効果を
発現させるため、構造物が少
図−３

な く、 登 米ICへ の ア ク セ ス

みやぎ県北高速幹線道路全体図

１）第Ⅰ期工区の概要

向上が見込めることなどから、第Ⅱ期（中田工区）

第Ⅰ期工区は平成７年度から事業着手し、平成

を先行整備することとした。第Ⅱ期（中田工区）は

23年11月の全線開通まで、16年余りの期間を要し

本格的な工事着工から約６年、第Ⅲ期（佐沼工区）

ている。

は約９年という、極めて短い期間で供用開始するこ

路線周辺にはラムサール条約の登録湿地「伊豆沼・
内沼」の他、自然環境に恵まれた地域であるため、
環境保全を重視した法面の緑化や、動物類の移動経

とができた。
表−２ 第Ⅱ期（中田工区）
・Ⅲ期（佐沼工区）事業計画諸元
第Ⅱ期（中田工区）

路確保のためのボックスカルバート等の整備を行っ

事業区間

ている。

道路区分

第３種第２級

表−１

第Ⅰ期工区事業計画諸元

事業区間

宮城県栗原市築館萩沢
〜宮城県登米市迫町北方

道路区分

第１種第３級

設計速度

V=80㎞ /h

計画交通量

10,200台/日

延長

L=8.9k㎞

幅員構成

W=12.0m（2.50m＋3.50m×２＋2.50m）

事業費

約240億円

事業期間

平成７年４月28日：整備区間指定
平成23年11月24日：供用開始

設計速度
計画交通量
延長
幅員構成
事業費

写真−１

第Ⅰ期工区伊豆沼インターチェンジ
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V=60㎞ /h
8,200台/日

6,000台/日

L=4.7㎞

L=3.6㎞

W=8.5m（1.00m＋3.25m×２＋1.00m）
約89億円

約186億円

整備区間指定

平成23年11月21日

平成25年５月16日

供用開始

平成30年12月25日

令和３年12月17日

写真−２
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第Ⅲ期（佐沼工区）

宮城県登米市迫町佐 宮城県登米市迫町北
沼〜同中田町宝江
方〜同迫町佐沼

第Ⅱ期（中田工区）中田インターチェンジ

３）第Ⅳ期（築館工区）の概要

間のアクセス時間が短縮される。

栗原市管内の第Ⅳ期（築館工区）は、国道４号築

特に、内陸部と沿岸部の中間に位置する登米市へ

館バイパスから東北道を横過し、第Ⅰ期工区へ繋が

のアクセス時間短縮により、宮城県北の都市間連携

る工区であり、第Ⅱ期（中田工区）、第Ⅲ期（佐沼

が強化され、産業・経済・文化など、さまざまな分

工区）と同様、復興支援道路として、本格的な工事

野への波及効果が期待できる。

着工から約７年で供用開始することができた。
現在、通常事業により東北道へ直接乗入できる
（仮称）栗原ICの整備を進めているところである。

図−５
写真−３
表−４

第Ⅲ期（佐沼工区）紫雲山大橋
第Ⅳ期（築館工区）事業計画諸元

主要都市間のアクセス時間

２）地域産業の支援
みやぎ県北高速幹線道路沿線地域においては、自
動車関連産業をはじめとして様々な企業立地が進ん

事業区間

宮城県栗原市志波姫南堀口
〜宮城県栗原市築館萩沢

道路区分

第３種第２級

設計速度

V=60㎞ /h

計画交通量

9,000台/日

延長

L=1.7㎞

況であり、
「みやぎ県北高速幹線道路」の供用により、

幅員構成

W=8.5m（1.00m＋3.25m×２＋1.00m）

事業費

約69億円

さらなる企業立地が期待される。

事業期間

平成25年５月16日：整備区間指定
令和元年６月９日：供用開始

でいる。
本県においては、高速道路のインターチェンジへ
のアクセスの良好な地域への進出が目立っている状

写真−４ 第Ⅳ期（築館工区）国道４号築館バイパス接続部

3．みやぎ県北高速幹線道路の整備効果
１）主要都市間のアクセス時間短縮

図−６

宮城県内の主な企業立地状況

みやぎ県北高速幹線道路の整備により、主要都市

月刊「建設」22-03
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３）交通渋滞の緩和・交通事故の減少

４）救急医療の支援

登米市東部から東北道へ、西部から三陸道へアク

みやぎ県北高速幹線道路の整備により、登米市役

セスする場合、迫川を横過するという地理的特性も

所から、第三次救急医療機関である「石巻赤十字病

重なり、この通過交通のほとんどが登米市市街地を

院」までの収容所要時間は、17分短縮される。

経由せざるを得ない状況にある。
登米市市街地の交通量は、主要地方道築館登米線

また、第Ⅳ期（築館工区）の整備により、栗原中
央病院〜登米市民病院間の所要時間は４分短縮され、

の 登 米 市 迫 町 佐 沼 字 八 幡（ 鹿 ヶ 城 大 橋 ） 付 近 で

一刻を争う救急搬送のみならず医療機関の相互連携

12,553台（12時間・平成27年交通センサス）と非

にも大きな効果が期待できる。

常に多く、このうち849台が大型車である。
第Ⅱ期（中田工区）、第Ⅲ期（佐沼工区）の供用
により通過交通が大きく減少することが想定される
とともに、交通渋滞の緩和や交通事故の減少などへ
の効果が期待できる。
H28事故発生箇所ピンマップ

図−８

救急医療の支援

５）ラダー（はしご）型防災道路ネットワークの構築
東日本大震災では、沿岸部の高速道路が、救助・
救援活動や緊急物資輸送などにおいて大きく貢献し、
「命の道」として重要な役割を果たした。これによ
り、防災面での道路ネットワークの必要性や重要性

H28事故発生箇所ピンマップ

ラダー（はしご）型
防災道路ネットワーク
（横軸）を形成

図−７

登米市中心部の渋滞・事故発生箇所図
図−９ 災害に強い道路
（ラダー型防災道路ネットワーク）
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が改めて認識された。

の一助となることを期待している。

有事において、南北（縦軸）ルートの東北道と三

最後に、用地を提供いただいた地権者の方々、国

陸道が有機的に機能するためには、東西（横軸）ルー

交省、復興庁をはじめとした関係機関の方々、業務

トの「みやぎ県北高速幹線道路」による相互連携が

委託、工事関係者の方々、その他みやぎ県北高速幹

極めて重要であり、災害に強い道路網として大きな

線道路事業に携わった全ての方々に、この場を借り

効果を発揮するものである。

て感謝申し上げたい。
【用語解説】

4．おわりに
第Ⅲ期（佐沼工区）の開通後、地域の方から「登
米ICまで早く行けるようになった」「朝晩の渋滞が
減った」などという声をいただいている。
みやぎ県北高速幹線道路が、登米圏域、栗原圏域
のみならず、石巻、気仙沼圏域を含めた広域連携の

※１く しの歯作戦：内陸部を南北に貫く東北自動車道と国
道４号から、「くしの歯」のように沿岸部に伸びる何本
もの国道を、救命・救援ルート確保に向けて切り開く
作戦のこと（国土交通省HPより）
。
※２ラ ダー型防災道路ネットワーク：宮城県の高規格道路
をラダー（はしご）に見立て、縦軸（東北道、三陸道等）
と横軸（みやぎ県北高速幹線道路、仙台北部道路、仙
台南部道路等）を相互連携させ、あらゆる災害に備え
た複数ルート・代替機能を持つ道路網のこと。

強化、産業振興、文化（観光）交流、地域開発促進
【著者紹介】 森 俊哉（もり としや）
昭和47年生まれ。東北大学大学院工学研究科修了。平成17年宮城県入庁（土木職）。石巻（現東部）土木事務所、気仙沼土木事務所、事業
管理課、土木総務課等を経て現職。

「2021年度建設系公務員賠償責任保険制度」中途加入受付中！

どうしますか？!
・インフラの管理瑕疵で･･･ ・入札契約で･･･
◎ １月末日現在の加入者は、 4,551 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 災害に強い安全な国土づくり〜復旧・復興〜

平成30年７月豪雨により発生した
土砂災害への対応
〜広島西部山系・安芸南部山系における取り組み〜

おお

ち

大 知

ひさ

のり

寿 徳＊

平成30年７月５日から７日の集中豪雨により、広島県では1,242箇所において土砂災害が発生し、87名
の命が奪われた。この甚大な被害が発生した土砂災害直後からのTEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）
や応急対策等、国土交通省の対応について紹介する。

1．平成30年７月豪雨の概要

実施し、令和２年８月に全99箇所（国30箇所）の

１）広島市周辺の特徴

整備が完了している。

広島県は、中国山地の南斜面に位置し、全域の約

２）気象概要

70％が山地で占められており、広島市周辺地域で

平成30年６月28日頃から北日本に停滞していた

は花崗岩が広く分布し、風化が進んで崩れやすいマ

梅雨前線は、７月４日にかけ北海道付近に北上した

サ土となっている。

後、翌５日に南下し７日にかけて本州付近に停滞し

土地利用面では、中心市街地への利便性などから

た。この前線へ向かって暖かく湿った空気が流れ込

山裾まで宅地開発が進展している。広島市は
土砂災害警戒区域等の土砂災害のおそれのあ
る箇所が7,787区域（令和３年12月23日現
在）あり、土石流等の発生するおそれのある
箇所と人々の生活の場が近接している箇所が
多くあることから土砂災害が発生しやすい状
況となっている。
近年では、平成11年６月豪雨、平成26年８
月豪雨、平成30年７月豪雨と相次ぐ土砂災害
に見舞われ多くの生命と財産が失われている。
国土交通省では、平成11年６月豪雨災害
を受け、計画的かつ集中的に砂防事業の推進

図−１

近年の土砂災害発生位置

を図るため平成13年度より広島西部山系直
轄砂防事業を実施してきており、平成26年
８月豪雨災害では、国・県・市が連携して特
定緊急砂防事業等により砂防堰堤等の整備を
表−１
事

象

平成11年6月豪雨災害

近年の土砂災害発生状況

土砂災害発生件数 死者・行方不明者数

平成26年8月豪雨災害

平成30年7月豪雨災害

325箇所
166箇所

1,242箇所

32名

77名（関連死含む）
87名

＊国土交通省 中国地方整備局 河川部 河川計画課 課長補佐
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図−２

積算雨量分布図

み、前線の活発な活動が続いたため、西日本を中心

あたり、調査範囲や飛行ルートを決定するため、自

に全国的に広い範囲で大雨となり、広島県内でも総

治体等から提供された情報やJAXAの人工衛星画像

雨量が430㎜に達するなど、各地で観測史を更新す

解析情報、空撮画像等を活用し、迅速かつ的確な状

る記録的な大雨となった。

況確認に繋げた。また被災自治体が抱えている課題

３）被害状況

等について、技術的な視点からアドバイスを行うな

「平成30年７月豪雨」により、広島県内では土石

どの支援を行った。

流609箇所、がけ崩れ632箇所、地すべり１箇所の
計1,242箇所で土砂災害が発生し、この土砂災害に
よる死者数が87名に達するなど甚大な被害をもた
らした。また、呉市や坂町などでは、土石流等によ
り細粒分を多く含む土砂が河川に流入して流下し、
大量の土砂が河道を埋めたため、土砂や泥水が市街
地に氾濫する土砂・洪水氾濫が発生し、ライフライン
等にも深刻な被害をもたらした。

自治体への助言

写真−２

被災状況調査班（砂防班）は７月９日から17日
間で170箇所の調査を実施した。現地調査は土石流
が発生した渓流等を対象に実施し、各自治体に対し
て現地状況に応じた応急対策等のアドバイスを行う
とともに、とりまとめた調査結果は７月20日に広

県道66号線

写真−１

島県へ報告を行った。

土砂・洪水氾濫の状況（呉市天応地区）

2．中国地方整備局の対応
１）TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）
中国地方整備局では、広島県内及び岡山県内の被
災状況調査や被災した自治体の応急復旧を支援する

写真−３

渓流点検状況

また、土砂・洪水氾濫等により道路や市街地に堆

ため、各自治体に対し中国地方整備局のほか北海道、

積した大量の土砂がライフライン等の復旧の妨げと

東北、関東、北陸、中部、近畿、九州の各地方整備

なったため、土砂撤去を支援する高度技術指導班（土

局や本省・国土技術政策総合研究所（国総研）等か

砂撤去支援）を呉市及び坂町に派遣し、現地指導及

ら参集したTEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）

び土砂撤去計画作成等の支援を行った。

延べ6,163人・日が約２ヶ月にわたり多様な支援を
行った。
そのうち、広島県内の広範囲で発生した土砂災害
に対しては、まず概略の被災状況把握を行うととも
に、TEC-FORCE による調査・点検箇所の優先順
位等を決定するため、国総研・土木研究所より派遣
された高度技術指導班（土砂災害専門家）が防災ヘ
リコプターで状況確認を行った。ヘリによる調査に

写真−４

土砂撤去支援状況
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り整備した砂防堰堤の嵩上げや砂防堰堤の追加、土

２）応急対策
中国地方整備局では、広島県知事からの要請を受け、
甚大な被災を受けた広島西部山系及び安芸南部山系

砂・洪水氾濫の防止のため遊砂地等の整備を進めてお
り、令和５年度の完成を目標に事業推進を図っている。

の９地区において、流域内に堆積した不安定土砂等
による二次災害を防ぐため、７月12日より土石流警報
装置や土石流・流木流下防止緊急対策工（通称、強
靱ワイヤーネット）の設置などの応急対策に着手した。
矢 口 川

小 田 川

凡例

寺 条 川 右 支

広島西部山系
広島県
直轄砂防事業区域
安芸南部山系
直轄砂防事業区域

大 谷 川

安佐北区
○

大 元 谷 川

○

安佐南区

佐伯区

広島市
○

東区

西区

廿日市市

◎
●

中区

○

南区

山 王 川

安芸区

○

府中町

○
●

●

○

海田町

安芸区

矢 野 川

熊野町

総 頭 川

坂町

大竹市

呉市

大 屋 大 川
○

図−３

土砂災害対応箇所（９地区）

応急対策にあたっては資機材の調達状況や現場へ

写真−６

砂防堰堤整備状況（天応地区）

また、平成31年４月に新設された広島西部山系
砂防事務所の「HP」「Twitter」等に工事進捗状況
を掲載するなど積極的な情報発信を行うとともに、
住民避難等の参考となるよう、水位情報や各渓流に
設置した監視カメラ映像配信などソフト面にも取り
組みながら事業推進を図っている。

の運搬等を考慮し、強靱ワイヤーネット、鋼製土石
流制御工、杭式土石流・流木対策工や大型土のうに
よる導流工、流路工など、現場状況にあわせた工法
を組み合わせ実施した。
また、平成26年８月豪雨災害で使用後保管して
いた強靱ワイヤーネットを活用することで早期着手
を図るなど工期短縮に取り組み、平成30年12月26
日までに全ての地区において応急対策を完了した。

工事進捗状況のお知らせ

図−４

渓流監視カメラの映像配信

HPによる情報発信

3．おわりに
広島県では近年度々大規模な土砂災害に見舞われ
ており、令和３年８月の大雨においても家屋等に被
害が生じる土砂災害が複数発生した。中国地方整備
写真−５

強靱ワイヤーネット設置状況（口田南３丁目）

３）緊急的な砂防工事
応急対策を実施した広島西部山系及び安芸南部山

局では、広島西部山系の３箇所４渓流において応急
対策を実施し、現在引き続き緊急的な砂防工事を実
施中である。

系の９地区において、流域内に堆積した不安定土砂

今後も地域との連携を図りながら、被災地域の復

等による二次災害を防ぐため応急対策に引き続き緊

旧・復興に向け一日でも早く砂防設備の整備が完了

急的な砂防工事に着手した。

するよう取り組んでいくとともに、気候変動により

緊急的な砂防工事は９地区で砂防堰堤20基の整
備を実施するもので、令和２年12月に完了した。
現在、再度災害防止のため、緊急的な砂防工事によ

頻発・激甚化が予想される土砂災害に備え、これま
での災害対応等から得られた知見等を踏まえた土砂
災害対応への取り組みをより一層進めていきたい。

【著者紹介】 大知 寿徳（おおち ひさのり）
昭和49年生まれ。岡山大学工学部土木工学科卒。国土交通省中国地方整備局河川部河川計画課調査第二係長、岡山河川事務所工務課長等
を経て現職。
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特集 災害に強い安全な国土づくり〜復旧・復興〜

夏井川・好間川における
令和元年東日本台風からの復旧
〜早期の安全・安心の確保を目指して〜

なが

お

長 尾

あつし
＊

篤

福島県が管理する夏井川及びその支川好間川においては、令和元年東日本台風がもたらした豪雨により、
９箇所で堤防が決壊し、甚大な被害が発生したことから、決壊した堤防の復旧に加え再度災害の防止を図
るべく、河川災害復旧助成事業により流下能力の向上を図るための河道開削等を実施している。本稿では
その事業内容を紹介する。

1．令和元年東日本台風の概要

を超える雨となり、13日未明にかけて激しい雨と

１）気象の概要

なった。その結果、夏井川本川や支川好間川の各水

令和元年10月６日に南鳥島近海で発生した台風

位観測所で氾濫危険水位を超過し、平成７年の水位

第19号は急速に発達し、12日には大型で強い勢力

計設置以来、観測史上最高の水位を記録した。これ

を維持したまま関東地方を北東に進んだ。

により、夏井川、好間川では、９箇所で堤防の決壊

常に激しい雨となり、本県初となる大雨特別警報が
発表された。10月11日15時から13日６時までの総
雨量は、県内の広い範囲で200㎜以上となり、気象
庁の観測所14地点で観測史上最大の24時間降雨量
を記録した。
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り出し、12日には台風の接近により昼過ぎから激

が発生した。
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7
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福島県では、10月11日から前線の影響で雨が降
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水位観測所：夏井川（鎌田）

図−２ 夏井川の流域平均雨量と水位（鎌田基準点）経時変化
（ Ｒ１．１０．１１ １５時 ～ １０．１３ ６ 時）

夏井川流域

鎌田基準点

３）いわき市での被害の概要
夏井川、好間川の堤防決壊等により、いわき市の
下平窪地区をはじめとした沿川の地域で大規模な浸
水が発生し、浸水面積は1,200ha以上を記録した。
いわき市全体では10名を超える方が亡くなり、

出典：福島地方気象台ＨＰ参照

図−１

期間降水量分布図

２）夏井川流域の河川水位の概要
夏井川流域では、10月12日17時以降、毎時20㎜

写真－1

いわき市（下平窪地区）の浸水状況

＊福島県 土木部 河川整備課 整備担当 主任主査
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5,000棟以上の住家で浸水被害が発生するなど、甚
大な一般被害が発生した。このほか、平浄水場の運

天端被覆工
計画高水位

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張

転が停止し約45,400戸で断水となるなど、公共イン
フラ施設でも大きな被害となった。

2．応急復旧工事

図−３

対策工法の標準横断図

4．災害復旧助成事業

夏井川、好間川の堤防決壊箇所は、人家が近接し

１）事業概要

ているため、次期出水による再度の被害が懸念され

地域から早期の安全確保と再度災害防止が望まれ

た。そのような中、台風第21号が発生し、被災１

ていることを踏まえ、速やかに災害復旧工事と、改

週間後には本県への接近が予想されたことから、台

良工事の実施が可能となる『河川災害復旧助成事業』

風接近までに大型土のうによる仮締切工事を完了さ

の採択を受け、河川改修事業を実施することとした。

せ、応急的に堤防の機能を確保した。

【事業内容】
河 川 名：二級河川夏井川及び支川好間川
事業箇所：福島県いわき市平塩地内外
事業延長：L＝21.5㎞
（夏井川L=14.9㎞、好間川L=6.6㎞）

施工後

施工前

写真−２

応急復旧工事の状況

3．夏井川堤防技術検討会

事業期間：令和元年度〜令和５年度
事 業 費：約265億円
事業概要：河道掘削工、築堤工、護岸工、橋梁工、
樋門工 等

堤防決壊により、甚大な被害が発生したことを踏

▽HWL

まえ、事象の検証・分析を行い、被災要因を反映し
た堤防構造の検討を目的に、福島県、国土交通省東
北地方整備局及び学識経験者で構成される「夏井川
堤防技術検討会」を設置した。

水位低下
図−４

事業イメージ

１）堤防決壊の原因
地質調査や現地調査等を基に被災メカニズムを検
討した結果、堤防が決壊した原因は、
「観測開始以降、
既往最大の雨量が流域に降ったことにより堤防の越
流が発生し、裏法が洗掘され破堤に至った」と結論
づけられた。
２）対策の基本方針と対策工法
決壊箇所における対策方針は、堤防決壊の原因（越
水破堤）に対して、再度災害防止の観点から効果的
な対策を選定することを基本とし、下記のとおり選
定した。
堤防川表：法肩までコンクリートブロック張
堤防天端：アスファルト舗装
堤防川裏：法肩までコンクリートブロック張

図−５

事業計画平面図

２）事業の進め方
令和５年度の事業完了に向け、下記のとおり事業
を進めることとした。
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で伐木工を実施、約３割の箇所で掘削工事を実施し

⑴ 破堤箇所の早期復旧
破堤箇所全９箇所（夏井川８箇所、好間川１箇
所）については、次期出水による再度災害の恐れ
があることから、早期に本復旧工事（築堤、護岸）

ている。
⑷ 樋門や橋梁等、構造物工事
早期発注に向け、詳細設計を実施している。

を完了させる。
⑵ 狭窄部の伐木・掘削工事
事業区間のうち狭窄部については、早期に流下
能力を確保する必要があることから、全14箇所
（夏井川10箇所、好間川４箇所）で暫定断面で
の河道掘削や伐木を実施する。

施工前

写真−５

施工後

本格的な改良復旧工事の状況

⑶ 本格的な改良復旧工事
早期完成のため、事業区間を全17工区（夏井川
14工区、好間川 ３工区）に分割し、計画断面で

5．円滑な工事進捗のための取り組み
本事業は、５年間となる事業期間において膨大な

の河道掘削や、護岸工などを同時平行で実施する。

事業量をこなす必要があり、河道掘削により発生す

⑷ 樋門や橋梁等、構造物工事

る土砂の搬出先の確保や、事業用地の確保など、

橋梁や樋門工事は、調査設計後、早期に工事に

様々な課題がある。この対応のため、県、いわき市

着手する。

の関係部署からなる『夏井川・好間川改良復旧プロ

３）進捗状況

ジェクトチーム』を立ち上げ、週毎に進捗状況等の

令和３年12月末の進捗状況は下記のとおりである。

情報共有を行い、円滑な工事進捗を図っている。

⑴ 破堤箇所の早期復旧
破堤箇所９箇所については、令和２年11月末
までに、全箇所で復旧工事が完了した。

6．おわりに
令和元年東日本台風は、災害査定件数2,741件、
査定決定額約890億円となる過去最大規模の水害で
あった。今回の災害を踏まえ、令和6年度までに集
中的に進める取り組みとして策定した「福島県緊急
水災害対策プロジェクト」に基づき、河川改修や河

施工前

施工後

写真−３

破堤箇所の復旧状況

⑵狭窄部の掘削・伐木工事
全14箇所のうち13箇所で工事を完了した。残
り１箇所については、令和４年３月までに完了予

道掘削、堤防強化等のハード対策と、危機管理型水
位計や河川監視カメラの設置等のソフト対策を全
県下で進めている。また、あらゆる関係者が協働し
流域全体で水害を軽減する「流域治水」の取り組み
を推進している。
最後に、国土交通省においては、発災直後の災害

定である。
施工前

施工後

緊急調査による技術的な助言・指導、TEC-FORCE
による被災状況の調査、阿武隈川における直轄権限
代行による堤防決壊箇所の緊急復旧工事の実施な
ど、多大な支援を頂き、心より感謝申し上げる。ま
た、「夏井川堤防技術検討会」において、復旧工法

写真−４

狭窄部の河道掘削・伐木状況

⑶ 本格的な改良復旧工事

に関する貴重な技術的助言を頂いた委員の皆様に
も、この場をお借りして厚く御礼申し上げる。

全17工区で工事に着手しており、約９割の箇所
【著者紹介】 長尾 篤（ながお あつし）
平成12年福島県入庁（土木職）。主に河川砂防事業、災害復旧事業の職務に従事。相双建設事務所復旧・復興部河川・海岸課等を経て平成
31年度より現職。
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特集 災害に強い安全な国土づくり〜復旧・復興〜

平成30年７月豪雨災害における住まいの再建
〜新たな融資制度の創設と公営住宅の整備〜
おお

もと

大 本

すすむ
＊

進

復興の過程において大切なことは、被災者一人ひとりが継続して暮らして行ける生活を取り戻すことに
ある。そのため、生活再建においての重要な課題は失った住まいの再建であり、これは全国各地の被災地
でみられる共通のことである。この住まいの再建について平成30年７月豪雨で被災した本市の事例を紹介
する。

1．はじめに
一級河川高梁川は中国山地を源流とし瀬戸内海へ

（物資・食事の提供、芸能人・スポーツ選手など著

流れ込む。その支流である小田川は平成30年７月

名人の慰問等）
。反面、隣の音が響く、居住スペース

豪雨により決壊し、倉敷市真備町において1,200ha

が狭い・間取りが一律である（１DK：20㎡、２DK：

が浸水、5,700世帯が被災した。

30㎡、３K：40㎡）等。

2．仮住まいの提供

借上型は発災から10日後より受付を開始した。
一般の賃貸住宅を提供するため、設備等の住環境が

平成30年７月７日、避難所へ約5,500人が避難し

良い、早く入居ができる、間取りを選べる、反面、

た。浸水により住まいを失った被災者への仮住まい

利用できる物件が広範囲に及び、支援・情報が行き

（仮設住宅）の確保が急務となった。

届きにくい等がある。

１）り災証明
被災者の判断はり災証明によって行われる。この
判断は、災害により生活の糧を失った、負傷したか
らではなく、居住していた住まいの損害割合によっ
て判断される。り災証明の区分により仮設住宅への
入居が可能となる。
２）建設型と借上型（賃貸型）
建設型仮設はプレハブ、木造、トレーラーハウス

仮設住宅への入居は進み、恒久住宅への移行施策
を始めた。

3．倉敷市被災高齢者向け住宅再建支援事業
被災者にとって重要な課題は住まいの再建だが、
特に高齢者にとってその課題は顕著である。
高齢ゆえの融資を受けることの難しさに加え、退
職後の年金収入のみでの住宅の取得は困難を極める。

型により266戸を整備した。借上型についてはピー

そのため、より支援すべきは高齢者である。

ク時（平成30年12月）で3,030戸となり仮設住宅

住宅金融支援機構と連携し、高齢者（60歳以上）

の92％を占めた。この仮住まいの住居について、

へ向けた住宅再建支援策を次のとおり創設した（平

両者にはそれぞれ長所と短所がある。一般的に言わ

成31年４月制度開始）。

れていることとあわせ、今回の被災者の声をもとに

１）リバースモーゲージ型融資＋倉敷市の補助

紹介する。

リバースモーゲージの利用者は、再建する家屋と

建設型は６団地、各団地には集会場が合わせて整

その土地を担保に金融機関より融資を受ける。利用

備されており、最初の団地で発災から62日後に入

者が死亡後に担保となっている土地と建物を売却し

居が行われた。被災者同士の交流が持てる、情報が

て融資額を返済する。存命中は利息のみを金融機関

＊倉敷市 総務局 防災危機管理室 参事
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行き届く、ボランティア等において支援が手厚い
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へ支払うものである。

リバースモーゲージ、繰り返すと「高齢者が、再

ここで倉敷市は初年度にすべての利息の半分を金

建する土地と家を担保にして融資を受け、月々の返

融機関に対し補助金として交付する。額は利息月額

済は8,833円

の２分の１×利用者の平均余命（月数）。

施策はアンケート結果に合致するものであり、リ

これを初年度に一括交付し、利用者の実際の存命
期間は考慮せず事後清算も行わない。

年金でも支払い可能」である。この

バースモーゲージは再建にあたっての選択肢となり
得た（令和３年12月現在

つまり存命期間が平均余命を超えても追加は行わ
ず、短命であっても返済は求めないものである。

利用申込者数138件）。

4．災害公営住宅の整備

この補助金を原資に金融機関は利用者の生涯にわ

自力での住まいの確保が困難な方に向けて、災害

たる金利を通常金利の２分の１に引き下げるもので

公営住宅を被災した真備地区内で３団地91戸を整

ある（金利2.12％で1,000万円借り入れた場合、月

備した。

額の返済は半額の8,833円）。

１）整備戸数と間取り
整備戸数と整備場所は第２回目の住まいの再建に

２）住まいの再建に係るアンケート
平成30年12月に被災した5,699世帯へアンケー

係るアンケート（令和元年６月実施）を参考に決定
した。

ト調査を行った（回収率58.5％）。

整備戸数は、入居希望世帯数と前述のリバース
住み慣れた地区内

モーゲージの活用検討状況等を加味して決定している。

69.3%

被災前のコミュニティのつながり

被災地区は大きく分けると９地区あり、入居希望

34.8%

子・孫の学校に近いこと

が多い順に整備個所３地区としたが、浸水区域全体

19.7%

職場に近いこと

の概ね東側、中程、西側にバランスをとり配置して

13.3%

店舗、病院などが近いこと

いる。
なお、間取りについては、１DK27戸30％、２

39.1%

駅に近いこと

DK53戸58％、３DK11戸12％とした。入居希望

10.9%

避難場所に近いこと

者の世帯状況は高齢単身が半数を占めるものだが、

5.0%

昼間でも静かな環境

後に一般市営住宅となることを考慮、本市全体にお

17.5%

ける市営住宅を希望する世帯人数の割合を加味して

幹線道路までの道路幅など
車の利便性

12.3%

いる。

その他

11.4%

２）デザインビルド

0%

図−１

20%

40%

60%

80%

100%

居住する場所で重視すること

プロポーザル方式

建設は、工期の短縮を図るため、デザインビルド
方式による設計施工一体型とした。

アンケートによる主要な回答は、世帯主の年齢に

業者選定は、公募型プロポーザル方式として事業

ついては60代以上が64.3％、被災時に住んでいた

者からの提案の選定にあたっては、「真備町災害公

自宅は持ち家が90.7％、今後居住を予定・希望す

営住宅等整備事業者選定委員会」を設けて選考を

る地域は真備町内が83.1％、住まいの再建に向け

行った。

た課題は資金の不足が43.5％であった。

選定委員による様々な見地より加点審査を行った。

３）選択肢の一つになりえるもの

配点にあたっては、子育て世帯・高齢者・障害者

アンケート結果、これを繋げるとこうである。「被

等への配慮及びコミュニティ形成の促進への寄与を

災した時私は持ち家だった。だから土地はある。私

求め、安全性、防災性において、浸水時緊急避難場

の年齢は60歳を超えている。再建するのは真備町

所になり得ることや災害対策機能に重きを置いた。

を望む。それは住み慣れているから。再建にあたっ

結果、３団地全てで３階建エレベーター付きの鉄

て困っているのは資金だ。」となる。

筋コンクリート造で集会室を設け、屋上には浸水時
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の避難スペースを設けた。さらに室内主要動線には

住宅の登録、②入居への経済的支援としての家賃低

手すりの配備や、バリアフリー箇所の設定、歩車分

廉化補助。これを活用している（国補助２分の１）。

離による安全性も考慮した団地が整備された。
３）入居者の安心と地域の安全に

6．目指した２つのことと３つの施策

このように入居者においては、仮住まいから恒久

再建にあたり特に考慮したことは、「自力での再

的な住まいが確保できた。また３団地とも浸水時緊

建が困難な高齢者への対応」
「元の地域に戻りたい

急避難場所となり、屋上のスペースには３団地計

（コミュニティの維持）の声に応えること」であった。

1,700名が避難できるものとなった。
これにより、入居者の安心と、周辺地域の住民の
安全に寄与することができる団地となった。
なお、入居申込みは整備戸数91戸を上回る160

そのために行った施策は３つ。まずは自力再建の
後押しとしての「リバースモーゲージ」、再建が困
難な方への「公営住宅の整備」、抽選に漏れた方へ
の「民間賃貸住宅家賃補助（セーフティネット住宅）」
である。

世帯の応募があった。

このような施策により恒久住宅への移行（住まい

事業契約の締結

令和２年２月

入居申込み

令和２年２月〜３月

の再建）は確実に進んでいった（図−２）。

入居決定（抽選会）

令和２年６月

10,000

完成（引き渡し）

令和３年３月

9,000

入居

令和３年４月

8,000
7,000

5．被災者向け民間賃貸住宅家賃助成事業
抽選の結果災害公営住宅へ入居できない世帯へは、

6,000
5,000

真備地区内の民間賃貸住宅を提供することとした。

4,000

１）災害公営住宅の代替として

3,000

民間賃貸住宅は災害公営住宅の代替とするもので、
家賃助成を行うことで公営住宅並みの家賃とするも
のである。

2,000
1,000
0

この仕組みは、①家主が「被災者向けの物件」を
市に登録、②被災者は登録された物件の中から希望
する物件に入居を申し込み、③市は入居者の所得に
応じて助成額を決定し家主に支給する。
２）新たなセーフティネット制度

図−２

応急仮設住宅入居者数推移（借上型＋建設型）

7．おわりに
住家の滅失戸数によって災害救助法の適用が決ま

家賃助成額は入居者の所得に応じて月額31,000

る。同じ枠組みで被災者生活支援法（最大300万円

円〜０円である。これは真備地区内の標準的な賃貸

の支給）がある。避難所から仮設、仮設から恒久住

住宅２DKの家賃が概ね50,000円。災害公営住宅の

宅へ移行するが、避難所から仮設の間には、り災証明

２DKの家賃が所得に応じて19,000円〜50,000円。

がある。り災は住んでいた家の損害によって決まる。

災害公営住宅並みの家賃で入居を実現するための差

本市の事例からも、また現行の制度にも見られる

額の助成である。助成期間は最大15年。
この事業は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の

ように、発災から復興の過程において、「住まい」
というものが重要であることが分かる。

供給に関する法律（新たなセーフティネット制度）
によるもので①住宅確保要配慮者の入居を拒まない
【著者紹介】 大本 進（おおもと すすむ）
平成３年倉敷市入庁（事務職）。防災部署にて地域における防災活動を推進、福祉部局にて生活保護業務に従事。平成30年度～令和２年度
住宅課、令和３年度より現職。
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特集 災害に強い安全な国土づくり〜復旧・復興〜

大型浚渫兼油回収船と
海洋環境整備船における取り組み
〜国土交通省港湾局における船舶による災害対応や災害支援〜

はま

ぐち

浜 口

たか

し

高 志＊

国土交通省港湾局では、大規模な油流出に備えた「大型浚渫兼油回収船」や、浮遊ごみや浮遊油等の漂
流物を回収する機能を有する「海洋環境整備船」を配備している。ここでは、これらの船舶の概要を紹介
するとともに、災害対応や災害支援の事例を紹介する。

1．はじめに
四方を海で囲まれた我が国は、エネルギー資源等
の海外依存率が高く、そのほとんどが港湾を経由し
て輸入される。

急支援物資の輸送や、被災者への入浴支援等につい
てもあわせて紹介する。

2．大型油回収船の配備

貨物船等の衝突、座礁等による海洋汚染の潜在的

我が国沿岸においては、平成９年１月に島根県隠

リスクも高く、貨物船等の事故等により大規模な油

岐島沖で発生した大型タンカー「ナホトカ号」沈没

流出が発生した場合、海洋の環境に甚大な被害を及

による大規模な油流出事故をはじめ、同年に発生し

ぼすだけでなく、航行船舶への支障、漁業及び水産

た「オーソンNo.3号」「ダイヤモンドグレース号」

資源への損害等をもたらすなど、国民生活にも影響

の事故等、海難事故に伴う大規模な油流出事故が発

を及ぼす。

生している。

このため、国土交通省港湾局では、大規模な油流

これらの油流出事故のなかでも「ナホトカ号」の

出に備え、大型の浚渫兼油回収船（以下、「大型油

油流出事故については、大量の重油（約6,240㎘）

回収船」
）を配備し、また、東京湾、伊勢湾、大阪

が流出し、島根県から新潟県の海岸線にまで油が漂

湾の三大湾や瀬戸内海等の閉鎖性海域においても、

着する等、各地に甚大な被害が発生した。

浮遊ごみや浮遊油等の漂流物を回収する機能を有し
た海洋環境整備船を配備している。
この大型油回収船及び海洋環境整備船（以下、
「大

当時、国内における大型油回収船の配備は１隻で
あり、旧第五港湾建設局（現中部地方整備局）所属
の「清龍丸（初代）※ 」を名古屋港から５日間かけ

型油回収船等」
）は、平時は航路の浚渫作業や、管

て現地まで回航し、京都府沖から新潟県沖において、

轄区域内の浮遊ごみや浮遊油等の回収等を行ってい

平成９年１月９日から２月19日までの期間に約

るが、地震、台風のほか、貨物船等の事故等により

938㎘（ドラム缶約4,690本分に相当）の油水回収

海洋汚染が発生した場合は、海洋環境への影響や、

を行っている。

航行船舶への支障等を最小限にするため、複数隻の

この「ナホトカ号油流出事故」を契機として、我

大型油回収船等が管轄区域を越えて現地に緊急出動

が国沿岸における油防除体制の強化に向けて、大型

し、浮遊ごみや浮遊油等の漂流物の回収をするなど

油回収船の追加配備がされることとなった。

迅速な対応を行っている。
今回、この大型油回収船等の対応事例を紹介する
とともに、大規模災害時に当該船舶等を活用した緊

現在、大型油回収船の配備として、北陸地方整備
局所属の「白山」、中部地方整備局所属の「清龍丸」、
九州地方整備局所属の「海翔丸」の３隻を配備し、

＊国土交通省 港湾局 海洋・環境課 海域環境係長
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海上保安庁からの排出油防除措置の要請（海洋汚染

一般海域（港湾区域、漁港区域を除く）の清掃を国

等及び海上災害の防止に関する法律第41条の２）

が自ら行うこととなり、これにより、海域環境の保

を受け、出動後、本邦周辺海域の現場に到達するま

全を図るとともに、航行船舶の安全を確保するため、

での時間が、１隻体制時の96時間以内から48時間

東京湾、伊勢湾、瀬戸内海、有明・八代海の閉鎖性

以内に短縮され、油流出後の早期対応が可能となっ

海域（港湾区域、漁港区域を除く）に現在12隻の

ている（図−１）。

海洋環境整備船を配備し、海面に漂流する流木等の
ごみや船舶等から流出した油の回収を行っている

白 山（新潟港）
【2002年 5月竣工】

（図−２）。

清龍丸（名古屋港）
【2005年 3月竣工】

海翔丸（北九州港）
【2000年11月竣工】

おんど2000

みずき

がんりゅう

美讃

144GT

（Ｈ：時間）

クリーン
はりま

白 山（新潟港）

153GT

海輝
海翔丸（北九州港）

図−１

195GT

197GT

Dr.海洋

基地港

196GT

べいくりん

196GT

いしづち

199GT

清龍丸（名古屋港）

大型浚渫兼油回収船の配備状況

また、近年の大型油回収船が行った油回収として
は、令和３年８月11日に青森県八戸港沖付近で発
生した、貨物船座礁に伴う流出油への対応がある。
令和３年８月12日に海上保安庁第二管区海上保
安本部から東北地方整備局へ大型油回収船の出動要
請が出され、北陸地方整備局所属の大型油回収船の
「白山」が緊急出動し、現地で漂流油の回収や航走
及び放水拡散作業を実施している（写真−１）。

海煌

191GT

99GT

東京湾
伊勢湾
瀬戸内海

195GT

有明･八代海

図−２

白龍

海和歌丸

198GT

198GT

海洋環境整備船の配備状況

近年発生した台風や豪雨災害での活動について以
下に示す。
平成30年７月６日からの大雨により、西日本、
東日本の多くの観測地点で観測史上最大級となる雨
量が観測され、瀬戸内海、有明海・八代海、伊勢湾
に大量の流木等の漂流物が流出し、フェリー航路の
ほか離島航路で欠航や運航規制が多数発生した。
本災害対応として、国土交通省港湾局では、航行
船舶の安全を確保するとともに運航規制が引き起こ
す物流停滞による被災者生活への支障や経済的影響
を最小限にとどめるため、同海域で各地方整備局が
所有する海洋環境整備船の担務区域を越えた広域連
携による回収や、各地方整備局と災害協定を締結し
ている一般社団法人日本埋立浚渫協会（以下「埋浚

写真−１ 「白山」による航走及び放水拡散作業の様子

3．海洋環境整備船の配備
産業が集積する港湾においては、高度経済成長期
に工業地帯が形成され、港湾内及び閉鎖性海域にお
いて、浮遊ごみや浮遊油等による海洋汚染問題が生
じ、海洋生物への影響、また航行船舶への影響が頻
繁に出始めた。昭和48年の港湾法の改正により、
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協会」という。）各支部等との連携により、発災後
約１ヶ月で同海域における約１年分の回収量相当
（約7,299㎥：10ｔトラック約1,460台相当）を回
収した（図−３）。

【瀬戸内海、有明海・八代海、伊勢湾】
漂流物回収量合計※： 7,299m3

広島湾、安芸灘
1,507m3

※平成30年7月8日～平成30年8月7日までの同海域での漂流物回収量

同海域における１年間分の漂流物回収量に相当
（10tトラック約1,460台分相当）

播磨灘、大阪湾
752m3

伊勢湾
133m3
名古屋港

東播磨港

海洋環境整備船

神戸港
呉港
坂出港

北九州港

松山港

周防灘
164m3

伊予灘
1,423m3
熊本港

和歌山下津港
紀伊水道東部
426m3

徳島小松島港

備讃灘、備後灘、燧灘
1,615m3

紀伊水道西部
240m3

海洋環境整備船による漂流物回収状況港

を行った（写真−２）。
このような緊急物資輸送等の支援の他、大型油回
収船による入浴支援を三角港において、４月23日
から４月25日に「清龍丸」が、その後４月26日か
ら４月28日には「海翔丸」が実施し、６日間で計
328名に利用頂いた。
【北陸地方整備局】
白山 (4/21到着)

八代港

◎

博多港

有明海・八代海
1,039m3

図−３ 瀬戸内海、有明海・八代海・伊勢湾の漂流物回収量

福岡県

【由布市】

◎◎

大分港

【九州地方整備局】
海輝・海煌：給水(4/16～5/2)

【阿蘇市】

大分県

【菊陽町】
長崎県

熊本港

【中部地方整備局】

清龍丸 (4/20到着)
【西原村】
【南阿蘇村】
【嘉島町】 【御船町】

◎
◎

熊本県

対応
平成28年４月14日、熊本・大分地方を中心に最

清龍丸による支援物資輸送状況

別府港

佐賀県

4．大規模災害時における大型油回収船等の

【四国地方整備局】
いしづち (4/18到着)
くるしま (4/18到着)
【近畿地方整備局】
はやたま (4/20到着)

【中国地方整備局】
おんど2000
(4/18到着)
りゅうせい
(4/18到着)

【中部地方整備局】
清龍丸：入浴支援(4/23～4/25)
宮崎県
【九州地方整備局】
海翔丸：入浴支援(4/26～4/28)

海煌（かいこう）からの飲料水提供
鹿児島県

図−４

大震度７を記録し、震度６規模の地震が相次いで発

被災地における現地搬入状況

被災地への支援・物資輸送

生した。
熊本地震では、平成24年６月の災害対策基本法
改正で導入されたプッシュ型支援（国が被災地の要
望を待たずして物資を調達・搬送）により緊急物資
の輸送を行なっている。
国土交通省港湾局においてもこの政府全体の取り
組み内容を踏まえ、地震発生直後に国土交通省港湾
局の指示のもと、大型油回収船（「白山」「清龍丸」）
の他、海洋環境整備船（
「おんど2000」
（中国地方
整備局所属）
、
「いしづち」（四国地方整備局所属））、
港湾業務艇（
「はやたま」
（近畿地方整備局所属）、

写真−２

給水支援をする「海煌」

5．おわりに
このように、国土交通省港湾局では日々浮遊ごみ

「りゅうせい」
（中国地方整備局所属）、「くるしま」

や浮遊油等の回収を行い海洋環境の保全に取り組ん

（四国地方整備局所属））を活用し、平成28年４月

でいる。

18日から４月21日にかけて緊急物資を可能な限り

また、近年発生している大規模災害時には、大型

早急に被災地に届けるため、被災地道路の最新復旧

油回収船等の広域的ネットワーク等を活用し、迅速

状況を確認し、
緊急物資の受入港を広域的に活用（博

に海洋の汚染防除に取り組むとともに、状況に応じ

多港、別府港、大分港などを活用）して、点在する

て緊急物資輸送等の支援を行うなど柔軟な対応も

被災地に緊急物資の輸送を行った（図−４）
。

行っているところである。

また、熊本地震では水道等のライフラインが途絶さ

今後は台風の大型化や線状降水帯等に伴う豪雨に

れたことから、熊本市の要請を受け、海洋環境整備

よる被害への対応とともに、首都直下地震や南海ト

船「海煌」
「海輝」
（九州地方整備局所属）が、災害

ラフ地震に備え、各地方整備局等と大規模災害時の

発生２日後から乗組員の生活水用の貯水タンクを使

出動体制や被災地支援について検討し、更なる海洋

用し、熊本市上下水道局と連携し、熊本港での給水

汚染防除の体制強化を推進して参りたい。

支援活動の広報を行い、熊本市給水車への供給と併

※清龍丸（初代）
：昭和53年から平成17年３月までに「ナ
ホトカ号」をはじめとした油流出事故の対応を行った。

せ、５月２日までに3,500名以上の方々に112,000ℓ
以上（500㎖ペットボトル22万４千本相当）の提供

【著者紹介】 浜口 高志（はまぐち たかし）
昭和53年生まれ。大阪工業大学土木工学科卒。平成12年運輸省第三港湾建設局（現国土交通省近畿地方整備局）入省。近畿地方整備局大
阪港湾・空港整備事務所建設管理官、港湾局海岸・防災課緊急物資輸送係長、技術企画課工事生産性向上係長等を経て現職。
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岩手県の漁港等における
東日本大震災津波からの復旧・復興状況
〜発災からの11年間を振り返って〜

さ

とう

佐 藤

かず

あき

一 彰＊

東日本大震災津波から約11年が経過し、多くの都道府県などからの支援のもと、被災した全ての漁港施設
の復旧は完了し、海岸保全施設の復旧も９割以上が完了した。今後は、頻発する高波や将来的に発生が想
定される地震・津波に備えた漁業地域の強靱化に向けて、ハード整備とソフト対策を組み合わせた効果的な
取組を推進するとともに、近年の海洋環境の変化に対応した水産資源の回復・増大に向けた取組を進める。

1．はじめに

産から流通・加工に至る施設が被害を受けた。

東日本大震災津波からの復旧・復興については、

また、漁港関係の被害額は4,527億円であり、こ

これまでも度々取り上げられているが、今後の災害

のうち漁港施設2,189億円（48％）、海岸保全施設

対応等の参考として、発災からの約11年間を振り

1,874億円（41％）であり、県内の漁港施設や海岸

返りながら、復旧・復興の状況と併せて、課題や対

保全施設のほぼ全てで、倒壊や流出など甚大な被害

応を紹介する。

を受けた。表−１に被災した漁港関係施設数を示す。
表−１

2．東日本大震災津波による被災状況
平成23年３月11日の14時46分頃、緊急地震速報
の警報音とともに、これまでに経験したことのない
揺れの地震が発生し、地震発生の約30分後には大
津波が本県沿岸に来襲した。
三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の地震に
より、本県では最大震度６弱、30mを越える津波
痕跡高を観測した（東北地方太平洋沖地震津波に関

漁港施設等の被災状況
施設数

被災施設

漁港施設

111漁港

108漁港

漁場施設

214施設

34施設

漁村生活環境
基盤施設

32地区

25地区

海岸保全施設

55地区

53地区

3．漁港等の復旧状況
令和３年12月末現在、108漁港、34漁場施設及

する合同調査報告会予稿集、2011）
。
また、人的被害は、災害関連死を含めた死者5,145

び20地区の漁村生活環境基盤施設の復旧は全て完

名、行方不明者1,111名、家屋被害は、全壊半壊合

了し、海岸保全施設も53地区のうち47地区が復旧

わせて26,079棟となっており、被害額が、水産・漁

を完了している。

港関係5,649億円を含む産業被害8,294
億円、河川・道路等の公共土木施設被害

被災状況

復旧状況

2,573億円と、本県沿岸部に壊滅的被害
が生じた（岩手県災害対策本部調べ）
。
その中でも、漁船、定置網、養殖施設
等の漁具、漁協事務所、魚市場、水産加
工場、冷凍・冷蔵施設などの水産業関連
施設の被害額は、1,122億円であり、生
＊岩手県 農林水産部 漁港漁村課 漁港課長
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（平成23年４月14日撮影）
（令和３年12月16日撮影）
写真−１ 田老漁港の被災状況と復旧状況

震災からこれまでの約11年間を振り返り、初動

者と具体的な意見交換を重ね、各地で進むまちづ

から本復旧への過程について以下に記載する。

くり計画との調整を行い、当該地区の堤防高を決

１）発災直後から本復旧への過程

定した。

⑴ 被災者支援
発災直後、岩手県災害対策本部が設置され、国、

⑵ 用地取得の難航
海岸保全施設の用地取得は、共有地、筆界未定、

市町村、自衛隊等との連携のもと、被害状況等の

未相続など多くの懸案事項があり、解決に相当な

情報収集、人命救助、民生支援、ライフラインの

時間を要した地区もあった。

確保が最優先で行われた。当課の職員も安否確認

⑶ 海岸保全施設の本格的な復旧

後、救援物資の運搬作業等を行った。
⑵ 災害査定

地元住民への説明や用地取得を完了した海岸か
ら、復旧工事に着手した。関係市町村の復興まち

民生支援等の体制が整ってきたことから、漁港

づくり計画との調整、陸閘の集約化、他事業との

施設等の災害復旧業務などを並行して進めた。漁

工事調整など、協議調整にかなりの労力と時間を

港施設の本格的な復旧にあたっては、まずもって

要したが、令和３年度末までには50地区が完了

国が実施する災害査定の申請期限である12月末

する見通しであり、残る３地区は令和４年度の完

までに、全箇所の査定を完了する必要があったが、

成を目指している。

被害箇所数は1,000件以上と膨大であり、年内に

⑷ 水門・陸閘自動閉鎖システム

災害査定を完了させることが厳しい状況であった。

東日本大震災津波では、水門・陸閘の閉鎖作業

このようなことから、災害査定事務の簡素化や

に関わった消防団員が犠牲になったことを踏まえ、

人的支援を求め、国から災害査定事務の簡素化方

水門等を自動で閉鎖する「水門・陸閘自動閉鎖シ

針を示されたことや全国から支援職員を派遣頂い

ステム」を整備し、順次運用を開始している。当

たことにより、年内に全箇所で災害査定を完了す

該システムは、衛星回線により、国が発表する津

ることができた。

波注意報等（J−アラート）を受信すると県内の

２）漁港施設の本格的な復旧

水門等に閉鎖信号が送信され、自動で閉鎖する。

共同利用施設等の再整備や漁業活動に利用する範
囲と調整しながら、平成24年度から漁港施設等の
本復旧を本格的に開始した。地盤沈下した岸壁等を
嵩上げ復旧する際は、嵩上げせずに補修した共同利
用施設等もあったことから、排水施設の勾配を調整
しながら復旧した。平成28年12月末までには全て
の漁港で潮位に関わらず陸揚げが可能となり、令和
元年８月には全ての漁港の復旧が完了した。
３）漁港海岸の海岸保全施設の復旧

写真−２

田老漁港海岸の復旧状況

⑴ 海岸保全施設の計画高の決定
県では、海岸保全施設の整備目標を早期に決定
することを目指し、平成23年４月に学識経験者
等で構成される「岩手県津波防災技術専門委員会」

4．課題と対応
１）災害協定締結による迅速な対応
本県から応急工事の協力要請を受けた全日本漁港

を設置し、一連の海岸や湾毎の代表堤防高を９〜

建設協会岩手県支部が県内外から資機材や海上作業

10月に設定・公表した。各市町村の海岸保全施

船等を迅速に手配できたことにより、平成23年９

設の整備目標を決定するにあたっては、海岸保全

月には全ての漁港で漁船の利用が部分的に可能と

施設の計画高や復興まちづくりの案ごとに、津波

なった。その際、応急工事が膨大であったことや沿

シミュレーション結果を提示のうえ、市町村担当

岸地域の協会員が被災していたことから、広域的な
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災害協力体制の構築が課題となった。
今後の大規模災害に備えるため、全日本漁港建設
協会の斡旋などにより岩手県支部が推薦した協会員
にも災害協力を要請できるよう、平成25年度に災
害協定を見直している。
２）大規模地震・津波に備えた漁港施設の強化

する避難の最適化など、地元市町村や漁業関係団体
と緊密に連携しながら、漁業地域の防災・減災対策
に向けた取組を進めている。

5．終わりに
本県を含む三陸沿岸地域は、これまでに何度も津

東日本大震災津波では、海上からの緊急物資は全

波災害を受け、海岸保全施設等のハード整備を中心

て港湾施設に陸揚げされ、各地域に陸送されたが、

とした防災対策を進めてきたが、東日本大震災津波

一部の漁村地域においては道路が寸断されていたた

を契機に、ハード整備とソフト対策を組み合わせた

め、数日間支援物資を届けることができなかった実

より効果的な取組の推進が必要であると改めて認識

例もあった。

したところであり、今後とも漁業地域の強靭化に向

大規模自然災害時における緊急物資・人員の輸送

けた取組を積極的に進めていくこととしている。ま

や、水産物の生産・流通を早期に再開するため、事

た、近年の海洋環境の変化に伴う主要魚種の不漁な

前対策として防波堤、岸壁などの主要な施設につい

ど、水産資源の回復・増大に向けた取組を進めてい

て、大規模地震・津波にも耐え得る構造とする必要

く必要がある。

がある。

最後に、本県の震災からの復旧・復興のハード整

水産庁から示された考え方に基づき、県管理漁港

備は概ね完了したが、震災直後からこれまでの間、

において対象施設を選定し、優先度を勘案しながら

復旧・復興事業を担っていただいた延べ103人を超

耐震性能や耐津波性能の強化に取り組んでいる。

える応援職員の御尽力や、県内外の多くの皆様から

３）津波防災のソフト対策

の温かい御支援、御協力のおかげであり、この場を

大規模災害に対しては、津波対策施設等のハード

お借りして、改めて、心から感謝申し上げる。

整備とともに、ソフト対策を組み合わせた効果的な
取組が重要である。
平成25年に県が行った東日本大震災津波時の漁
船避難の実態調査においては、約400隻の漁船が、
漁港や漁場等から漁船を沖合へ避難させる「沖出し」
を行っており、このうち数隻が津波の犠牲となった。
また、漁港施設の甚大な被害により、漁船係留の安
全性や漁業活動の効率性等が著しく低下し、水産業
の早期再開に支障をきたした。
このことを踏まえ、県では、津波来襲時の漁船沖
出しに伴う漁業者の人的被害を防止するため、令和
元年５月に「漁船避難ルールづくりマニュアル」を
策定したほか、漁協が主体的に漁船避難ルールづく
りを行う取組を支援している。
さらに、レジリエンス強化のため、産地魚市場を
中心とした津波に対する水産業の業務継続計画（水
産業BCP）の策定支援にも取り組んでいるほか、
漁業者等が漁港から高台への最適な避難方法を検討
【著者紹介】 佐藤 一彰（さとう かずあき）
昭和46年生まれ、平成８年岩手県入庁（土木職）。釜石地方振興局水産部、盛岡地方振興局土木部、岩手県漁港漁村課等に勤務。沿岸広域
振興局水産部漁港復旧課長、沿岸広域振興局水産部大船渡水産振興センター漁港管理課長等を経て、令和３年４月から現職。
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特集 災害に強い安全な国土づくり〜復旧・復興〜

令和３年７月１日からの大雨におけるTEC-FORCE活動
い ず さん

〜熱海市伊豆山で発生した土石流災害への取り組み〜
おお

たけ

大 竹

つね

のり

庸 訓＊

あいぞめがわ

令和３年７月、梅雨前線による豪雨により静岡県熱海市伊豆山の逢初川で大規模な土石流が発生した。
逢初川の源頭部で発生した土石流は、下流の家屋等を巻き込みながら海岸まで約２㎞を流下し、甚大な被
害をもたらした。中部地方整備局では、発生直後からTEC-FORCEを派遣しており、その災害復旧や救
助活動の支援活動について紹介する。

1．はじめに

報を入手し、事実関係の確認を急いだ。

令和３年７月１日から３日にかけて西日本から東
日本に梅雨前線が停滞し、東海地方から関東地方南

3．初動対応

部を中心に大雨となった。特に静岡県では、複数の

中部地整災害対策本部は熱海市伊豆山での土石流

地点で72時間降水量の観測史上１位を更新するな

発生を確認し、７月３日14：00に警戒体制から非

ど、記録的な大雨となった。

常体制に移行し、情報収集を進めると共に熱海市へ

中部地方整備局（以下「中部地整」という）は７
月１日より災害対策本部を設置し、管内の監視と災

の支援活動を開始した。
１）リエゾンの派遣

害対応に備えていた。７月３日の午前中に大雨の

７月３日14：20、熱海市に近い沼津河川国道事

ピークも過ぎ、経過監視を進めている中、熱海市で

務所より熱海市へリエゾンを派遣した。15：20に

大規模な土石流が発生した。

熱海市役所へ到着後、情報収集及び支援確認などの
活動を始めた。

2．土石流発生

また、静岡国道事務所から静岡県庁にリエゾンを

熱海市では、７月１日の降り始めからの総雨量は
496㎜となり、７月２日には土砂災害警戒情報が発
表されていた。

派遣し16：15より活動を開始した。
２）災害対策車両の派遣
被害状況の情報が少ない中、中部地整災害対策本

中部地整災害対策本部は、７月３日正午頃の報道

部は初動対応を想定し照明車、排水ポンプ車、衛星

により熱海市内で大規模な土石流が発生したとの情

通信車及び災害待機支援車の前進配備を決定し、７
月３日21：45、熱海市内の集結場所に配備を完了

源頭部

逢初川

させた。

4．TEC-FORCE活動
中部地整は被災当日からTEC−FORCEを現地へ
派遣し、救助活動支援や被災状況調査などの活動を
実施した。
ま た、 中 部 地 整 で 初 と な る ド ロ ー ン 調 査 班 や

写真−１

被災状況（あおぞら号撮影）

Car-SATによる衛星通信回線の確保を行った。

＊国土交通省 中部地方整備局 災害対策マネジメント室長
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１）リエゾン
被災当日より静岡県庁及び熱海市役所にリエゾン
を派遣し、情報収集と支援への調整を開始した。
被災現場では救助活動が進められる中、救助現場
の安全確保に関する支援要請を中心に関係機関と調
整を進め、活動当初より円滑な調整に努めた。
こうした中、熱海市役所や静岡県熱海土木事務所
（以下「熱海土木」という）の幹部等との連携を強

写真−３

化するため、スーパーリエゾン（中部地整幹部）を
派遣し、被災地支援において、大きな役割を担い活
動を実施した。

現地調整会議へ参加

⑵ ドローン調査班
ドローンを活用した被災状況調査は、既に他の
被災現場で行っていたが、今回、現場の状況から
初動時に広範囲な状況把握が必要と判断され、中
部地整では初めてとなるドローン調査班を編制し
派遣を行った。
ドローン調査班は、被災翌日の早朝から現地で
飛行調査を開始、その映像データを中部地整災害
対策本部に伝送し、初動時の被災状況把握を可能

写真−２

スーパーリエゾンによる熱海市長説明

２）TEC-FORCE各班の活動
中部地整は総括班、ドローン調査班、砂防調査班、
道路調査班、港湾調査班及び応急対策班を派遣し、

とした。
また、撮影データは熱海市に提供されるととも
に現地調整会議でも活用され、救助活動にも寄与
することができた。

被災状況調査及び応急復旧対策等の支援を実施した。
今回、熱海市伊豆山で発生した土石流により下流
部では家屋等が巻き込まれ、また、行方不明者も発
生していたことから初動活動は、警察、消防及び自
衛隊等の救助活動支援を主に行うことになった。
救助活動は逢初川の下流部で行われており、二次
災害の発生に対する伊豆山源頭部の監視等の要請が
あり、被災状況調査と併せ、監視に必要なカメラ設
置等の活動を行った。
⑴ 総括班
総括班は、被災当日より被災地に入り、熱海土

全天候型ドローン
を投入

ドローンについては、被災翌日から小雨が降るな
ど天候不順が続いたため、中部地整では初めて全
天候型ドローンを活用した被災状況調査を行った。

木の会議室を借用し、TEC-FORCE各班や関係

ドローンで撮影したデータは令和２年に導入し

機関との調整及び報道対応などを行った。活動に

たCar-SATにより衛星回線を通じて現場から災

おいては、リエゾン（熱海市）と連携し、熱海市

害対策本部へ伝送し、データ送信を早期かつ効率

からの支援要請に対する調整を熱海土木や関係機

的に行うことができた。Car-SATにおいても災

関と行い、円滑な対応に繋げることができた。

害現場の出動は今回が初めてとなり、ドローンと

また、毎日開催される現地調整会議（熱海市、
熱海土木、警察、消防、自衛隊等が参加）に参加
し、救助活動への支援の調整を行った。
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写真−４ 被
 災翌日のドローン 写真−５
映像（逢初川下流部）
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の連携などその有効性を確認することができた。

FORCEを 延 べ323人・ 日 及 び リ エ ゾ ン を 延 べ
202人・日派遣し、支援を実施した。
また、今回の活動において、新たな技術や取り
組みを行い、効率的な調査や関係機関との連携を
図ることができた。特にドローンについては従来
から活用はしていたが、初動時の被災状況把握の
ため、ドローン調査班を編制し派遣したことにつ
いては、有効性を十分に確認することができた。
写真−６

Car-SATの活動状況
ドローン

⑶ 応急対策班
被災当日から、排水ポンプ車の前進配備、逢初
川源頭部での監視カメラの設置、照明車の配置や
投光器の設置などを行った。
逢初川の中流から下流域では救助活動が行われ

ドローン調査班

写真−８

砂防調査班

道路調査班

写真−10

港湾調査班

写真−７

ており、今回の活動においては、二次災害の監視
のため、源頭部、中流部及び逢初川橋付近に監視
カメラ等を設置し、熱海土木や熱海市でライブ映
像が確認できるよう整備を行った。
また、逢初川源頭部のカメラ映像は中部地整の
公式YouTubeチャンネルにてライブ配信を行い、
源頭部の様子をスマートフォンなどでも確認でき
るようにした。
⑷ 被災状況調査班（砂防・道路・港湾）
砂防調査班は、被災当日から総括班と共に現地
に入り、調査を開始した。初動時はドローン調査

写真−９

5．おわりに
甚大な被害を受けた熱海市では、復旧・復興に向
けた取り組みが進められている。
中部地整では、土石流災害の復旧において高度な

班と共に被災状況の全容の把握を行い、その後は、

技術力を要することから静岡県知事の要請を受け、

源頭部の調査や周辺の土石流危険渓流の点検を踏

直轄砂防災害関連緊急事業として緊急的な砂防工事

査やドローンを活用して行った。

に着手した。

道路調査班は、被災地周辺の道路の通行止め状

被災地の復旧・復興を加速するため、令和３年８

況や逢初川下流部の国道135号に架かる逢初川橋

月13日に砂防工事を担当する富士砂防事務所に「熱

の被災状況調査を行った。また、救助活動を行う

海緊急砂防出張所」を設置し、砂防工事を迅速かつ

自衛隊から土砂撤去に支障となっていた上流から

効率的に推進している。

流入する水の対応方法の意見を求められ、技術的
な視点で助言を行った。
港湾調査班は、港湾施設の被災状況、海面の濁
り状況及び港湾区域に設置された撤去土砂の仮置
き場の状況など、ドローンを活用して調査を実施

今回はコロナ禍での活動となり、TEC-FORCE
活動においても、コロナ感染症拡大防止対策など必
要となったが、感染者が出ること無く、無事に活動
を終えることができた。
TEC-FORCEやリエゾンに派遣された隊員に感

した。

謝を申し上げるとともに、中部地整では地域支援が

⑸ まとめ

安全で迅速に実施できるようTEC-FORCE活動の

中部地整では、７月３日の被災当日からTEC-

更なる充実と機能向上を目指していく。

【著者紹介】 大竹 庸訓（おおたけ つねのり）
昭和41年生まれ。昭和62年建設省（国土交通省）入省（土木職）。中部地方整備局沼津河川国道事務所副所長等を経て現職。
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令和４年度建設関係予算の概要
Ⅰ．国土交通省
第１

保のための交通ネットワーク整備、盛土による災害防止、

令和４年度予算のポイント

線状降水帯等の観測・予測体制の強化、インフラ老朽化対

１．国費総額
⑴ 一般会計
公共事業関係費
⃝一般公共事業費

５兆8,508億円（0.99倍）

策等による持続可能なインフラメンテナンスの実現等に取

５兆2,480億円（1.00倍）

り組み、防災・減災が主流となる安全・安心な社会を構築

５兆1,911億円（1.00倍）

⃝災害復旧等

569億円（1.02倍）

非公共事業

6,028億円（0.92倍）

⃝その他施設費

430億円（1.06倍）

⃝行政経費

5,597億円（0.92倍）

業の競争力強化等に資する社会資本の重点整備、住宅・建

非公共事業

6,290億円（0.96倍）
  

行政経費

   430億円（1.06倍）
5,860億円（0.96倍）

    

ポストコロナを見据え、公共交通の活性化、地域経済を支

１兆6,683億円（0.83倍）

り、これを含めた一般会計予算は以下の通りである。

合計

⃝危機に瀕する交通・観光の確保・維持に万全を期しつつ、
える観光の本格的な復興の実現等に取り組むとともに、産

○上 記の他、デジタル庁一括計上分として262億円があ

その他施設

体制の構築等を図る。
２．社会経済活動の確実な回復と経済好循環の加速・拡大

379億円（0.95倍）

⑵ 東日本大震災復興特別会計
２．財政投融資

する。加えて、通学路等の交通安全対策や戦略的海上保安

5兆8,770億円（1.00倍）

築物の省エネ対策や木材利用の促進、自動車の電動化等の
促進等のグリーン化施策、国土交通分野のデジタルトラン
スフォーメーション、インフラシステム海外展開などを積
極的に進める。
３．豊かで活力ある地方創りと分散型の国づくり
⃝共生社会実現に向けたバリアフリー社会の形成、二拠点居
住やワーケーションなど住生活環境の充実、条件不利地域

第２

の振興、スマートシティ・次世代モビリティやコンパクト

令和４年度予算の基本方針

でゆとりとにぎわいのあるまちづくり、孤独・孤立対策の

（基本的な考え方）
⃝我が国は、新型コロナウイルス感染症との厳しい戦いの最
中にあり、依然として続く感染拡大による交通・観光需要
の減少等に伴い、関係事業者は未曾有の危機に直面してい
る。また、気候変動の影響により豪雨や大雪等の自然災害
も年々激甚化・頻発化している。一方で、世界や我が国の
急速かつ大きな変化を受けた、2050年カーボンニュート
ラルの実現に向けたグリーン投資の加速、デジタル技術の
積極的な活用、新たなライフスタイルを見据えた分散型の
国づくり等の新たな時代の課題にも適切に対応しなければ
ならない。
⃝こうした現下の状況の中、国民の命と暮らしを守り抜き、
未曾有の危機を克服するとともに、デジタル田園都市国家
構想の実現等によりポストコロナの新しい資本主義を起動
させることが急務であり、令和４年度予算では次の３点を
柱に、令和３年度補正予算と合わせて切れ目なく取組を進
め、施策効果の早期発現を図る。

⃝社会資本整備は未来への投資であり、将来にわたり「真の
豊かさ」を実感できる社会の構築に向けて、「総力」を挙
げたストック効果の最大化や
「インフラ経営」
の視点に立っ
た既存施設の計画的な維持管理・更新・利活用を図る。
⃝波及効果の大きなプロジェクト等の戦略的かつ計画的な展
開が不可欠であり、中長期的な見通しの下、必要かつ十分
な公共事業予算の安定的・持続的な確保を図る。
⃝公共事業の効率的かつ円滑な実施、順調な執行のため、新・
担い手３法も踏まえ、施工時期等の平準化や適正価格・工
期での契約、国庫債務負担行為の積極的な活用等、地域企
業の活用に配慮した適正規模での発注等を推進する。また、
新技術の導入やi-Constructionの推進、建設キャリアアッ
プシステムの普及、技能者の賃金引上げ、週休２日の実現、
外国人技能労働者の受入・育成等、生産性向上や働き方改

１．国民の安全・安心の確保

革等に取り組む。加えて、災害等に備え、防災体制等の拡

⃝東日本大震災や大規模自然災害からの復旧・復興を図ると

充・強化を図る。

ともに、
「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化
対策」を計画的に進める。具体的には、軽石の除去対策、
「流
域治水」の本格的展開、総合的な土砂災害対策の加速化・
強化、地震、豪雨、豪雪等災害時における人流・物流の確
＊国土交通省 大臣官房 会計課 企画調整係
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推進等を進める。
（公共事業の適確な推進）
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第３

令和４年度予算の概要

右記のQRコードを読み取りご参照ください。
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令和４年度国土交通省関係予算総括表
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治
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備
備

湾
港
道
線
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水
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－

－

－

1.17
－

65,023
－
－

0.96

1.03

74,078
13,052,555

0.96

0.78

34,189
12,978,477

0.96

12,944,288

0.92
0.96

0.94

2,861,672
1,183,594
1,678,078

1.41
1.17

1.34

157,577
117,282
40,295

0.97
1.07
0.96
1.17
1.00

0.99

2,895,358
984,094
397,047
562,173
24,874

3,879,452

0.80

820,376
1.05
1.15
0.95
0.49
1.26

0.97

4,225,955

283,006
209,926
69,584
240,000
17,860

1.03
1.33

1.04

959,381
39,875

999,256

（A/B）

（A）

業
対前年度
倍
率

事
令 和 ４ 年 度

１．国土交通省関係予算事業費・国費総括表

第４

前

費
度

－

－

55,451
－

13,534,504

71,923

13,462,581

43,975

13,418,606

1,284,781
1,755,547

3,040,328

83,328
34,315

117,643

2,998,926
916,680
411,883
479,923
24,874

3,915,606

268,680
182,545
73,180
486,000
14,230

1,024,635

4,363,111

927,293
29,990

957,283

（B）

年

6,057,523

5,850,808

43,039
559,724

5,248,045

56,900

5,191,145

25,177

5,165,968

581,731
815,570

1,397,301

61,359
31,971

93,330

157,963
571,969
102,141
444,954
24,874

729,932

243,903
32,826
23,822
80,372
17,860

398,783

1,665,986

848,413
32,223

880,636

（C）

令 和 ４ 年 度

国

1.00

0.99

1.06
0.92

1.00

1.02

1.00

0.75

1.00

0.92
0.96

0.94

1.41
1.10

1.29

1.00
1.08
1.00
1.11
1.00

1.06

1.01
0.88
1.00
1.00
1.26

1.01

1.00

1.02
1.19

1.03

（C/D）

対前年度
倍
率

前

費
度

6,054,922

5,898,138

40,638
611,656

5,245,844

56,000

5,189,844

33,607

5,156,237

631,128
853,984

1,485,112

43,659
28,971

72,630

157,963
528,493
102,141
401,478
24,874

686,456

240,802
37,279
23,822
80,372
14,230

396,505

1,657,698

830,843
26,993

857,836

（D）

年
考

19,971百万円
331百万円
4,325百万円
550百万円

10．防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策に基づく
事業等について計画的かつ円滑な事業執行を図るため、事業加
速円滑化国債116,605百万円を設定している。

９．公共工事等の実施の時期の平準化等を図るため、２か年以上
の国債（国庫債務負担行為）668,210百万円及びゼロ国債
306,359百万円を設定している。

８．本表のほか、東日本大震災復興特別会計（復旧・復興）
37,948百万円がある。

７．本表のほか、委託者の負担に基づいて行う附帯・受託工事費
97,911百万円がある。

６．本表のほか、デジタル庁一括計上分として26,237百万円があ
り、これを含めた場合、その他施設43,040百万円（対前年度倍
率1.06倍）、行政経費585,960百万円（同0.96倍）、
合計5,877,045百万円（同1.00倍）である。

５．前年度予算額は、公共事業関係費から行政経費へデジタル庁
一括計上分12,854百万円を組替えている。なお、組替え前の公
共事業関係計は、5,258,698百万円である。

４．行政経費には、一般会計から自動車安全特別会計への繰戻し
5,400百万円を含む。

３．推進費等の内訳は、
防災・減災対策等強化事業推進費
官民連携基盤整備推進調査費
北海道特定特別総合開発事業推進費
社会資本整備円滑化地籍整備事業費
である。

２．本表から内閣府計上の国土交通省関係分を除き、国土交通省
計上の他省庁関係分等を加えた国土交通省所管の予算額は、
6兆307億円である。

１．本表は、内閣府計上の沖縄振興予算のうち、国土交通省関係
分を含み、国土交通省計上の北海道開発予算、離島振興予算、
奄美群島振興開発予算等のうち、他省庁関係分を含まない国土
交通省関係予算の総括表である。

備

（単位：百万円）

第５

公共事業予算の一括計上

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

事業予算について、農林水産省関係等を含めて予算の一括計上を行っている。

（単位：百万円）

令和４年度
区分
北海道

対前年度
倍
率

離島

対前年度
倍
率

奄美

対前年度
倍
率

国土交通省関係
一般公共事業

429,372

1.00

10

0.84

429,382

1.00

19,775

0.92

9,835

0.92

125,101

1.00

15,392

0.97

6,410

1.03

28

0.90

125,129

1.00

15,392

0.97

6,410

1.03

厚生労働省関係

2,550

1.00

583

1.77

136

2.67

環境省関係

1,845

1.00

851

1.00

216

0.99

558,868

1.00

36,601

0.95

16,597

0.97

38

0.88

558,906

1.00

災害復旧等
公共事業関係計

19,775
－

0.92
－

9,835
－

0.92
－

農林水産省関係
一般公共事業
災害復旧等
公共事業関係計

合

－

－

－

計
一般公共事業
災害復旧等
公共事業関係計

40

－
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－
36,601

－
0.95

－
16,597

－
0.97

Ⅱ．水産庁（水産基盤整備・漁港海岸・災害復旧）
1．水産基盤整備事業
１）概算決定の概要
水産基盤整備事業では、令和４年度概算決定額として、
72,669百万円（対前年度100.1%）を確保している。
また、令和３年度補正予算において、27,000百万円（うち、
TPP等関連政策大綱に基づく対策予算：4,000百万円、防災・
減災、国土強靱化のための５か年加速化対策に基づく対策予
算：23,000百万円）を措置したところ。
この他、水産基盤の整備について、農山漁村地域整備交付
金（78,398百万円の内数）を確保している。

ニーズに合致した加工等を行うための荷さばき所、加工
場等の整備を推進。
⃝栽培漁業と連携した漁場整備の展開（拡充）
資源回復・増大促進のため、老朽化した魚礁の再生対
策や、増殖効果を高めるための水産環境整備マスタープ
ラン対象種の種苗生産施設の整備を推進。
⃝漁業地域における防災・減災対策の推進（拡充）
地震・津波・高潮等の災害による人命・財産の防護や
地域水産業の機能不全の最小化に向け、浸水被害を防止
する胸壁等の整備や、避難施設の整備を推進。
⃝漁港施設の予防保全対策の推進によるライフサイクルコ

２）施策の重点化と主な内容

スト低減（拡充）

次期漁港漁場整備長期計画を見据えつつ、水産業の成長産

ライフサイクルコストの低減を図るため、より詳細な

業化を実現していくために、以下の課題に重点的に取り組む。

点検の実施や、これに基づく機能保全計画の見直しを推進。

⃝水産業の成長産業化に向けた拠点機能強化
・世界的な水産物需要の高まりや漁船の大型化に対応す
るための、流通機能の再編・強化や輸出促進対策、泊
地・岸壁等の施設整備等。
・静穏水域の創出による養殖場等の大規模化や、沖合・
陸域の一体的整備による養殖生産拠点の形成。

⃝持続可能な水産物生産体制の構築に向けた水産基盤整備
事業の展開（拡充）
漁業生産活動から排出されるCO2の削減や、CO2固
定効果が期待される藻場・干潟の整備促進のため、漁船
や冷凍トラックへの電力供給設備の整備や、藻場・干潟
の広域調査・モニタリングを推進。

⃝持続可能な漁業生産を確保するための漁場生産力の強化、
漁港施設の強靱化・長寿命化

2．漁港海岸事業

・水産資源の回復・増大と豊かな生態系の維持・回復の

１）概算決定の概要

ための水産生物の生活史に対応した水産環境整備や漁
場の再生対策。

漁港海岸事業の令和４年度概算決定額は、3,649百万円（令
和３年度2,449百万円（対前年度比149.0%）
）であり、漁業地

・大規模地震・津波や激甚化する台風・低気圧災害に対

域における国土保全を目的として、高潮、津波、波浪及び侵食

応するための、漁港施設の耐震・耐津波化、長寿命化

による被害から海岸を防護するため、海岸保全施設の整備を

対策、避難施設等の漁村インフラの整備。

推進する。

⃝漁村の活性化と漁港利用促進のための環境整備
・既存漁港施設の改良・除却等を通じた漁港の有効活用
や、漁港における海業・増養殖などの事業活動を促進
する環境整備。
・漁村における生活環境改善対策や、漁港における就労

また、令和３年度補正予算において、700百万円を措置し
ている。
このほか、農山漁村地域整備交付金として78,398百万円
の内数、東日本大震災の被災地復興対策（復興庁計上分）と
して460百万円の内数がある。

環境改善対策。
２）新規・拡充事項
３）新規・拡充事項等
⃝拠点漁港の流通機能高度化・輸出促進対策（拡充）
流通機能の高度化や輸出促進のため、拠点的な漁港に

⃝海岸メンテナンス事業（新規）
予防保全型のインフラメンテナンスへの転換に向けて、
海岸保全施設の老朽化対策等を計画的かつ集中的に推進。

おいて、既存施設や漁港施設用地の再編・整序や、一貫
した衛生管理下での水産物出荷に必要な加工場等の整備
を推進。
⃝養殖生産拠点における一体的な施設整備（拡充）
養殖業の成長産業化に向け、養殖の生産拠点において、
放流種苗の海水馴致を行うための取水施設や、消費地の

3．漁港災害復旧事業等
漁港関係災害復旧等事業の令和４年度概算決定額は、1,154
百万円（令和３年度1,147百万円（対前年度1.01）
）であり、
台風・地震等により被災した漁港や海岸等を早期に復旧する
ための事業を実施する。

＊水産庁 漁港漁場整備部 計画課 事業班 広域整備係長
〃
〃
防災漁村課 防災・海岸班 海岸係長
〃
〃
〃
水産施設災害対策室 災害調整班 災害復旧企画係長

浜辺
平良
辻

隆博
将悟
廣志
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災害査定の留意点

災害復旧事業の査定事例（17）

〜橋梁災害の留意点④（採択事例）〜

国土交通省 水管理・国土保全局 防災課

1．はじめに

3．橋梁の幅員を拡幅し採択した事例

これまで、橋梁被災の特徴やその復旧を考える上

当該橋梁の被災は、豪雨により増水した河川に倒

での留意点について述べてきました。今回は、
「実際

木が流下し、橋梁付近（写真−４）で流木による河

の災害査定で採択された事例」について紹介します。

道閉塞状態となりました。その外力でＡ１橋台と上

2．木橋を永久橋として採択した事例

部工が移動及び傾斜し、Ａ２橋台にも変状を及ぼし
たほか、溢水した水がＡ１橋台背後地に流れ込み、

当該橋梁の被災は、増水により河川水位が橋桁（既

橋台の背面土砂を流出させるなど全橋被災となりま

設堤防）を越え、桁が流水と浮力の作用により下流

した。この影響で橋梁に接続する道路、法面におい

に流されました。また、橋脚も河床洗掘により基礎

ても崩壊が生じる被害となりました。

部が不安定となり傾斜及び流失に至りました。木橋
の被災範囲は２/ ３以上となり、その被災部分を永
久構造物としても、未被災部分との取り付けが難し
いため、永久橋として架け替えた採択事例となりま
す（要綱第３・
（二）・リを適用）。

写真−５
写真−４

被災後の写真
（近景）

被災後の写真

復旧にあたっては、橋梁に接続する現況道路の幅
員にあわせて橋梁の幅員を拡幅し、接続施設の位置、
規模、構造等に合せて復旧する採択事例となります
写真−１

被災前の写真

写真−２

被災後の写真

復旧にあたり、新たな橋の桁下高は、当該橋梁地

（要綱第３・（ニ）・ルを適用）。
なお本路線は、官公署、学校、郵便局等の公共的

点における被災水位に

施設に通じる、地域にとって重要な路線で、周辺に

堤防の余裕高に相当す

適当な迂回路がないことから応急仮工事で仮橋を設

る高さを加えた高さと

置し、現在本復旧工事を実施しています。

し、既設のコンクリー

4．改良費を加えて採択した事例

ト橋台は、桁の重量増
などから、再利用が不
可能と判断し新設とし
ました。

写真−３

完成した永久橋

当該橋梁は、豪雨により河川が急激な水位上昇及
び激流となった影響により、従前からの澪筋であっ
た橋脚周辺にて局所洗掘が発生し、橋脚が沈下・傾
斜が生じるとともに２径間の桁についても沈下及び
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災害査定の留意点
損傷する被災となり

なお、採択基準は、方針第19第１項（二）ト橋

ました。

梁工事（へ）となります。

復旧計画（親災）
については、洪水流

5．橋梁災における留意点

により河床が大きく

Ø地質調査は十分に行われ、支持地盤の確認がなさ

変動していることか

れているか（緊急を要し、査定時は近傍の地質デー

ら、被災後の河床で
原形復旧することが

写真−６

洪水中の写真

著しく不適当である

改良復旧事業を検討する要素はないか。

よって、下部工形状・
上部工形式は、比較
検討の結果、２径間
連 結PCポ ス ト テ ン

実に支持地盤を確認して設計を行う必要がある）。
Ø径間長の見直し、幅員の拡幅、設計荷重の増大等、

と 判 断 し ま し た。
寸法を変更し、また

タを活用した場合でも、工事実施にあたっては確

Ø河川管理施設等構造令を遵守した橋梁構造となら
ないか（改良復旧事業ができない場合でも、再度

P1

写真−７

災害防止の観点から、自治体の負担で対応できな
洪水後の写真

ションＴ桁とする復旧計画（図−１）としています
（要綱第２・２・
（一）・イを適用）。

いか…）。
Ø仮締め切り、搬入路等の仮設工も含んで検討し、
経済的な復旧工法となっているか。
Ø復旧は、架け替えありきになっていないか。補修、
補強で十分ではないか。または、現地の周辺状況
から総合判断し、他の工法（ルート変更、減築な
ど）が考えられないか。
Ø専門機関等への調査依頼や事前協議を活用してい
るか。
Ø設計荷重をアップした、原形復旧の計画となって
いないか。

復旧計画（親災）の断面図

図−１

しかしながら、この復旧計画では、現橋の径間と
同じ３径間となり、現在の河川管理施設等構造令の

6．おわりに
橋梁災害では、被災の程度や要因を正確に捉え、
復旧計画を立てることが重要です。

基準径間長の規定を満足しません（被災橋梁架設は

また、被災要因除去の観点、河川管理上（流下阻

昭和42年度）
。そのため、災害関連事業の活用によ

害の観点）、投資効果、民生の安定、社会通念上な

り、全橋架け替えのうえ橋脚数を削減し、橋梁の再

ど総合的な視野で改良復旧事業を取り入れるなどの

度災害防止を図る改良復旧事業とした採択事例とな

検討も必須であると考えています。

ります（図−２）
。

ひとたび橋梁が被災すれば、地域への影響も大き
く、そのため一刻も早い復旧が望まれることから、
緊急・応急復旧の必要性を早急に整理し、事前着手
も考えなければなりません。こうした意味でも必要
に応じて専門機関等への調査を依頼するほか、事前
協議を積極的に活用（オンラインも可）することで、
手戻りの無い復旧計画の立案に繋がると考えます。

図−２
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改良復旧事業の断面図

諸外国のインフラ情報
−米国の最近のインフラ政策−

米国のインフラ出資計画の成立に伴う
連邦機関の支出計画の動き
ます

くら

益 倉
１月号で５年間のインフラ出資のためのInfrastructure
Investment and Jobs法（IIJA）が成立したことを

説明したが、この出資法によってインフラについて
は十分な出資が得られることになり、連邦機関は、
支出計画の詳細を続々と発表している。従来、認可
されていたが出資に至らなかった事業への出資が行
われるとともに、バイデン大統領の優先事項である
気候変動対策、少数者への配慮、施設の維持管理な
どへの出資にも重点が置かれている。
より広範な、
「社会的な」出資法案のBuild Back
Better（BBB）法については、上院での民主党議員
の反対により行き詰ったままになっている。

1．インフラ出資法（Infrastructure Investment
and Jobs法（IIJA））の資金の出資計画
インフラ出資法の新規分は総額5,500億ドルであ
り、分野毎の配分については、前号で紹介したが、
分野ごとについてのさらなる具体的な項目の配分や
州毎の配分についての計画が報道されている。従来
の事業に従った配分の他、大統領の方針に従った気
候対策や「環境正義」などの言葉で表される、従来
軽視されていた貧困な地域や少数民族の地域への配
分にも重点が置かれている。
１） 環境保護庁（EPA）による水インフラのため
の配分の方針
最初の支出は、水質とアクセスを改善するための

74億ドルになるとのことである。法律全体では、
鉛の水道管を取り除くことに割り当てられた150億
ドルと、調理器具、カーペット、消化剤の泡などに
頻繁に使われる有害化学物質による汚染に対処する

ための100億ドルを含んで、合計500億ドルが充て
られているが、74億ドルはその第一弾とのことで

かつ

しげ

克 成＊

を提供する州リボルビングファンド（State Revolving
Funds）によって出される。
［参考記事］
The Associated Press（12/2）
https://www.smartbrief.com/uyd/editProfile.action
;jsessionid=9EF92FF32E6578196527BD196F5C3715.web1.
smartbrief.com?t1=71401014&t2=https%3A%2F%2Fapne
ws.com%2Farticle%2Fjoe-biden-business-environment-andnature-environment-native-americans-1c320bbcedb344e6d
f452b853522fcdf

その後にEPAは、24州に亘る39の地方自治体に、
Water Infrastructure Finance and nnovation
Actの事業に対する貸付金の67億ドルの申請の募集
を行った。67億ドルのうちの12億ドルがサービス
が行き届いていないコミュニティに提供されること
が予定されている。
［参考記事］
Underground Construction online（12/7）
https://ucononline.com/news/2021/december/
epa-invites-39-metropolitan-districts-to-apply-for-waterinfrastructure-loans

２）ダムへの出資
30億ドルのダムへの出資の内容は、水力発電、
ダムの安全、近代化及び撤去である。老朽化したダ
ムへの十分な投資ではないが、投資の顕著な増加に
なるとのことである。全米に91,000を超えるダム
が あ り、 ア メ リ カ 土 木 学 会（ASCE） に よ る と
2019年現在、それらの約15,600は高ハザードの可
能性のある構造物として分類され、約2,300は「欠

陥がある」と評価され至急に修理が必要であるとさ
れている。
［参考記事］
Construction Dive（12/ ７）
https://www.constructiondive.com/news/federalinfrastructure-act-iija-pump-3b-into-nations-ailingdams/610898/

ある。500億ドルのほぼ440億ドルが低利貸し付け
＊一般財団法人 近畿地域づくり研究所 上席研究員
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３）連邦ハイウエイ管理庁の施設修理の優先
連邦ハイウエイ管理庁は既存施設の修理と復旧は
新しい建設よりも優先されると表明した。

［参考記事］
For Construction Pros（1/4）
https://www.forconstructionpros.com/
infrastructure/news/21977460/fhwa-to-prioritize-repair-ofexisting-assets-with-infrastructure-bill-money

４）交通省の橋梁への投資内容の公開
交通省は、橋梁プロジェクトのための、５年間で
各州への265億ドルと、部族政府の交通施設のため
の８億2,500万ドルを発表し、州間道路システムの
構築以来、国家の橋梁への最大の連邦の投資をマー

クした。プログラムは、全国的に15,000基の道路
橋に対しての問題に対処を基本として、連邦資金は
ローカル当局に所有されているシステム外の橋梁を
改善するコストをカバーするためにも使われること
ができると述べている。

［参考記事］
The Hill（1/14）
https://www.smartbrief.com/uyd/editProfile.action
?t1=71708377&t2=https%3A%2F%2Fthehill.com%2Fhome
news%2Fadministration%2F589711-biden-to-tout-newbridge-program-at-infrastructure-bills-60-day-mark

５）工兵隊の配分計画の公表
工兵隊は、インフラ投資法によって土木の事業計
画のために提供された171億ドルの2022年度分の
74億ドルの使用計画を公表した。重点は、港湾や
運河の事業によるサプライチェーンの確保と気候変
動対策とされている。22件の新しい建設事業の開
始と19年の既存の事業を完成させるための補助金
の出資が含まれている。全体で最大のものは、11
億ドルのフロリダ州のエバーグレーズの環境復元の
事業である。その他の主要な割り当ては、河川と五
大湖の閘門と堰の改築である。
［参考記事］
The Hill（1/19）
https://thehill.com/homenews/
administration/590356-corp-of-engineers-to-focus-onsupply-chain-problems-climate-change

６
）交通省のインフラ補助金に含まれるプログラム
の公開
交通省が、総額15億ドルは、Rebuilding American

Infrastructure with Sustainability and Equity
（BUILD）の任意の補助金プログラムを通して入
手可能にされていることを発表した。これは、以前
のTIGER補助金を拡張し、すべての規模の地域の
プロジェクトの広い範囲に適用されることができる
ことになった。
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［参考記事］
Railway Track & Structures（1/31）
https://www.rtands.com/passenger/u-s-dot-says1-5-billion-in-raise-grants-are-available/

2．新しい水資源開発法の連邦議会での検討
の開始
水資源開発法は、主に工兵隊の水関連の事業を認
可する法律であるが、この法律に明記されることが

出資の前提になり、別途この項目から出資対象が選
定 さ れ る。 現 在 の 法 律 は2020年 制 定 の も の で、
2014年以来２年ごとに制定されてきた。このため、
2022年に新しい法律を制定し、新規の事業を追加
する必要のため、連邦議会の委員会で検討が開始さ
れた。報道内容は、以下の通りである。

主要な下院と上院の委員会は、陸軍工兵隊の洪水
防御、河川の閘門、およびダム、港湾浚渫、環境の
復元、および他の土木事業のプロジェクトのために
数 十 億 ド ル を 認 可 す る た め に 新 し い 水 源 開発法
（WRDA）を立案する計画を進めている。
連邦の議員が次の数ヶ月で立法に取り組む時に、
彼らの目標は、年末までに法案を可決し、隔年に
WRDA法案を承認する2014年にさかのぼる彼らの
実施方針を続けることである。認可される事業のリ
ストがWRDA法案の中心である。下院と上院のヒ
ヤリングにおける、事業推薦を行っているトップの
軍隊の役員らの証言に基づくと、現在のWRDAが
2020年12月に制定された以降に、新しい候補プロ
ジェクトとして、14のプロジェクトへの承認を推
薦して「チーフのリポート」にサインしたとのこと
である。14の中で最大のものは、テキサス州のガ
ルベストン湾の261億ドルの高潮堤システムを含む
事業である。その事業の連邦の持ち分は推定161億
ドルである。エンジニアのチーフは、追加の７件を
検討中で、５月までにさらに７つのプロジェクトを
推薦することを予定していると述べている。
この法律は、水関係のインフラの中心的なもので
あるため、通常、超党派の支持が得られているとの
ことである。
［参考記事］
Engineering News-Record （tiered subscription
model）
（1/13）
https://www.enr.com/articles/53420-hill-panels-gearingup-to-produce-new-wrda-bill?oly_enc_id=3970I1184045D5H

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18年７月災害における鶴田ダム管理所の対応
〜電気・水道・道路等が途絶する中、
管理所職員はどのように対応したか〜
うえ

の

上 野
1．はじめに
令和３年７月、過去最大級の洪水が鶴田ダムに流
れ込んだ。この洪水は、ダムへのピーク流入量が過
去最大であったが、ダム下流の宮之城水位観測所の
水位は氾濫危険水位以下になるなど、甚大な被害発
生には至っていない。近年実施された鶴田ダム再開
発事業や激甚災害対策特別緊急事業等による治水事
業の効果が大きかったと思われる。そこで、改めて、
これらの事業の発端となった、流域に甚大な被害が
発生した平成18年７月洪水と、ライフライン途絶
等により洪水のダム操作中に刻一刻と悪化した鶴田
ダム管理所の危機的状況及び令和３年７月洪水の状
況を説明する。

ゆう

じ

勇 二＊

時16分に3,572㎥/sの最大放流量を記録した。これ
らの操作により、満水位まで残り14㎝に迫る約
7,500万㎥を貯留（写真−１）し、下流の宮之城地
点において最大約2.5mの水位低下及び、水位のピー
ク時間を４時間程度遅らせる効果があったものと推
察された。

2．平成18年７月洪水時の鶴田ダムの操作状況
平成18年７月19日から23日にかけて、鹿児島県
せん だい がわ
北部を流れる一級水系川内川は、総雨量が1,000㎜
を超える記録的な豪雨に見舞われた。多くの水位観
測所で既往最高水位を記録し、各地で氾濫が発生す
るなど、川内川では甚大な洪水被害となった。
川内川中流域に位置する鶴田ダムでは、７月19
日22時40分より予備放流を開始し、洪水調節容量
を確保しつつ７月20日22時16分より洪水調節を開
始した。その後、21日には当時の過去最大と同量
の約2,000㎥/sの流入量を記録し、22日15時23分
に最大流入量4,043㎥/sを記録した。このため、22
日14時40分より、流入量とほぼ同量を放流する緊
急放流（異常洪水時防災操作）に移行し、22日18

写真−１

満水時の鶴田ダムから下流を望む

なお、操作はＡ１サイズのグラフ用紙（図−１）
に手書きで管理していた。横軸に時刻、縦軸に流量
や水位、そしてグラフ上部に上流域雨量を記入して
大きな洪水調節図を作成していた。雨量、ダムへの
流入量、放流量、水位と、刻一刻と変化する状況を
俯瞰して見ることができ、全員の意思疎通ができた。
この出水以前も、出水毎にＡ１サイズの資料を見な
がら操作状況を全員で話し合い、留意点の話し合い
を何度も行った。そして、平成18年７月も、この
図を取り囲み、ダム操作やライフライン途絶への対

＊代表執筆者：国土交通省 九州地方整備局 鶴田ダム管理所 管理係長（平成18年当時）
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図−１

図−２

九州地方整備局河川部長室前に設置の平成18年７月鶴田ダム洪水調節図の複写

グラフ用紙を継ぎ足した箇所

応などを話し合った。次々に発生する危機に対して、
一つずつ対応案を話し合い、連携して解決していっ
た。余談だが、平成18年７月では、過去最大を大幅
に上回る流入量があり、それまで作成していたＡ１
サイズに収まらなくなり、急遽別のグラフ用紙を上
側にセロテープで貼って継ぎ足して（図−２）作業
を続けた。まさにこれまでで最大の洪水だった。

3．管理所の孤立とライフライン損傷時の対応
１）最初の危機（管理所機器の水没危機）への対応
バケツをひっくり返したような雷雨となっていた
22日午前、管理所屋上の雨量計が雨量０㎜となった。
異常を察知した職員が屋上に登ったところ、あまり
の豪雨のため、屋上緑化の芝生や土砂が流出し、排
水溝を閉鎖して屋上全体が約60㎝にわたり冠水し、
雨量計や機器類が水没しかけている状況が確認され
た。このまま水位が上昇すると屋上から機器室に引
き込まれた通信や電源ケーブル等の配管を伝って機
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器室に水が流入する恐れが出てきたことから、緊急
の排水作業が必要となった。工事用に置かれていた
塩ビパイプ（直径15㎝）で臨機にサイフォンを作
成し、雷雨の中で屋上に設置して排水させると共に、
本来の排水溝の清掃等を行ってダムコン室や操作室
が水没する危機を回避した。防災施設における屋上
緑化は一考の余地があるものと考える。
２）２番目の危機（管理所の停電）への対応
流入量がピークを迎えた22日15時28分頃、停電
が発生した。管理所には非常用発電機（２機）が装
備されており、直ちに切り替えを行った。発電機の
燃料は出水期前に５日分以上稼働可能な量を準備し
ていた。停電当初は発電機に切り替えたことへの認
識しか無かったが、翌日、道路不通により燃料供給
の目処が立たない状況が判明した。もし、燃料が供
給できず発電機が停止した場合、ゲート操作自体が
不可能となることが最大の懸念となった。そのため、
燃料消費をできるだけ少なくし、非常用電源を出来
るだけ長く持たせるための対応を実施した。具体的
には、所内冷房や照明等を停止してダム操作に必要
な最低限の電力のみとし、大電力を必要とするゲー
ト操作時のみ発電機を２台運転として、それ以外は
１台運転とする方法である。薄暗く真夏で室温の高
い操作室で機器の操作（写真−２）を行い、操作用
のモニターの灯りをたよりに手書きでグラフを作成
しながら対応を検討することになったが、ゲート操
作や放流量演算（ダムコン）への電力供給は維持さ
れた。

なお、商用電力は、電力会社に早期復旧をお願い
したが、アクセス道路被災のため早期復旧は難しい
とのことであった。結果的には電力会社の尽力によ
り、３日後、ヘリで空輸した資材を使用し、高圧の
送電線（6,600ボルト）をダム天端管理用道路に仮
設することで仮復旧がなされた。感電への注意は必
要だったが、ダム機能の停止という最大の懸念は解
消された。

写真−２

節電状況（消灯時のダム操作）

３
）３番目の危機（通信（電話回線等）遮断）への
対応
停電とほぼ同時刻に河川管理用光ケーブル及び電
話用のNTT電話回線の切断が確認された。不通を
確認した時刻は22日15時55分頃であった。これに
より、関係機関へ放流に関する通報が困難となった。
その後も雨は降り続いており、河川の水位上昇への
注意喚起として通報手段は必須であった。これに対
しては、使用不能となったNTT電話回線や管理用
光ケーブル回線の代わりに、マイクロ無線回線（国
土交通省の専用回線）で他の国土交通省事務所（被
災していない福岡県等の事務所）に接続し、その事
務所のNTT電話回線を利用して電話やFAXを使用
する「専用線−公衆線接続」機能を利用した。ダイ
ヤル方法が変更になるため一斉送信機能が使用でき
ず、個別送信をすることになったが、通信障害につ
いては全てマイクロ無線回線への切り替えでしのぐ
ことができた。
また、今後の放流計画の検討に利用する流入量予
測は、降雨予測を基に算出しており、降雨予測も
NTT回線を活用して入手していた。ダム操作に必
要な情報であり、衛星回線との二重化を図っていた
ため、回線切断時には自動で切り替わり、問題は発
生しなかった。有線、無線など通信手段を複数確保
しておくことは生命線であると感じた。ちなみに、

ダム管理所は山間部に有り、当時は携帯電話の接続
状況が良くなく、携帯電話の利用は難しい状況で
あった。
４）４番目の危機（管理所の断水）への対応
断水は、緊急放流（異常洪水時防災操作）を継続
していた22日20時頃に確認した。一番困ったのが
トイレだった。全員がダム操作に関与しており、水
の確保のために職員を割く余裕は無かった。そのた
め、飲み水以外は、雨水を貯留して使用する案を実
行した。工事書類を入れていたプラスチックケース
を全て外に出し、雨水を貯めた。その水をポリタン
クに入れて搬入した。しかし、このままに出来ない
と考え、復旧に奔走することにした。当初は停電の
影響で供給が停止したと考えていたが、実際は水が
供給されていないことが判明した。施設は町の施設
であり、問い合せしたが、町も被災対応で現地調査
が難しく原因不明であった。そのため、ダム操作が
落ち着いた時点で、施設を職員で調査した。水道は
沢水をタンクに貯め、供給する際に塩素を入れて配
水していた。沢水は供給されていたが、タンクは常
に空であった。当初、原因が分からなかったが後日、
原因が別の調査から分かった。土砂崩れの調査を行
う際に、町の施設の被災箇所近くから水が一定量出
ていた。そこで、町の職員に配水を停止してもらっ
た。それ以降、断水は改善した。復旧までに10日
以上の日数が経過した。
５）５番目の危機（管理所の孤立）への対応
ダムまでは平常時、さつま町中心部から約20分
で到着できるが、豪雨時の法面崩壊・路盤崩壊等に
より、管理所へのアクセス道路３ルートが全て被災
し、物資等の輸送も一時期不可能になるなど管理所
が孤立した。孤立が判明したのは、緊急放流（異常
洪水時防災操作）を継続していた23日であった。
洪水調節開始時に下流に向かった警報巡視班は、
当初道路浸水で帰れなかったが、その後も道路崩壊
のため、管理所に帰還することが出来なくなった。
しかし、河川の水位は上昇を続けているため、河川
周辺住民への注意喚起は必要不可欠と判断し、巡視
を継続することにした。なお、警報巡視班への指示
は管理所孤立により不可能（NTT電話回線被災）
となったことから、マイクロ無線回線経由で臨機に
九州本局（福岡）のサーバ内に警報巡視班向けのホー
ムページを急遽作成し、警報巡視班が携帯電話で
ホームページを定期的に閲覧して指示を受信する対
応とした。
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６）職員のメンタルとアクセス道路の確保
24日６時35分、ダムへの流入量が洪水量以下に
低下した。19日の予備放流開始から100時間以上
の緊迫した操作となり、職員はみんな疲労していた。
なお、ダム下流の河川沿いの宿舎に居住の職員家族
は水位上昇時に避難していた。そのため、家族を心
配している職員のメンタルを考え、ダム操作可能な
２班に分けて、半分ずつ帰ることにした。普段、車
で通勤できた下流左岸道路は危険な状態ではあった
が、家族を見て安心したいとの一心で崩壊箇所や倒
れた電柱・電線を避けながら、辛うじて通れる状態
の道路を徒歩で通ることにした。
その後、アクセス道路はしばらく車両が通ること
は出来なかったため、これまで利用していない復旧
した山道を利用した。崩壊した土砂を撤去しただけ
の状態であったため、注意しながらの通勤となった。

4．令和３年７月梅雨前線豪雨とこれまでの
事業の効果
令和３年７月９日夜遅くから10日昼前にかけて、
鹿児島県北部を中心に線状降水帯が発生し、各地に
大雨特別警報が発表された。川内川流域においても
降水量の多い観測所では、降り始めからの降雨量が
500㎜を超え、24時間雨量でみると平成18年７月
洪水時の雨量に匹敵するものであった。
鶴田ダムでは10日の３時20分に流入量が600㎥/s
に達したため洪水調節を開始し、その後も鶴田ダム
上流域では時間雨量50㎜を超えるなど、降雨が継
続したことにより、ダムへの最大流入量が過去最大
であった平成18年７月洪水の4,043㎥/sを上回る
4,107㎥/sを記録した（図−３）
。
ダムの貯水位は急激に上昇し、緊急放流（異常洪
水時防災操作）判断水位である標高151.0mを超え
10日の16時10分に標高154.23mに達し、洪水時最高
水位まで約6.0mに迫るものであったが、緊急放流に
は至ることなくダムに洪水を貯留することができた。
平成18年７月洪水では、ダム下流の宮之城水位
観測所で11.66mの最高水位を記録したが、令和３
年７月洪水における最高水位は氾濫危険水位以下の
7.40mであった。これは、鶴田ダム再開発事業によ
り洪水調節容量を最大75,000千㎥から最大98,000
千㎥へ約1.3倍に増強したこと及び激甚災害対策特
別緊急事業により河川改修を実施したことにより、
約1.8mの水位低減効果があったと推定され、下流
の浸水被害の軽減に寄与したものである。

50

月刊「建設」22-03

図−３

鶴田ダムの最大流入量時の洪水調節状況
（令和３年７月梅雨前線豪雨）

5．おわりに
緊急放流（異常洪水時防災操作）の緊迫したダム
操作が行われる中、電気及びNTT電話・管理用光
ケーブルの切断等や断水、管理所へのアクセス道路
遮断など、管理所が危機的な状況のまさにその時に
管理所職員がどう対応したかを説明させていただい
た。当時から15年経過したが、当時の事を今でも
鮮明に覚えており、それほど、職員全員が懸命に対
応した。
当時、鶴田ダムでは、この出水以前に操作訓練端
末を用いた様々な出水に対するシミュレーション訓
練を職員全員で実施しており、ゲート故障や水位計
故障時のH−Vチャートを用いた流入量演算の手計
算等を訓練で実施していたこともあり、全員が危機
的な状況でも連携して対応できたものと思う。
最後に、鶴田ダムでは過去最大級の洪水の操作中
にライフライン途絶などの危機的状況が次々と起
こった。近年、大規模洪水が頻発している中、各地
のダム等の訓練では、操作訓練だけでなく、ライフ
ライン途絶の対応も考慮した訓練実施も重要である
と思う。
本執筆メンバー
（国土交通省九州地方整備局所属）
平成18年
当時役職

氏名
いま い

管理所長 今 井

現在所属
とおる

徹 退職

うえ の

ゆう じ

あり しま

てつ ろう

ふく だ

ゆう いち

管理係長 上 野 勇 二 防災室
係員 有 嶋 哲 朗

河川部
河川工事課

電通係長 福 田 佑 一 企画部

現在役職
−
課長補佐
砂防係長
技術検査官

企画部
みなみ たけ とも み
主任 南 竹 知 己 技術管理課 課長補佐
（DX推進室）

2021年２月号から「公務員技術者の訴訟リスク〜事例と解説〜」を連載しています。公務員技術者等にとって避けることがで
きない訴訟へのリスクについて理解を深めていただくことができるよう、事例の紹介、分析や制度の解説等を掲載していきます。

公務員技術者の訴訟リスク

公務員技術者の訴訟リスク〜事例と解説〜（6）
とまり

ひろし
＊

泊

「公務員技術者の訴訟リスク〜事例と解説〜」の

＜住民監査請求を経て監査委員の賠償勧告があった場合＞

第３回（2021年６月号）で「公務員の主な訴訟リ

住

スク」として、公務員個人が責任を問われる場合に

民

監
査
委
員

住民監査請求

ついて、制度の面から類型化してお示しし、さらに

職

賠 償 勧 告
員

＜住民訴訟となった場合＞

第４回（同年９月号）で「国家賠償法」について、

住

第５回（同年12月号）で「弁償責任制度」につい

民

第一段階訴訟

て解説しました。

補
助
参
加

今号では「住民監査請求・住民訴訟」について解

例をご紹介してきていますが、今号の「想定される
事例」では「スイッチ切り忘れの損害を職員に請求」
を取り上げます。
職員のミスに起因して生じた損害に対して、行政
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住民監査請求・住民訴訟

はどのように対応してきているのでしょうか。

住民監査請求・住民訴訟
住民監査請求・住民訴訟の概要を図−１に示す。
１）住民監査請求
⑴ 地方公共団体の職員に、違法・不当な公金の
支出、契約の締結・履行等があると認めるとき、

⑶ この勧告に基づく措置（地方自治法第242条
第９項）として、職員に損害賠償が請求される
ことがある。
２）住民訴訟
⑴ 監査委員の監査の結果に不服がある場合等に、

住民は監査委員に対して監査を求めることがで

住民は、住民訴訟を提起することができる（地

きる（地方自治法第242条第１項）。

方自治法第242条の２第１項）。

⑵ 監査委員は、当該請求に理由があると認める

⑵ 住民が地方公共団体の執行機関を被告として、

ときは、必要な措置を講ずべきことを勧告しな

職員に損害賠償等を求める訴訟（第一段階訴訟）

ければならない（地方自治法第242条第５項）。

を提起した場合、職員に告知される（地方自治

＊一般社団法人 全日本建設技術協会 専務理事
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法第242条の２第７項）。訴訟告知を受け職員
が自己の利益を守るため訴訟に参加することが
可能である。

こととなった。
判決では、スイッチの切り忘れが故障の直接的な
原因と断定できないことから、修繕費用の請求に関

⑶ 第一段階訴訟に地方公共団体が敗訴した場合、

する住民グループの主張は認められなかったが、ス

地方公共団体は職員に対して損害賠償金等を請

イッチの切り忘れにより消費した燃料代の約半額を

求することとなる
（地方自治法第242条の３第１項）
。

Ａ氏に請求するよう県に求めるものであった。県は

⑷ さらに、職員が損害賠償金等を支払わないと
きは、地方公共団体は職員に対し訴訟（第二段
階訴訟）を提起する（地方自治法第242条の３

この判決に従うこととして、Ａ氏に請求を行い、Ａ
氏は支払った。
〈解説〉

第２項）
。第二段階訴訟に職員が敗訴すれば、

今回は、職員のミスに起因して生じた損害に関し

損害賠償金等を支払うよう裁判所から命じられ

て、職員に賠償を請求するよう地方公共団体に求め

ることとなる。

て、
住民訴訟に至った事例である。建設分野に限らず、

想定される事例（その６）

職員に対して損害賠償を請求する傾向がみられる。
2015年に、都立高校のプールで排水バルブを開

「スイッチ切り忘れの損害を職員に請求」

いた状態で給水を続けていた事案で、都は関係教職

〈概要〉

員に対して、都の損害100万円余の半額相当の賠償

県土木事務所に勤務する技師のＡ氏は、出水期を

を求めた。その後、全額負担を求める住民訴訟が提

前に管内の施設の点検を行っていた。Ｂ排水機場で

起され、地裁は訴えを棄却する一方で、職員の負担

備品の所在や機器の動作の確認作業を行った際に、

割合は「５割を限度に認めるのが相当」との判断を

非常用発電機の動作を確認するために、スイッチを

示した。その後、類似の事案で職員に対して損害の

入れた後、切るのを忘れてしまい、そのまま事務所

半額程度を求める地方公共団体が相次いでいる。

へ戻った。３日後、近隣住民から最近Ｂ排水機場で

2001年に情報公開法が施行され、国の公文書の

機械が動く音がしている旨の通報があり、Ａ氏が現

開示請求ができるようになった。地方公共団体でも

場に赴いたところ、非常用発電機はスイッチが入っ

同じ趣旨の条例の制定が進み、情報公開が浸透し、

た状態で停止していた。その後、電気系統に故障が

住民による行政監視の環境が整ってきている。情報

あることが判明し、専門業者に依頼して、故障の修

公開法制定前に比べて、近年は、地方公共団体を相

繕を行った。

手取った住民訴訟の年当たりの件数は２倍以上と

この件に関して、住民グループは、Ａ氏のミスに

なっている。

より県に損害を与えたとして、スイッチの切り忘れ

公務員にとって、業務上のミスで生じた損害の賠

により消費した燃料代と故障の修繕に要した費用を

償を求められることは厳しいことである。しかしな

Ａ氏に請求することを主張し、監査請求を行った。

がら、住民が行政や公務員を監視し、公務員個人に

県の監査委員はこの請求を却下したが、住民グルー

対して損害賠償を求めるよう住民訴訟を提起してき

プは監査結果を不服として、県に対して住民訴訟を

ており、さらに、行政サイドは、このような流れを

提起した。訴訟告知を受けたA氏は裁判に参加する

受けて対応する事案がみられるのが現実なのである。

ご意見・ご感想をお寄せください

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

自分なりの試験対策
取得した資格：一級建築士
資格取得年度：令和２年度

受験の動機・経緯

もり

しま

森 島

たか

ゆき

貴 之＊

先達のようにできれば最良なのですが、私にはと

私が一級建築士に合格したのは令和２年度でした

ても、そのような自制心を持ち続ける自信はありま

が、初めて受験したのは平成27年度でした。職務

せんでしたので、資格学校を利用して短期集中的に

の関係上、一級建築士資格と建築基準適合性判定資

勉強することにしました。資格学校に通っても、少

格を取得する必要があります。ただ、私自身は特に

ない時間で効率的に理解度が上がるわけではなく、

急ぐ必要性を感じておらず、毎年なんとなく受験し

必死に勉強時間を確保しなければならないことに代

ており、学科試験不合格が続いていました。

わりありませんでした。しかし、毎週の復習課題や

しかし、日々の業務の中で、有資格者である設計

定期的な模擬試験などにより、高いモチベーション

事務所との打合せ時に感じる能力不足や、他部局か

を維持することができたため、飽き性な私でもなん

らの相談対応時などに感じる知識不足から、「なに

とか勉強習慣を継続することができました。

かしら勉強しないと」という漠然とした不安は年々
大きくなっていました。そこで、まずは一級建築士
試験に向き合おうと改心したのが、受験に対し本気
となったきっかけになります。

筆記試験における学習方法②
具体的な学習方法については、基本的に過去問を
解き、参考書で復習する、その繰り返しでした。昼

最初に断らせていただきますが、私自身自制心も

休みなどのスキマ時間や、なかなかやる気のでない

弱く、非常に飽きっぽい性格です。私の学習方法が

時は、WEBサイト等を活用していました。動画サ

役立つかはわかりませんので、あくまで一例として、

イトの動画や、資格学校講師の解説ブログなどは、

わずかでも参考になる箇所があればと思います。

ひとつひとつが短編であることと、普段見飽きてい
る問題形式ではないことで、勉強という感覚なく見

筆記試験における学習方法①
私が何年も学科試験不合格だった原因は、明らか

ることができたので、私と同じような飽き性にもお
勧めできます。

に勉強量不足でした。私の周りで合格した方々から
話を聞くと、試験の半年〜１年以上前から毎日の勉
強を（どんなに忙しい日でも、毎日最低10分は勉
強するなど）習慣づけていたそうです。

製図試験対策
製図試験は、与えられた設計条件（Ａ２用紙１枚）
を踏まえて、基本計画（Ａ２図面とＡ３記述）を作

＊鹿児島県 土木部 建築課 営繕室 建築技師
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成します。試験時間は６時間半で、そもそも時間内

図忘れの防止にも繋がると考えています。

に図面と記述の全てを完成させること自体が大変な
試験です。筆記試験からの数か月間、ひたすら一心

最後に

不乱に学校の課題をこなしていたため、役立つかわ

いろいろと述べさせていただきましたが、私自身

かりませんが、私が気を付けた点を２つほど紹介し

本試験の際は時間配分をミスしました。製図試験は

ます。

午前11時からはじまるため、時計とストップウォッ

１つ目は、当たり前ですが作図を終わらせること

チの時間がちょうど１時間ずれます。（時計が午後

です。製図試験は、綺麗な図面を描く試験ではなく、

「１：00」の時、ストップウォッチは「２：00」

設計条件に適合した計画を行い、その計画を採点者

となります。）その結果、試験の中盤で、実際は残

に伝える試験です。作図が終わらなければ必ず不合

り時間２時間のところを、まだ３時間あると勘違い

格となりますし、多少は線や文字が荒くてなっても

してしまい、それに気づいた終盤は、大慌てで図面

完成さえしていれば採点されるので、常に時間を意

を仕上げることになりました。試験当日は、何が起

識して作図しました。作図時間の短縮方法は人それ

きるかわかりません。対策してもなお、最後の最後

ぞれだと思いますが、私の場合は道具は最小限にし

で時間管理を失敗しましたが、パニック時でも作図

て持ち替えの時間を減らし、短い線はフリーハンド

の漏れなく完成まで至れたことは、これまで積み重

で描くなどの試行錯誤をしました。

ねた対策のおかげだと思います。今後受験される皆

２つ目は、
手順の徹底です。計画検討（エスキス）
時における建築可能範囲・高さの検討や各種条件の

様も、人それぞれに苦労があると思いますが、最後
の最後まで諦めずに頑張ってください。

検討、作図時における柱・壁の書き込みや寸法・室

最後になりますが、職場の方々・業務で関わる様々

名・植栽・什器などの書き込みなど、毎回同じ手順

な方々には、資格試験のために多大なご理解・ご協

で検討・作図することを徹底しました。日頃から同

力をいただきました。この場を借りて厚く御礼申し

じ手順とすることで、自分の進捗ペースが普段と比

上げます。

較し遅れていないか把握できるとともに、検討・作
【著者紹介】 森島 貴之（もりしま たかゆき）
平成25年鹿児島県に建築技師として入庁。現在、建築課営繕室にて、営繕工事の計画、技術基準等に係る職務に従事。
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後手

石田

和雄

九段

〔ヒント〕
詰将棋ならではの妙
手順。

〔あなたの棋力は？〕
５分……………三段
10分……………初段
（解答は80頁）

飛銀銀
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歩

持駒

〔あなたの棋力は？〕
５分………………初段
（解答は80頁）

先手

〔ヒント〕
手順が大切な見本です。

なし

八段

持駒

先

誠

金
歩玉
歩

黒

土井

香桂

出題

海外機関派遣者レポート

初めての海外勤務を通じて感じたこと
た

なか

田 中
1．はじめに
読者の皆さんは「ベトナム」と聞いたときに、最
初に何を思い浮かべるだろうか。東南アジアの社会

やす

ひろ

康 寛＊

れたものであり、まさにベトナムの玄関口としてそ
の成果が国内外に示されていると感じる。
ベトナムの首都ハノイは漢越語で「河内」と書き、

主義国、ベトナム料理（生春巻き、フォー）、農業国、

その字のごとく川に囲まれた土地が発展して今日の

ベトナム戦争、ホー・チ・ミン、バイク大国等々…

都市を形成している。中国から流れ下る紅河は、下

近年は技能実習制度や留学等で日本に渡航するベト

流で合流するタイビン川と合わせて流域面積は約

ナム人も増え、読者の皆さんの周りに知人や同僚も

169,000㎢あり、ハノイ市を含む下流地域で形成さ

いるかもしれない。正直なところ赴任前には私は断

れる紅河デルタはメコンデルタとならぶベトナムの

片的なベトナムしか知らなかった。確かに上に挙げ

二大平野となっている。近年では都市開発に伴って

たようなものも間違いではなかったかもしれないが、

水面が埋め立てられてビルへと変わってしまった土

現在、ハノイでの仕事や生活を通じ、ベトナムの知

地も多いが、ハノイ市内のいたるところに湖があり、

らない一面を日々見ている気がする。また、日本に

その名残を今も感じることができる。水が豊富にあ

いる間はそこに暮らす人々の姿を見ていなかったこ

る一方で、低平な土地は水はけが悪く、雨季には市

とに改めて気づかされた。

内でもよく浸水が発生する。私の住居の周りでも道

ベトナムは、
正式には「ベトナム社会主義共和国」
という人口約１億人の国家である。面積は日本より

路が冠水して通行止めとなり、迂回して帰らなけれ
ばならないこともしばしばであった（写真−１）。

もやや小さく、九州を除いた日本の国土の面積と同
程度であり、日本同様に南北に長い形をしている。
その首都ハノイに2019年７月から赴任をし、これ
までJICA長期専門家として政策アドバイザーの立
場で中央省庁の一つ農業農村開発省の防災総局にお
いてベトナムの防災政策に関わってきた。
ハノイに降り立つと、まず近代的で整然としたノ
イバイ空港に驚く。タクシーに乗って市内に向かっ
て 延 び る 片 側 三 車 線 の 快 適 な 道 路 を 通 り、 紅 河

写真−１

ハノイ市内の道路冠水風景

（Hong RiverもしくはRed River）にかかる東南

過去、紅河は度々氾濫を起こしており、これを防

アジア最大の連続斜張橋とも紹介されるニャッタン

ぐため河川沿いには「ハノイ大堤防」が1000年の

橋を渡ると、ビルの立ち並ぶハノイ市街まではすぐ

歴史をもって築かれ、現在では南北を走る道路とし

である。このノイバイ空港国際線ターミナル、空港

て利用されている（写真−２）。紅河上流支川には

から市街へ向かう高速道路、そしてニャッタン橋は

洪水調節機能を有する大規模な水力発電ダムが複数

いずれも過去に日本のODAによって支援、整備さ

あり、2009年に運用開始したソンラダムは総貯水

＊JICA専門家（ベトナム社会主義共和国 農業農村開発省防災総局 防災アドバイザー）
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容量92.6億㎥、洪水調節容量は上流のホアビンダ

に活用される特殊車両の仕様等についての情報提供

ムと合わせて70億㎥と非常に大きな洪水調節機能

や説明を行うなどしてきた。

で首都を守っている（写真−３）
。

２）令和元年東日本台風による堤防被害状況及び復
旧状況調査
日本で多くの堤防が決壊するなど東日本を中心に
甚大な被害をもたらした2019年台風第19号の様子
はベトナムでも大きく報道されていた。私も被害状
況や災害対応状況についての速報的な報告を随時カ
ウンターパート機関に提供していたが、現地の状況

写真−２

ハノイ大堤防

を確認したいという強い要望が中央災害対策委員会
（当時）からJICAに対してあり、同年11月下旬か
ら12月上旬にかけて日本を訪ね、東京都、長野県、
茨城県の堤防被害状況や復旧状況の調査を行い、こ
れに私も同行した。日本では現地で専門家から堤防
決壊メカニズムの説明を受けたほか、水防資材の備
蓄施設（河川防災ステーション）の視察や、また、
JICA本部や国交省水管理・国土保全局とも意見交換

写真−３

ソンラダム

2．現地での活動内容紹介
ベトナムは台風が７月から11月頃にかけて上陸、
通過することから、洪水や土砂災害、暴風による災

56

が行われた。その後ベトナムではアジア開発銀行
（ADB）が支援する形で紅河等の堤防強化対策のプ
ロジェクトが立ち上がっており、本調査は彼らにとっ
ても実りあるものであったのではないかと考える。
３）2020年中部洪水被害、土砂災害被害を受けた問

害が多い。赴任中の2020年10月から11月には立て

題提起およびメディア対応

続けに９つの台風や熱帯低気圧がベトナム中部を襲

2020年10月から11月にベトナム中部を襲った台

い、総雨量3,000㎜を超える雨が各地で洪水や土砂

風、熱帯低気圧は、特に洪水・土砂災害によって多

災害、暴風災害を引き起こし、249名の死者・行方

くの人的被害をもたらした。ベトナム中部は年間降

不明者、被害額36兆ドン（約1,800億円）を出す大

水量が多いところでは8,000㎜にもなる多雨地帯で

きな災害となった。このように毎年多くの自然災害

あるが、これまで治水対策、土砂災害対策は十分に

が発生する中での政策アドバイザーとしての現地で

行われていなかった。被害の状況に鑑み、防災総局

の活動について、以下、いくつか紹介したい。

に対してハード対策によるリスク低減対策の実施が

１）日本の防災に関する経験・知見の共有

急務であることとともに、災害復旧制度の構築と、

2020年に防災法が改正され、中央政府の災害管

これらを実施していくための人材育成の重要性等に

理組織が中央災害対策委員会から国家災害対策委員

ついての提言を行った。また、現地メディアに対し

会に改称されるなど、ベトナム国家としての組織体

て日本で取り組まれてきた砂防ダムなどの構造物対

制や災害管理体制は年々強化されている。その中で

策、開発抑制を含む土地利用規制、そして土砂災害

日本を含め他国の防災政策や組織、また、各種設備、

警戒情報などの早期の警戒避難といった土砂災害対

さらにはそれらの実際の運用についての関心は高く、

策の考え方を説明した。

防災総局からの要請を受けて、随時情報共有を行っ

４）災害現地調査

ている。範囲や内容は様々であるが、例えば、これ

各 地 で の 災 害 発 生 を 受 け て、 現 地 政 府 機 関 や

まで日本における自然災害の危機管理体制や災害時

ADB、国連開発計画（UNDP）などの他の国際機
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海外機関派遣者レポート

関と一緒に現地調査に行くこともある。被災現地で

じてベトナムでも日本の防災政策や技術が紹介・認

直接得られた情報や知見を現地を見ることができな

知され、ベトナムの政策に活かされていくことを期

い日本の関係者に伝え、適切な支援方策を探ること

待するとともに、防災分野での日本のインフラ海外

も一つの役割だと考えている。例えば、北部の山岳

展開にもつながっていくことを期待するものである。

地域はモン族やタイ族などの少数民族が山あいの急
峻な斜面に棚田を設けて集落を形成して生活をして
おり、道路交通事情だけでなく電気や水道などの
インフラも決して整っていない厳しい環境の中で災
害と隣り合わせの状況で暮らしている。また、洪水
に頻繁に見舞われる中部地域でも、生活に必要不可
欠な橋や道路が頻繁に崩れたり、市街地の中核とな
る病院が浸水によって機能を制限されたりと洪水に
よって多くの制約が生じるなど、自然災害に対して
非常に脆弱な状況を目の当たりにし、自然災害への
備えや被害軽減のための投資を進めていくことの必

写真−５

日越防災協働対話

3．おわりに〜海外勤務で得られる経験とは
これまで、日本国内では転勤などによって知らな
い土地で生活をしたことはあり、また、海外生活の

要性を強く感じた。
ベトナム政府から日本政府に対して、2018年に
は土砂災害対策に関する支援要請、また、2021年
には中部の洪水対策に関する支援要請が出され、こ

経験も多少なりはあったが、海外勤務は今回が初め
てであった。
新しい職場での毎日は、言語の違いや習慣の違い、

れを受けて現在JICAの技術協力プロジェクト等が

また、知らない土地での生活、家族帯同での生活と

動き出したところであり、今後これらの分野での取

いうこともあり、これまでの経験が活きた部分も、

組みが促進されることを期待するものである。

目新しく新鮮で刺激的に感じた部分も、逆にストレ
スを感じた部分も含めて様々であった。さらにコロ
ナウイルスの世界的流行によって国際間の往来が難
しくなり、一時帰国といえども簡単に日本に戻った
りもできない状況になってしまった。しかしながら、
周りの人々とのコミュニケーションを通じて新しい
環境にも徐々に慣れ、現在では今置かれている環境
の中で充実した日々を過ごせているように思う。
現代社会では多くの情報がインターネットやメ

写真−４

現地調査の様子

５）その他

ディアから入手することができ、わざわざ訪ねて行
かずともあらゆる情報を得られるような感覚にもな

上記の活動のほか、日本とベトナム両国間の政府

るが、空気や音、匂い、また、人とのふれあいなど

間の協力枠組みとして、2013年以降ベトナムの農

の五感の全てを通して得られる経験は、現地でこそ

業農村開発省と日本の国土交通省では防災協働対話

体験できるものであり、想像するよりもずっとワク

を行っており、2019年にはワークショップの開催

ワクさせるものである。興味や機会があれば是非読

に合わせて日本とベトナム双方の民間企業による関

者の皆さんにもベトナムを始め海外の事業やインフ

連技術の展示や紹介も行った。このような機会も通

ラ分野に関わっていただけたらと思う。

【著者紹介】 田中 康寛（たなか やすひろ）
2004年国土交通省入省（土木職）。これまで総合政策局、水管理・国土保全局、北海道局等において河川、総合開発計画、防災、国際業務
等に従事。2019年７月よりJICA専門家としてベトナム国派遣中。技術士（建設部門）。
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紬織物技術支援センター拠点整備事業
き

むら

木 村
1．はじめに

よし

みち

吉 導＊

2．整備概要

紬織物技術支援センターは、ユネスコ無形文化遺

１）事業概要

産・国指定重要無形文化財である結城紬織物の産業

結城紬の一貫生産拠点としての機能強化と既存施

振興・発展を支援する拠点として、後継者育成、技

設の老朽化のため、内閣府の地方創生拠点整備交付

術相談、各種試験、新商品開発及び生産者への共同

金を活用して建て替えを行った。建物は平屋建て延

作業場の提供などを行う施設である。

べ面積1,000㎡以下であるため、「とちぎ木材利用

主に伝習生・研究生への機織りや絣くくりなどの

促進方針」（公共建築物等における木材の利用の促

技術指導、結城紬の原料となる手つむぎ糸の講習会

進に関する法律第８条に基づく都道府県方針）に基

開催など、後継者育成等を行っている。また、結城

づいて木造で計画し、内装の木質化を図った。

紬に使用する道具や、結城紬の歴史や製作工程を説

２）建築概要

明するパネル等を展示し、機織りの様子の見学や、

構造：木造

糸つむぎ体験などを行うことができ、一般県民も結

敷地面積：2,301.57㎡

城紬について学ぶことができる（写真−１、２）。

延べ面積：961.38㎡

階数：平屋

建築面積：983.90㎡

写真−３ 外観（大小の切妻屋根）
写真−１ 展示室

設計に際しては、伝統ある結城紬の技術を伝え、
次世代へ受け継ぐ拠点となる建物にふさわしく、地
区周辺の環境に調和したデザインをコンセプトとし、
伝統技術・栃木県産材を積極的に採用し、建物ボ
リュームを分節させた大小の切妻屋根の外観により、
田園風景に調和させるように配慮した（写真−３）。
外観は大小の切妻屋根が特徴であるが、谷樋とな
る雨仕舞いのために軒の出を500㎜程度とした軒天
を利用して設備ダクトのベンドキャップを設置する

写真−２ 機織室（機織機）
＊栃木県 県土整備部 建築課 主査
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ことで、外壁面に設備が露出しない外観となるよう

に配慮した（図−１）
。

４）県産材の活用

内部は木質化を図り、腰壁の杉突板パネル、天井
の桧羽目板、杉突板合板仕上げの木製建具などを採
用した。

材料選定においては、栃木県産材を積極的に採用
し、主に表−１の材料を使用した（写真−６）。
杉板型枠コンクリート打放し仕上げとした外構門
壁部分の益子焼の庁名陶板は、窯業技術支援セン

瓦
雨樋

ターで製作している（写真−７）。
表−１

破風：金属板

ﾀﾞｸﾄ･ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ
外壁：漆喰

県産材

使用箇所

産地

漆喰

外壁

佐野

大谷石

外壁・内壁

芦野石

中庭敷石

県内メーカーの製品

那須
益子

益子焼

益子

図−１ 軒の出納まり

備考

エントランス、ロビー・
宇都宮
展示室部分

益子焼 トイレ洗面器
庁名陶板

県産材

栃木県窯業技術支援セン
ターで製作

３）構造概要
構造形式は在来軸組を基本とし、木材は一部の部
材を除いて県内で多く生産されている一般流通材の
杉とすることで、施工者が県産出材を調達しやすい
ように配慮した。スパンが６m以上となるエント
ランスとロビー・展示室は化粧垂木による架構、会
議室はトラス架構とし、木造らしさを表現するため、
天井材を張らずに架構の現しとした（写真−４、５）。

写真−４ エントランス（壁は大谷石張り）

写真−６ 中庭（敷石は芦野石）

写真−７ 庁名陶板（益子焼）

５）伝統技術の活用
公共建築事業においても伝統的な建築技術を採用
し、瓦や左官の職人が活躍でき、後継技術者の育成
となるように屋根を腰葺き（日本瓦と金属板）、外
壁を漆喰塗り（一部焼杉板張り）とした。
室名サインとトイレサインは、室名等を織り込ん
だ結城紬を紬織物技術支援センターで製作していた
写真−５ 会議室（トラス架構）

だいた（写真−８）。
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また、結城紬の絣模様（絣：かすりとは糸を先に

援センターを令和２年に整備したことで、結城紬の

染めてから織り込み、模様を描くもの）は亀甲であり、

生産地域の活性化に寄与する拠点を整備することが

その模様が表現された特徴的な柄の図案をプリント

できた（図−３、写真−10）。

したシートをトイレブース扉に張るなど、結城紬を
建築物の意匠に取り入れた（写真−９、図−２）。

新施設では令和２年４月に業務を開始し、各種研
修等の実施や見学者の受け入れを行っている。今後
ますます伝統工芸である結城紬の産業振興・発展を
支援する拠点として活用され、結城紬の技術を次世
代へ継承していくことが期待されている。
栃木県 紬織物技術支援センター
小山市立絹義務教育学校

写真−８ サイン（結城紬）

小山市
絹出張所

写真−９ トイレ（洗面器は益子焼）

小山市

桑・蚕・繭・真綿かけ・糸つむぎのさと

図−３ 配置計画

写真−10 鳥瞰

図−２ 図案（織姫）

3．事業の成果

4．おわりに

本施設周辺には、義務教育学校や市の出張所など

本事業は設計・工事関係者、庁内関係課等多くの

地区の拠点となる施設が立地しており、隣接地に小

方の御尽力により、令和２年度の全建賞を受賞する

山市が、手つむぎ糸などの原料作りを支える後継者

ことができた。建築技術職として、この施設にふさ

育成の拠点となる「桑・蚕・繭・真綿かけ・糸つむ

わしいデザインについて考えながら整備に携われた

ぎのさと」を令和元年に整備し、県が紬織物技術支

ことは冥利につきる。

【著者紹介】 木村 吉導（きむら よしみち）
平成22年栃木県入庁（建築職）。県土整備部建築課、都市計画課、宇都宮土木事務所建築指導担当を経て現職。
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汎用ICT技術を活用した
遠隔地にある道路構造物の状態把握の試行
〜調査、点検・診断での遠隔臨場をめざして〜
なり

さわ

成 沢
1．はじめに

みつ

ひろ

光 弘＊

その中で重大な損傷や変状が発見され、対応方針

急を要する損傷や変状が見られた際には、鮮度の

への技術助言が必要となることも多い。特に、遠隔

高い情報を取得し、複数の技術者で共有し、的確な

地において構造物の不具合が発生すると、現地に赴

技術判断を行うことが必要である。関東地方整備局

き、情報を取得し複数の技術者で確認する必要があ

の広い管内にて、効率良く速やかに現地を確認でき

るが、多くの時間や労力を要している。

る体制の構築を目的とした汎用ICT技術（全方位カ

ICT技術や撮影機器の進歩により、建設現場での

メラやアクションカメラ）を活用した、リモートに

段階確認や材料確認を目的とした遠隔臨場の取組み

よる現地確認の試行について紹介する。

が導入されつつあるが、既設構造物の状態把握に適
応するためには、機器や通信環境を限られた維持管

2．試行の経緯

理の予算内でどのように整備するか、また、取得し

平成31年４月１日に設置された関東道路メンテ

た現地映像の有効性や制約等の検討が必要となる。

ナンスセンター（以下、関東MC）では、関東地方

このため、図−１に示すとおり、遠隔地にある構

整備局管内（１都８県）の橋梁（約3,300橋）や道

造物不具合に対応した技術助言を想定し、撮影機器

路構造物の健全性診断の他、地方公共団体への技術

に動画配信サービスを組み合わせた現地確認（以下、

支援を行っている。

遠隔臨場）の試行を令和２年から開始している。
ルーター
アクションカメラ
デスクトップPC

Web カメラ

関
東
M
C

全方位カメラ

タブレットA

スピーカー

ウェアラブルカメラ等

現
地

ヘッドセット

遠隔臨場による現地の確認

図−１
表−１

－現地確認が求められる場面－

遠隔臨場による現地の確認のイメージ

関東MCにおける遠隔臨場の基本的な考え方

－その際の要件－

－要件への対応方針－

１）構造物の不具合発生時

①速達性＝現場へ速やかに到着

ICT 技術とカメラとの組合せにより代替

２）構造物の被災時

②即時性＝情報の鮮度が高い

映像中継による情報を取得

３）構造物の技術相談

③客観性＝判断の偏りの排除

複数の技術者により判断

＊国土交通省 関東地方整備局 関東道路メンテナンスセンター 技術企画課長
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3．遠隔臨場の基本方針と場面の想定

れているサービスとする。
④次の技術革新にも速やかに切り替えられる仕組

１）基本方針
関東MCにおける遠隔臨場の基本方針を表−１に

みとする。

整理している。不具合あるいは被災が発生した道路

表−２に遠隔臨場で必要となる基本的な機器を示

構造物に関する技術助言には、速やかに現地に到着

す。全体状況の把握には全方位カメラ、詳細情報の

するとともに、鮮度が高い客観的な情報を複数の技

取得にはアクションカメラを利用する。モバイル

術者に共有し、知見を持ち寄る必要がある。

ルーターにてインターネット接続し、カメラと連動

ICT機器の活用により、特に改善が期待されるの
は、
「即時性」と「客観性」であり、これらに必要

したネットワークサービスあるいは会議システムに
て、在庁及び在宅の職員が臨場する。

となる要件を満たす遠隔臨場システムの構築を行う。
試行にあたっては、遠隔臨場の効果を発揮できる
場面を図−２に示すとおり想定した。場面２のよう

遠景～中景の中継
機器

課題となっており、定期点検への導入も期待される。
構造物の状態把握では、まず全体状況を把握し、

全方位カメラ （THETA V、Insta360 等）
・超広角レンズにより 360 度パノラマ画像・動画を一度
で撮影し、中継動画の視点は遠隔臨場者が変更可能
・YouTube/Facebook と連携し動画をライブ配信可能

に、現地での点検車両等での人数制限は、日常的に
３）遠隔臨場に使用する機器構成

遠隔臨場の中心となるカメラ

表−２

２）場面の設定

利点

必要に応じて、変状のある部位に近接して、詳細に
状態を把握することが必要となる。
また、予算制約の多い維持管理分野において遠隔

全方位カメラ

近接の中継

臨場を実施することや、地方公共団体での活用も視
野に裾野を広げることも考慮し、下記に示す実施方

取得画像（静止画）

機器

アクションカメラ（GoPro）
・高解像度であり、鮮明に対象を記録／中継可能
・カメラと一体化したジンバル等によりブレなく撮影
・Facebook と連携し動画をライブ配信可能

針を定め機器を選定した。
①職員自らが仕組みを理解して、積極的に運用で
きる機器構成とする。
②確認する目的や内容に応じて柔軟に対応できる

利点

機器を利用する仕組みを目指す。
③地方公共団体への展開を視野に入れ、使用する
機器は市販品として、通信網は広く一般に供さ

撮影映像

場面 1

場面 2

現地での診断時に重篤な損傷を見つけた場合や、判断
に迷う損傷を見つけた場合に、中継により関東ＭＣや
道路管理者の判断を仰ぐ場面

山間部の跨線橋等で空間や時間の制約から多人数で進入・
臨場できない箇所での調査時に、中継により関東ＭＣや道
路管理者への報告や判断を仰ぐ場面
渓谷の跨線橋
橋梁点検車が必要

現地

即時性の高い情報
での判断や助言

関東ＭＣ

図−２
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遠隔臨場の運用にあたり想定した場面

ひ
4．試行の状況と課題

ろ

ば

をWEBカメラとして使用した方が意思疎通しやすい。
映像解像度は通信状況の影響が大きいことや、被

１）試行した橋梁
これまで10橋程度の遠隔臨場を実施しており、

災・不具合での対応では、通信状況・解像度の事前

代表的な例を表−３に示す。試行個所選定の主な観

確認する余裕もない。このため、通信状況を高める

点は、下記のとおりである。

重要性は高く、
安価なモバイルWi-Fiよりも通信キャ

①コンクリート橋及び鋼橋における代表的な損傷

リアの４G回線を用いる方が望ましい。また、谷底

の映像や音声について、どの程度、損傷状況を

や桁下狭隘部などの電波を取得できない場所の対応

正確に伝え、健全性診断に通用できるか。

としてWi-Fi中継器の利用なども試行していきたい。

②郊外山間部や桁下等での通信環境の悪化が、映
像の質や通信状況にどの程度影響を及ぼすか。
表－3

試行橋梁実績（抜粋）

Ａ橋

内容（上段：構造形式等、下段：状況確認）
鋼アーチ橋（郊外山間、吊足場上）

Ｂ橋
Ｃ橋
Ｄ橋
Ｅ橋

アクションカメラにて鋼部材の損傷（鋼材破断）部の確認
PCプレテン中空床版橋（郊外平地、地上）
全方位カメラにて、上下部及び周辺状況を確認後、アク
ションカメラにてコンクリート部材、支承の状態を確認
RC床版鋼鈑桁（都市近郊平地、地上）
全方位カメラにて周辺状況を確認後、コンクリート橋脚の
ひび割れや狭隘部にある支承の腐食状況をアクションカメ
ラにて確認
鋼橋（山間、地上）
全方位カメラにて全体状況を確認後、基礎露出部における
ドライアップ時の洗掘状況をアクションカメラにて確認
単純RCT（郊外平地、地上）
断面修復工法済みのコンクリート部材（主桁、横桁）再劣
化（浮き）における打音検査状況についてアクションカメ
ラの映像及び音声を中継

ヘッド装着のカメラにて撮影

写真−１

中継された映像

A橋：き裂（アクションカメラ）

中継された映像
B橋：RCのひび割れ（アクションカメラ）

接写用スティックを用いて撮影

写真−２

２）試行で確認した効果と課題
アクションカメラでの映像と音声は明瞭であり、
目視で確認できる鋼部材のき裂やコンクリートひび
割れについては十分に確認できる。コンクリート面
の浮きも打音情報を併せることで十分な情報が得ら
れる。近接が必要な場合は、接写する際にヘッド
セットからジンバルに切り替えることは手間であり、
専用の治具を用いるなどの改善が考えられる。

撮影状況

写真−３

中継された映像

B橋・桁下の状況（全方位カメラ映像）

5．今後の方向性
本試行により、中継映像による橋梁の状態把握の

全方位カメラ映像はカメラ視点を視聴側から操作

流れを確認でき、汎用ICT技術による遠隔臨場を現

が可能であり、全体の把握や確認したい箇所の特定

場へ実装することで業務の効率化や迅速な対応に繋

を速やかに行うことができる。ライブ配信動画では

がることが分かった。

タイムラグに課題があり、現時点では事前の録画や
静止画の活用が現実的である。
また、音声については、SNSを通じた映像配信よ
りもテレビ会議システム（Microsoft Teams等）を
用いた方がタイムラグが少なく、アクションカメラ

今後は、様々なロケーションや多くの損傷状況で
の試行を重ね、機器の構成や通信方法を見直してい
きたい。
本取組みに興味を持つ地方公共団体の方がいたら、
関東MCにご連絡いただければ幸いである。

【著者紹介】 成沢 光弘（なりさわ みつひろ）
平成12年に首都高速道路株式会社に入社（土木職）
。道路構造物の老朽化対策や海外技術協力等に従事。令和２年より関東地方整備局関東
道路メンテナンスセンターに出向し、メンテナンスデータの一元管理や点検効率化等のDX推進、地方公共団体支援を担当。
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後輩技術者に向けたメッセージ

人との繋がりと現場経験の大切さ
〜時間を作り積極的に現場に出よう〜

こい

ぶち

鯉 渕

1．はじめに

こう

いち
＊

宏 一

3．転機となった出来事

37年間勤務した茨城県を令和３年３月をもって

道路、河川、橋梁、海岸、急傾斜・砂防、下水道、

退職した。今回このような機会を頂き感謝申し上げ

区画整理事業等に携わり、特に転機となった出来事

るとともに、茨城県のインフラ整備の発展を振返り

をご紹介したい。

ながら公務員生活での経験を記し、少しでも後輩技

１）経験をその後生かしたこと

術者の参考になれば幸いである。

⑴ 下水道管渠（推進）工事にて（発注時期の工夫）
初めての下水道管渠（推進）工事で、立坑の変

2．入庁当時の茨城県

更が必要となった。しかし、ボーリング調査で掘

昭和59年４月に茨城県土木部道路維持課に配属

り止めが浅く、肝心な部分の地質データが想定と

され、担当は県単排水整備事業と数多くの調査物対

違い対応に苦労した。原因は、年度予算に合わせ

応であった。

測量、地質調査、詳細設計の順に委託されていた

当時、県内インフラ整備の状況は、高速道路は、

ことが、調査不足に繋がった。これを機に、設計

常磐自動車が谷和原ICから那珂IC間が供用、港湾は、

の難易度により予算確保と十分な工期設定を行い、

鹿島港外２港が開港し、新たに常陸那珂港の整備に

地質調査と設計委託時期を重複させ、三者（発注

向けた準備が進められていた。下水道整備も普及率

者、地質・設計コンサル）で協議し、必要に応じ

が14.6％（全国平均33.0％）の状況であった。

調査項目追加、ボーリング長の変更を行い設計に
反映させた。
詳細設計は、適切な調査結果に基づき、安全性
確保とコスト縮減を図ることが重要である。
⑵ 急傾斜崩壊対策工事にて
（詳細設計時の注意点）

那珂IC

日立港

水戸IC
岩間IC
千代田石岡IC
土浦北IC

桜土浦IC
谷田部IC
暫定
谷和原IC
（４車線）

ℓ

暫定
（４車線）

大洗港

工事着手後、現場での問題は数多く経験した。
特に、急傾斜崩壊対策工事は、家屋が隣接し作業
スペースが限られるなか、樹木伐採後に、法面形
状が設計と大きく違った場合の対応や、翌年度施
工箇所との擦り付けなどに苦労し、急傾斜工事の

鹿島港

怖さと難しさを実感した。法線変更が必要となっ
たアンカー付擁壁工事では、専門業者の担当者か
ら法線変更に伴う注意点や工法の特徴などを教え

図－１

県内のインフラ整備状況（昭和59年４月時点）

＊茨城県道路公社 理事長（前茨城県土木部 総括技監）
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て頂いた。その後も施工上のポイントは、何度も

現場に出向き納得がいくまで説明を受け、翌年度

位置付けられ、関係市町に全体計画の計画人口減、

の発注に活かした。

原単位の見直しや、管渠能力不足区間のバイパス

数年前の所長時代、担当者から起工に向け説明

対応などを提案しても直ぐには受入れられず、何

を受けその内容に驚いた。新規箇所であったが、

度も関係市町との協議・ヒアリングを実施し、コン

予算額合わせの工事内容で、工法の特徴や注意点

サルとも熱い議論を繰り返した。平成10年に全

などの考慮がなく、すぐに修正を指示した。

体計画変更、TX沿線開発に間に合うことが出来た。

詳細設計では、工法の特徴、施工中の安全性を

目標達成には、ポイントとなる課題を明確にし、

考慮した施工規模や施工手順を明確にすることが

各課題解決の期限を定め、時には大きな方向転換

重要であり、それに基づく予算確保が必要となる。

を行う覚悟と目標達成に向けた作業への情熱が重

これまで、発注者の立場ではあるが様々な工種

要である。また、問題解決のヒントは、意外なと

の現場で、工事着手後に施工管理の方法や些細な

ころにもある。もし、飲み会に参加せず先輩の苦

疑問があれば、現場代理人や専門業者の技術者に

労話を聞くことがなかったら…。

質問し、納得出来るまで現場に通った。現場には

⑷ 職員との関わりの大切さ

自分にとって「優秀な家庭教師」がいる状況であ

整備計画の方針転換は、霞ケ浦下水道事務所４

る。そのような対応をすることで少しずつではある

年間での現場経験が大きかった。施工期間の時間

が知識力（技術力）が向上し、現場での円滑な対

的な厳しさを身をもって感じさせられた。

応や新たな委託発注の際に反映することができた。

事務所が供用中の処理場内管理棟にあり、施設

２
）TX（つくばエクスプレス）沿線開発と下水道整備

の管理を行いながら増設などの対応をする機械・

平成８年に下水道課へ異動し、TX沿線開発に伴

電気職、そして、日々活性汚泥の状態を気に掛け

う新たな下水道整備の担当となる。
⑴ 当初計画

る化学職の方など土木職以外の職員との関わりや、
これまでの土木事務所とは違った事務所自体が現

平成17年TXの開業に向け、県内８か所目の計

場そのものである環境での経験は、通算で13年

画人口約13万人の新規の流域下水道整備計画で

間携わった下水道事業は勿論、他事業においても

ある。

事業の円滑な進め方に大変役立った。

⑵ 計画変更のきっかけ

⑸ 数年後の出来事

引継ぎを受けたが、施工期間と事業費確保など

平成28年度から２年間、TX沿線開発に携わり、

課題が山積していた。ある日、以前下水道経験豊

日々新しい街が発展する姿や、平日午前中から街

富な先輩の苦労話で「利根浄化センターへ接続す

区公園内で響き渡る子供たちの歓声を聞くことで、

る利根幹線の一部は、費用比較の結果、計画より
も大きな管径で施工した」との話を思い出す。
もし既存幹線の利用と、供用する処理場へ接続
が可能であれば、大幅な施工期間短縮と事業費縮
減が図れる。大きな方向転換であったがすぐに上
司に説明し了承を得て、TX沿線開発区域を常南
流域下水道事業に組み入れる検討に入った。
⑶ 関係機関との調整
本県の下水道整備状況は遅れていたが、当時は
整備も本格化し、各市町村では、新しい街づくり
に下水道整備は絶対に欠かせないインフラ整備に

写真−１

TX沿線の開発が進む街並み
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当該地区の下水道計画担当から19年後に、改め
て大きな事業に関わったことを実感した。

4．災害への対応
入庁以来数多くの災害を経験し、この十年間だけ
でも平成23年３月東日本大震災、平成27年９月関
東・東北豪雨、そして、令和元年10月の令和元年

生じ、今後のため経験した情報共有は必要である。
また、円滑な災害対応には、正確な状況把握のも
と何を優先すべきかの判断が重要であり、各職員の
経験や知恵とチームワーク、そして地元建設業者の
方々の昼夜を問わない心強い支援は欠かせない。
３）技術が進化しても現場経験は大切
水防待機も大きく様変わりし現在では、リアルタ

台風19号など大規模な災害が相次いだ。

イムで県内の雨量・河川水位などの情報が確認でき

１）令和元年台風19号での迅速な道路啓開

るが、入庁間もない頃は、定期的に河川水位確認の

那珂川と合流する田野川、藤井川周辺で、大規模

ため、現場へ行き、夜間は懐中電灯で量水標を照ら

な浸水となった。土木部長の尽力により、各整備局

し水位を確認し、時には近くのファミレス内の公衆

から34台の排水ポンプ車の支援を受け排水作業が

電話から事務所に報告するなど、負担が大きかった。

加速し、３日で排水が完了した。しかし、幹線道路

しかし、移動中に他の異変への気づきや、平時に

の国道123号は一部で法肩が崩壊し、迂回路での対

見慣れた河川の激変を現場で直接目の当たりにする

応が必要であった。なお、堆積した泥の処理は想定

ことで得られるものも多くあった。また、水害の恐

外の作業であったが、職員の迅速かつ的確な対応で、

ろしさや凄まじさを実感した。このような現場での

路面清掃車、散水用の水確保、泥の処分など関係機

経験が、いざという時の迅速かつ適切な対応に繋がる。

関や地元建設業協会からの協力が得られた。同時に、

これから益々、新技術の活用により、リアルタイ

国道123号法肩崩壊箇所の応急対応方針を決め、詳

ムで現場の状況を共有出来るが、その情報を有効に

細な作業工程、必要な資材確保、夜間舗設の対応な

活用し迅速かつ適切な対応を図るためにも、機会あ

どを調整し、10月13日の被災から５日後の金曜日午

るごとに現場に出向き経験を積むことが大切である。

後に国道123号を啓開し、幹線道路としての機能、他
の応急復旧作業の加速、そして被災後最初の週末で
本格化する被災者宅の後片付けに間に合うことが出
来た。

5．新技術への取組み
以前、建設業協会との意見交換で、当時ICT土工
に適する土量は約２万㎥と聞いていた。つくば支所

災害時、被災した道路は一日でも早い啓開が求め

長時代、造成工事であるが２万㎥を超える工事を積

られ、今回特に週末前に拘った理由のひとつに、他

極的にICT対象工事とし、若手中心のWGを立上げ

の被災箇所に向かう途中、迂回路を通過した際、人

県モデル工事として実施した。検証の結果、盛土

家連坦区域では、行先が決まっていない災害ごみが

２万㎥の施工で、工期の４割短縮（従来61日→36日）、

道路脇に積み重ねられていた。このまま、週末を迎

安全性向上や新たな工夫も確認出来た。また、若手

え後片付けが本格化すれば、迂回路にも支障が出て

職員の積極的に取組む姿や、新たな一面を知ること

しまうと判断し、国道123号の啓開を急いだ。災害

が出来た。機会があれば積極的に、新技術に取組む

対応においても、現場の状況把握は重要である。

ことが大切である。

２）正確な状況把握と職員の経験を活かす
建設業協会をはじめ、各団体と災害協定を締結し、
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6．現在の茨城県（令和３年３月）

毎年の防災訓練で対応強化を図っているが、いざ災

令和３年３月現在県内は、陸海空の広域交通ネッ

害になると、今回のように、支援を受けたポンプ車

トワークの完成が近い状況にある。高速道路は、常

（設置補助者の有無、昼夜に渡る給油など）や堆積

磐自動車道、北関東自動車道、圏央道（４車線化に

した泥への対応など、被災箇所毎に想定外の対応が

向け建設中）が全線開通し、東関東自動車道は、全
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後輩技術者に向けたメッセージ

線供用開始に向け建設が進み、港湾は、常陸那珂港
が開港し、現在は茨城港湾（日立港区、大洗港区含
む）、鹿島港が重要港湾に位置付けられ、平成17年
８月にTXの開業、平成22年３月に茨城空港が開港
した。また、県道の整備も進み、下水道普及率も
63.5％（全国平均80.1％）と生活環境も向上した。
今後、東京からおよそ35〜160㎞圏と近接した地
の利を生かし、新たな発展が期待出来る。
写真−２
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新採時の会計担当に始まり、事務員、事務局長、
現役最後に会長を経験した。また、全国で開催され
た建設技術講習会に参加し、知識の向上に努めた。
令和２年度は、会長としてコロナ禍で多くの事業を

鉾田IC

つくば
中央IC

県三の丸庁舎近くお堀桜

8．全日本建設技術協会との関わり

日立中央IC

水戸IC

多くの人出

潮来IC

県内のインフラ整備状況（令和３年３月時点）

7．その他
入庁した昭和59年は、３月末に関東で大雪が降
る異常気象で旧県庁舎（現在の県三の丸庁舎）のお
堀の桜と庁舎裏の梅が同時に満開で、この頃から桜
見るならこの場所との思いがあった。
平成31年４月に異動した時は、既に伐採の準備

中止したが、現場研修の拡充に力を入れた。
令和３年度総会は、大幅な人数制限、感染予防対
策に万全を期し２年ぶりに開催し、総会終了後は
Webにて、６月に土木学会第109代会長にご就任
された谷口博昭会長に、「これからの暮らし、イン
フラと建設業」と題した貴重なご講演を頂いた。

9．おわりに
業務を行う上で、懸案は大なり小なり必ずあるが、
対応した経験は後に、自信に繋がり大きな財産にな
る。その際、これまでの現場経験、先輩や同僚の助言、

が整っており、最後の姿を見ようと久々に家族で出

職種にとらわらない多くの人との繋がりが役立つ。

かけると、同じ思いの方々で大変混雑していた。水

現在の若手職員は、即戦力としての期待が高いう

戸城周辺の景観まちづくり刷新支援事業の歩道整備

え、働き方改革やコロナ禍でテレワーク等への移行

に伴い、樹齢約80年弱で移植が難しいとの判断で

が進み、職場環境も変化している。「分からないこ

あった。現在は、歩道整備も済み、植え替えられた

とは、そのままにしない。周りの人に聞く勇気」そ

桜が、早く以前のように皆に親しまれる桜並木にな

して周りの者は、聞きやすい雰囲気づくりが重要で

ることを願っている。

ある。
何よりも、技術者の技術力及び、問題解決能力向
上には現場経験は欠かせない。
「時間を作り、積極的
に現場に出よう」。皆様の活躍を期待しております。

【著者紹介】 鯉渕 宏一（こいぶち こういち）
昭和35年生まれ。日本大学理工学部交通土木工学科卒業。昭和59年茨城県庁入庁（土木職）。検査指導課技術総括、土木部企画監、土浦土
木事務所つくば支所長、潮来土木事務所長、水戸土木事務所長、土木部総括技監等を経て現職。
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会計検査の指摘事例とその解説（108）
は

が

芳 賀

1．はじめに

ひこ

57個を製作して鉄筋等で連結して設置したりなど

今回は、農林水産省関係の護床ブロックに係る設

したものです（図−１）。

計不適切と総務省の補助事業による設備機器の目的

同市は、本件工事の設計を「農地・農業用施設・

不達成の２事例を紹介します。令和２年度検査報告

海岸等災害復旧事業の復旧工法2014年版」（農林水

では、設備機器の設置工事に関する指摘が約半数を

産省農村振興局防災課監修。以下「標準工法」とい

占めていますので、今後、ほぼ毎回１件は設備機器

う。）に基づくなどして行っています。標準工法は、

の設置工事に関する事例を紹介する予定です。

全国で多用されている工法を標準的な条件において

2．吸出し防止対策を講ぜず護床ブロック沈下

取りまとめたものであり、標準工法によれば、各事
業主体は現場状況、諸条件の変化等を調査し、標準

この補助事業（農業用施設災害復旧）は、Ｈ県Ｙ

工法の適用の可否を総合的に判断して、技術的に妥

市が、平成30年度に、Ｙ市Ｏ町N地内において、平

当な工法で実施することとされています。そして、

成29年９月の台風18号により被災した頭首工

（注）

標準工法に示された工法を用いることが不適当と判

の固定堰のエプロンと護床工として設置されていた

断される場合は、土地改良事業計画設計基準（農林

護床ブロック（延長47.0m。以下「ブロック」とい

水産省農村振興局整備部設計課監修。以下「設計基

う。）の一部等を復旧する工事を事業費19,330千円

準」といい、標準工法及び設計基準を合わせて「標

（国庫補助金17,182千円）で実施したものです。

準工法等」という。）等に基づき、詳細な検討が必

上記の工事は、被災により、エプロンとブロックの

要であるとされています。

一部（延長37.6m、幅6.0m）が破壊されたり、エ

また、標準工法によれば、護床工の設計について

プロンとブロックが設置されていた河床が洗掘され

は、河床の洗掘を防止するために河床の状況を考慮

たりして、これらが流失したため、河床の洗掘され

して必要な箇所に設けること、流水の作用に対して

た箇所（深さ０m～2.6m。以下「被災後の河床」

移動や転倒等の不安定な状態とならないこと、護床

という。
）を割栗石（粒径15㎝～20㎝）を用いて被

工としてブロックを設置する場合には、流水による

災前の河床高さまで埋め戻して新たに河床を築造し、

河床土砂の吸出しを防止するために適切な工法（以

この河床の上に、エプロンを築造したり、ブロック

下「吸出し防止策」という。）を選択することなど

上流

下流

頭首工
固定堰

護床工 6.0 m

河川水位）
ブロック

被災前の
河床高さ

堰体

被災後の河床

固定堰及び護床工の断面の概念図
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どの工法が考えられるとされています（図−２）。
そして、設計基準においても、標準工法で示された
確に把握した上で適切な護床工の吸出し防止策を選

埋め戻した割栗石
粒径 15 cm〜20 cm

＊元会計検査院 農林水産検査第４課長

ブロックの間に栗石等の中詰めを行ったり、ブロッ

内容と同様の内容が示されており、現場の状況を的

洗掘された深さ
最大 2.6 m

図−１

とされていて、吸出し防止策としては、ブロックと
ク設置面に吸出し防止用のマットを設けたりするな

エプロン

68

あき

昭 彦＊

択することとなっています。
同市は、本件護床工の設計に当たり、被災前の護
床工は吸出し防止策が未施工ではあるものの、供用

（上流側）

（下流側）
ブロック

ブロック

ブロック設置面に吸出し
防止用のマットを設ける
工法

エプロン
河床土砂

図−２

ブロックとブロックの
間に栗石等の中詰めを
行う工法

標準工法等における吸出し防止策の工法例

開始から今回の被災までの約40年間にわたり河床
土砂の吸出し防止の機能を有していたと考えていた
こと、被災後の河床を目視により確認したところ玉
石や玉砂利を中心に構成されていて、土砂が流水に

しゅん工時の
ブロックの
実地検査時点の 吸出し防止策を講じていな
設置面の河床 ブロックの
かったため、土砂の吸出し
設置面の河床
により、ブロック設置面の
河床が最大で 22.0 cm 沈下
していた。
図−３

会計実地検査事時点の河床の概念図

より吸い出されることはないと認識していたことな

ロックの設置面の河床が沈下しており、沈下が最も

どから、標準工法で示された吸出し防止策を講じな

進んでいる箇所では、しゅん工時から22.0㎝沈下

くても、河床にブロックを設置すれば被災前におけ

している状況となっていました（図−３）。

る機能の回復ができると判断して、これにより設計

したがって、本件工事（工事費19,330,920円）は、

し、施工していました。しかし、前記のとおり、ブ

護床工の設計が適切でなかったため、被災後の河床

ロックを設置する河床は、被災前のブロックが設置

から土砂が吸い出されて被災後の河床の洗掘が進行

されていた河床が最大2.6m洗掘されて流失した後

することなどにより固定堰に損傷が生ずるおそれが

に、本件工事で被災後の河床の高さから被災前の河

あり、工事の目的を達しておらず、これに係る国庫

床の高さまでを割栗石を用いて新たに築造したもの

補助金17,182,621円が不当と指摘されました。

です。このため、被災後の河床に割栗石の隙間より

このような事態が生じていたのは、同市において、

も粒径の小さい土砂が存在する場合には、この隙間

河床の洗掘を防止するための護床工の設計に対する

から土砂が吸い出されることとなり、被災前におけ

理解が十分でなかったことなどによるとされています。

る機能は回復できないものとなっています。そして、
前記のとおり、標準工法等において、護床工の設計
に当たっては、現場の状況を的確に把握した上で適
切な吸出し防止策を選択することとなっているのに、

（注）頭首工 河川から必要な農業用水を用水路に引き入
れるための施設で、固定堰、護床工の取水堰等から
構成される。

本件については、令和元年度報告にK県S市にお

同市は、被災後の河床の状況を目視により確認した

いて同様の指摘が掲記されており、検査院が、引き

のみであって、被災後の河床の流水の作用により吸

続き、同様の着眼点で護床工を注視していることが

い出されることになる土砂が存在するかについての

覗われます。発見の端緒は、現場を確認したところ、

調査を十分に行っておらず、被災後の河床の状況を

いくつかのブロックの沈下が確認されたことなどに

的確に把握しないまま、単に河床にブロックを設置

よるとのことでした。

するにとどまっており、吸出し防止策を講じていま
せんでした。
このため、本件護床工は、流水の作用により埋め

3．既設収容架の耐震対策を行わず目的不達成
１）補助事業の概要

戻した割栗石の隙間を通って被災後の河床から土砂

総務省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業

が吸い出されることによって、被災後の河床に洗掘

主体となって実施するもので、同省は、この事業に

が生ずるおそれのある構造となっていました。現に、

要する経費について、直接又は間接に事業主体に対

本件工事のしゅん工から９か月が経過した令和２年

して補助金等を交付しています。

１月の会計実地検査時点で、本件現場を確認したと

同省は、電波法（昭和25年法律第131号）、無線

ころ、被災後の河床からの土砂の吸出しにより、本

システム普及支援事業費等補助金交付要綱（平成

件工事で設置したブロック57個のうち26個のブ

17年総基移第380号。以下「要綱」という。
）等に
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基づき、公衆無線LAN環境の整備等を推進するた

するとされています。

めに、地方公共団体等に対して無線システム普及支

２）検査の結果

援事業費等補助金（公衆無線LAN環境整備支援事
業）を交付しています。
同補助金（公衆無線LAN環境整備支援事業）は、

おり、情報管理棟内にある既設収容架に親機等を設
置することにしていました。そして、同市は既設収

要綱等に基づき、防災の観点から、防災拠点（避難

容架は実際には床に固定されていなかったのに、

所・避難場所、官公署）での公衆無線LAN環境の

アンカーボルトにより床に固定され、また、これに

整備を行うとともに、災害発生時の情報伝達手段確

より耐震性が確保されていると誤認していたため、

保のため、被災場所として想定され、災害対応の強

親機等を既設収容架に設置するなどの業務の発注に

化が望まれる公的な拠点（博物館、文化財、自然公

当たって、請負業者に対して耐震対策に関する特段

園等）における公衆無線LAN環境の整備を行う地

の指示を行いませんでした。このため、請負業者は、

方公共団体等に対して、その費用の一部を国が補助

既設収容架に親機等を収容するに当たって既設収容

するものです。

架をアンカーボルトを用いて鉄筋コンクリートの床

Ｓ県Ｍ市は、平成30、令和元両年度に、上記補

に固定しするなどの耐震対策を行っていませんでし

助金の交付対象である公衆無線LAN環境整備支援

た。その結果、親機等は、地震時に既設収容架が転

事業として、公衆無線LANに係る無線アクセス装置、

倒するなどして損傷するおそれがあり、地震時にお

送受信機等（以下「無線アクセス装置等」という。）

いて情報を伝達する機能が確保されず、親機等を経

の購入、設置等を事業費13,431,908円（補助対象

由してインターネット通信を行う子機等についても

事業費7,686,021円、国庫補助金交付額5,124,000

同様の機能が確保されない状態となっていました。

円）で実施しています。

したがって、本件補助事業により整備された無線

同市は、本件補助事業の実施に当たり、既存の光

アクセス装置等（補助対象事業費7,686,021円）に

ファイバー網を活用して公衆無線LAN環境のネッ

ついては、親機等を設置する既設収容架の耐震対策

トワークを構築するために、無線アクセス装置等の

が行われていなかったため、地震時において情報を

親機等（以下「親機等」という。）を市役所本庁舎

伝達する機能が確保されていない状態となっていて、

分館情報管理棟（以下「情報管理棟」という。）の

補助の目的を達しておらず、これらに係る国庫補助

既設の収容架（以下「既設収容架」という。）の中

金5,124,000円が不当と指摘されました。

に設置し、同市内の指定批難場所等となっている総

このような事態が生じていたのは、同市において、

合支所等の７か所の施設にそれぞれ無線アクセス装

本件補助事業の実施に当たり、既設収容架の耐震対

置等の子機等（以下「子機等」という。）を設置し

策の確認が十分でなかったことなどによるとされて

ています。

います。

要綱等によれば、本件補助事業の実施に当たって

近年、設備の耐震対策、浸水対策に関する指摘が

は、事業主体の実情に応じ、「建築設備耐震設計・

増加しています。設備工事では、設備の機能が確保

施工指針」
（独立行政法人建築研究所監修。以下「耐

されないおそれがあるとして、設備本体の価格が批

震設計指針」という。
）等を参照し、設備機器等の

難されますので十分な注意が必要です。

設置に当たって活用可能な基準等を用いて、所定の
方法に基づく耐震設計の実施等により、災害時に必

4．おわりに

要な設備機器等が利用できるよう対応する必要があ

昨年10月中旬頃から始まった令和４年次の検査

るとされています。そして、地方公共団体等が実施

は、今月を境に終盤に入りますので、これまでの検

する設備機器の設置工事における技術上の指針とし

査で説明不足等がある場合には、早めの対応が必要

て広く使用されている耐震設計指針によれば、設備

です。

機器の耐震施工については、アンカーボルトを用い
て鉄筋コンクリートの床等に固定することを原則と

70

同市は、本件補助事業の実施に当たり、前記のと
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地区連の頁

関

東

−国土交通省国土技術政策総合研究所−

海・空・港の研究所“夏の一般公開”
1．はじめに

【水中TVカメラロボット操縦体験！】

国土交通省国土技術政策総合研究所横須賀庁舎

沿岸海洋・防災研究部は、多種の実験施設及び機

（以下、
「国総研横須賀」）では、一般の方々を対象

械を有する。研究の一つに生態系を含めた沿岸域の

とした広報イベントとして、
「夏の一般公開」を開

環境保全・修復や創出があり、水中TVカメラロボッ

催している。本イベントは、国立研究開発法人 海上・

トを利活用し各種モニタリング調査を行っている。

港湾・航空技術研究所（以下、「港空研」）との共催

当日は、お子様に水中TVカメラロボットを操縦し

により、海の日が国民の祝日に制定された翌年の平

横須賀湾海底の様子を覗いて、港湾をより身近な存

成９（1997）年から開始しており、一般の方々が

在 と し て 親 し ん で 頂 い た。 持 続 可 能 な 開 発 目 標

普段目にすることのできない研究施設を公開し、体

（SDGs）の目標のひとつである「海の豊かさを守

験・参加型の様々なイベントを企画し、子供から大

ろう」のきっかけになれば幸いである。

人まで視覚・体感的に理解して頂けるように毎年工
夫を凝らして実施している。

【その他のイベント】
港湾研究部は、「ペーパーブリッジコンテスト」

一方、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴いこ

やパネル展示、ビデオ上映により港湾の役割や機能

こ２年間は中止となっている。今年も、コロナウイ

を紹介した。また、港空研にも沢山の実験施設があ

ルスの蔓延によっては、開催中止の可能性があるも

り、中でも大規模波動地盤総合水路での「巨大津波

のの、開催を願いつつ、改めてPR・周知を兼ねて、

を体感しよう！」では、高さ1.5m程度の津波を想

過去に行ったイベントの一部を紹介する。

定した波を発生させ、コンクリート構造物に衝突さ

2．各種イベントの紹介
国総研横須賀には３つの研究分野があり、各研究

せる大規模な実験を見学頂いた。見学者からは想定
をこえる水しぶきと衝突音に驚きの声があがった。
この他多種多様なイベントを開催している。

分野の特徴を活かしたイベントを開催している。
【ジャンボジェット機のタイヤを見よう！】
空港研究部は、「航空機荷重載荷装置」を有する。
普段は、屋内に試験舗装を製作し、航空機に相当す
る荷重を発生させ、空港舗装としての性状および耐
久性を評価する実験を行っている。実物大の航空機
のタイヤや実験で生じたわだちなどを間近で見学頂
き、空港舗装の構造を学んで頂いた。

写真：港空研提供
操縦体験

同じサイズ

巨大津波体感

3．おわりに
冒頭のとおり、過去２年の中止のため、開催を楽
しみにされていた方々からは、「子供達も大変楽し
みにしていた」等々のお声かけを頂いている。職員
一同も創意工夫を凝らしたイベントを計画・準備し
ていただけに中止になったことは残念である。今年
こそは、無事に開催できることを願ってやまない。
国土交通省 国土技術政策総合研究所 管理調整部

航空機荷重載荷装置の公開

企画調整課 企画係長

もりやま ひろあき

森山 広章
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地区連の頁

関

東

−佐野市−

時間旅行へようこそ
1．はじめに

〜須花トンネル〜
きらめることなく、私財を投げ打って工事を続け、

佐野市は栃木県南西部に位置し、東北自動車道と

明治22年１月、ついにトンネルが貫通する。こう

北 関 東 道 の 高 速 道 路、 合 わ せ て ３ つ の イ ン タ ー

して全長117m、手掘りの須花トンネルが完成した

チェンジを擁する交通の要所として発展しているが、

のであった。計画から14年、着工から実に８年の

市北部に目を向ければ、自然豊かな山間地域があり、

歳月が過ぎていた。

レジャーに訪れる人も多い。
ところで私の趣味は山登りで、休日は県内の山歩
きを楽しんでいる。そこで私は、山肌を縫うように
貼りついた林道や、治山工事、砂防ダム建設現場な
どを目の当たりにし、日本の土木技術の素晴らしさ
に感動を覚えるのであった。今回ご紹介する旧須花
隧道（須花トンネル）も、ハイキングコース上に見
ることができ（車でも行けます）
、まるでタイムス
リップしたかのような、現代の土木技術の原点とも
言える趣を今も残している。

左：当時の難所であった須花峠
右：村人が苦労した峠も今はハイキングコース

3．現存する３つのトンネル
茂平の明治トンネルは時代とともに役目を終え、
大正６年には全長83mの大正トンネルが造られた。
この大正トンネルは煉瓦アーチ式となっており、当
時の土木技術を見ることができる。デザインもモ
ダンで美しい外観の面影を感じさせる。そして大正
トンネルもまた、世の中の移り変わりにより、昭和
55年竣工の昭和トンネルにバトンタッチし、現在
に至っている。

手掘りの須花トンネル（佐野市文化財課提供）

2．明治の須花トンネル
須花峠は古くから、佐野市下彦間地域と足利市名
草方面を結ぶ交通路であった。村人たちはこの峠を
越えなければ交易ができないのだが、急坂が人々を
苦しめていた。そこで立ち上がったのが田島茂平氏
である。茂平はこの峠に、
トンネルの開削を計画した。

つのトンネルが近接して現存していることだ。これ
は全国的にも大変珍しく、明治・大正の各トンネル
内部は立ち入ることはできないが、一見の価値があ
ろう。

4．おわりに
現在須花峠付近は須花坂公園としてハイキング

トンネルに関する文献のほとんどは、伝承や民話

コースが整備されており、地元の人に親しまれてい

のようなもので、技術的な記録はない。当時の技術

る。春には座禅草が咲く湿原もある。田島茂平翁の

は稚拙で未熟で、相当な難工事であっただろうこと

功績は、今も語り継がれる偉業だ。みなさまも先人

は容易に推察できる。固い岩盤をコツコツと人力で

たちの苦労を思い、時空を超えた体験をしてみては

掘り進める。やがて集めた寄付金も底をつき、支援

いかが。

者や家族も茂平から離れて行く。それでも茂平はあ
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ここで特筆すべきは、この明治・大正・昭和の３
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地区連の頁
地区連の頁−若手技術者のコーナー

関

東

−茨城県−

筋力トレーニングと仕事の両立
1．はじめに

る。睡眠も体力を使い、朝は体内の栄養が枯渇して

突然ですが、私は専門職（土木職）採用11年目

いるため、吸収の早い栄養素が必須となるのでプロ

の29歳独身男性職員である。これまでに出先事務

テインに加えBCAA等を摂取することで筋肉の分

所を経て、現在は、土木部下水道課で計画関連の業

解を抑える。日中も欠かさず給湯室で２回プロテ

務を担当している。建設業は、設計基準や思想、工

インを摂取しており、上司や同僚から「何を飲んで

法等に関する専門的知識はもちろんのこと、現場経

いるんだ？」と問われるが、私は堂々と「プロテイン

験による推測や関係者とのコミュニケーション等が

です！」と笑顔で回答している。

特に重要になる業種であり、職場の上司や設計コン
サルタントの技術者、現場代理人等の先輩方から

3．筋力強化のメリット

日々勉強させてもらいながら、四苦八苦する毎日を

筋力強化の最大のメリットは「ストレスの解消」

過ごしている。そんな私の唯一の趣味は筋力強化

と「達成感」である。筋力強化を行うことで、体の

（筋トレ）である。本稿では私の仕事と筋力強化の

変化が日々目で確認できるため、毎朝鏡でのボディ

日常について紹介する。

チェックが楽しみになる。

2．仕事と筋トレのバランス
筋力強化のためには、定期的な「筋トレ」が必要
である。
日々の忙しい毎日の中でも、仕事とのバラン
スを取りながら、筋トレを行う必要がある。

また、筋トレで扱う重量が伸びていき、大きな達
成感が味わえる。これは構造物が完成した際の仕事
の達成感に似ているところがある。
また、体がパンプアップされて大きくなるため、
初対面の人でも１度対面すれば大概顔を覚えてもら

出先事務所勤務の際、日中は現場での立会や受注

える。現場の作業員の方や、近隣住民の方々に「あ

者との打合せを行い、夜に設計書や資料の作成等の

のガタイの良い兄ちゃん」と呼ばれ、必然的に会話

事務作業を行うことが基本であったため、必然的に

が生まれ、コミュニケーションのツールとしても役

帰宅時間が遅くなる傾向にあった。そのため、筋ト

立っている。

レの時間を確保するために、仕事と趣味の筋トレに
重点を置く日に分け、メリハリをつけることで、週
５回の筋トレを行い、胸・脚・背中など部位毎に分
けた筋トレを１回当り２時間行うことで体を追い込
むことができ、筋肉の疲労感が増すことで仕事の疲
れも自然と忘れられることができる。
また、毎日の栄養補給も重要となる。私の一日は
プロテイン（たんぱく質）を摂取することから始ま
ジムでの筋トレの様子

4．おわりに
昨今は、ワークライフバランスの観点から、仕事
だけではなく、日々の生活との調和が重要視されて
いる。皆さんも私生活の時間を充実させることで、
「住みよいインフラ整備」のための仕事の活力とし
て生かしていただきたいと思う。
手元にはプロテインシェーカーを常備

茨城県 土木部 都市局 下水道課 技師

ほそ だ

かずとし

細田 和俊
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地区連の頁
地区連の頁−若手技術者のコーナー

関

東

−稲城市−

これまでの業務を振り返って
〜公共事業に伴う用地取得〜
1．はじめに

ここでは用地取得にあたって特に印象深かった事

稲城市は、新宿副都心から25㎞圏に位置する人

例について振り返りたい。ある対象地では、集合住

川・三沢川の清流に代表される自然豊かで閑静な住

土地所有者と建物所有者は同一人物であり事業への

口約93,000人の都市である。多摩丘陵の緑や多摩
宅都市として発展している。市内西側に多摩ニュー

タウン・市内東側は既成市街地が広がっており、
ニュータウン区域は基盤整備が整っているものの、
既成市街地については区画整理などの基盤整備が進
捗中である。東京2020オリンピック大会では、市

内の道路が自転車競技ロードレースのコースに選ば
れた。

2．これまでの仕事
私は平成27年度に稲城市役所に入庁し、現在７

宅が計画線内に位置しており移転が必要であった。
理解が得られていたものの、借家人と連絡が取れな
い時期があった。そのため、時間帯を変えながら粘
り強く電話連絡をしたり、帰宅していると思われる
時間帯に訪問をしたり、会ってもらうまでに時間を
要した。土地所有者・物件所有者・借家人等の契約
は同時に締結する必要があることから、単に相手の
要望を聞き取るのではなく、契約締結に向けた画地
全体のスケジュールを意識しながら折衝することを

心掛け、無事に契約締結、立退き及び移転ができた。
本事業には農家・会社員・飲食店経営者など多様

年目になる。初めの約４年間は管理課に配属され、

な背景を持つ権利者が含まれる。用地取得に向けて

した。平成31年度に土木課用地係に異動し、現在は

なく、税制度・不動産市場の動向・市内の地理や人

道路や水路等の公共用地の境界確定業務を主に担当

公共事業に係る事業用地の取得に向けた補償金の算

定・契約事務・契約後の移転促進等を担当している。

会話をする際には、単に手続に関することだけでは
間関係など話題が多岐にわたる。

そのような幅広い分野に柔軟に応答できることが

これまで市役所駐車場や市立中学校の用地取得を

理想であるが、知識不足が多いと痛感するので、視

５・３号宿榎戸線の用地取得について述べたい。私

時点で用地取得が完了していないため、引き続き上

担当してきたが、本稿では現在担当している多７・
が主に担当している多７・５・３号宿榎戸線は、延

長500m・幅員12mの都市計画道路である。大部分
は区画整理事業にて整備が進められているが、区画

野を広く持って色々な知識を吸収していきたい。現
司や先輩職員にご指導をいただきながら業務に取り
組んでいきたい。

整理地外の約110mの区間については道路法に基づ
く認定及び区域決定を経て、現在道路事業として進
められている。

多７・５・３号宿榎戸線
（道路事業にて施行する区間）

現場にて

稲城市 都市建設部 土木課 用地係
都市計画図（抜粋）

主事

とみ た

のりかず

冨田 則和
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地区連の頁
地区連の頁−若手技術者のコーナー

関

東

−長野市−

誰もが使いやすい道路空間を構築する
1．はじめに
平成31年に長野市役所に入庁し、都市政策課に

3．業務を通じて感じること
業務を通じて一番感じることは「誰もが使いやす

配属されて３年目を迎えた。現在は、都市計画関連

い道路空間を構築することの難しさ」である。例え

都市計画道路中央通り（以下、中央通り）の歩行者

ために歩道の拡幅を重視すると、車道幅員が狭くな

の申請・届出の審査、区域区分（線引き）の見直し、
優先道路化事業に関する業務等を担当している。本
稿では、現在担当している業務の中から、中央通り
の歩行者優先道路化事業について、日々の業務を通
じて感じることをお話ししたい。

2．中央通りの歩行者優先道路化事業
中央通りは長野市中心市街地に位置し、長野駅か

ら善光寺までを結ぶ延長約1.6㎞の路線である。歩
行者優先道路化事業は、善光寺表参道としての魅力
向上と機能充実を図り、まちなかの回遊性を向上さ
せることで、中心市街地の活性化を目指すものであ

ば、善光寺表参道として歩行の快適性を向上させる
り、沿道の商業施設の荷下ろしが難しくなることや、
自転車利用者が車道を通らず歩道を錯綜することで、
歩行者とぶつかる可能性が高くなるなどの影響が考

えられる。また、ベンチ等の休憩施設も、設置場所、
向き、設置数等をよく検討しないと、歩行者が利用
しないだけでなく、かえって歩行の妨げになってし

まう可能性がある。「歩行者優先道路化事業」とい
う名称ではあるが、中央通りは観光客だけでなく地
元の方々の自転車利用や自動車交通量も多いため、
誰もが使いやすい道路空間を構築する必要がある。
近年、ウォーカブルなまちづくりの推進に伴い、

る。平成14年から整備に向けた検討が開始され、

滞在環境や景観の向上が重要視されている。第二期

間（L=700m）の事業が完了し、歩道の拡幅、車

を最大限活かし、中心市街地の回遊の拠点となるよ

計７回の社会実験を経て平成27年に第一期計画区

道の美装化、植栽帯の再整備、可動式ボラード・休
憩施設の設置等が行われた。その後、第一期整備区
間 の 効 果 検 証 が 行 わ れ、 現 在 は 第 二 期 計 画 区 間

（L=900m）の整備に向けて、地元調整や関連計
画の策定を行っている。
整備前

計画区間の整備では、商業施設などの既存ストック
うな道路空間づくりや、路線全体として統一感のあ
る景観デザインが必要であると感じる。

4．おわりに
入庁してから３年間都市計画業務に携わり、物事

を多角的な視点で考える重要性を学んだ。今後、土
木技師として様々な業務に携わる中で培う知識・経
験を大切にして、多角的な視点をもって業務に取り
組んでいきたい。また、地元である長野市がより魅
力のある都市として発展していくための一助となれ
るように尽力していきたい。

整備後

職場にて
歩行者優先道路化事業前後の様子
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なかざわ たい き

中澤 大輝

全建 NEWS
令和３年度全建賞の審査が始まりました
−全建賞予備審査委員会−
令和３年度全建賞については、全国から278事業

確認し、事務局からの説明とおり予備審査を進める
ことが了承されました。
◦全建賞について

という多数の応募をいただき、ありがとうございま

◦審査日程ならびに応募状況について

した。

◦各予備審査委員の担当部門（案）について

この審査の手始めとなる「令和３年度第１回全建
賞予備審査委員会」が、令和４年２月８日（火）、

◦令和３年度全建賞 予備審査方法等の確認につ
いて

森戸義貴委員長（国土交通省大臣官房技術調査課
長）をはじめ委員14名、幹事８名の出席のもと、
WEB会議で開催されました。

今後、３月中旬に第２回予備審査委員会を開催し、
４月下旬の審査委員会で授賞候補を選出し、その後

予備審査委員会では、審査方法など下記の事項を

開催される理事会で全建賞を決定する予定です。

ねぇ知ってる？！日本の国土のこと

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

問題
日本で一番トンネルの長さの合計が長い都道府県はどこでしょうか？
１．北海道
２．新潟県
３．長野県
４．岐阜県
※たくさんのご応募お待ちしております。
クイズの正解は次号にて発表します。
お楽しみに！！

災害の復旧・復興の事例
が勉強になったにゃ

２月号の答え

３. 459路線
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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Dr.クマの
“健康のヒント”
光線過敏症
だんだん日が長くなってきており、ウォーキング

み薬の場合には日光の当たった部位全体に見られる

が趣味の私にとっては喜ばしい。外を長時間出歩く

ため、強い日焼けと取られることもあり、あらかじ

にあたって、私が気をつけていることが２つある。

めの注意が必要なのである。ひどい場合には水ぶく

それは水分補給と夏でも長袖を着ることだ。夏の日

れが一面にでることもあり、決して無視できない副

焼けはやけどの一種なので避けるのはいうまでもな

作用だ。原因になるクスリは種類が多く、代表的な

いが、クスリの副作用にも光線過敏症がある。光が

ものとして消炎鎮痛薬、抗菌薬、降圧薬などの一部

直接悪さをするのではない。体の表面に付着した薬

がある。私は外来で光線過敏症の可能性がある湿布

の成分や、体に吸収されて皮下に拡がったごくわず

やクスリを初めて処方するときには、必ず直射日光

かなクスリの分子が紫外線にさらされて化学反応を

には気をつけるように、皮膚がおかしいと思ったら

起こし、
それが直接に皮膚を傷つけたり、
アレルギー

すぐに教えて頂くようにお願いをしている。いずれ

反応のもとになったりする。これが薬剤性の光線過

にせよ、長時間の直射日光は体に悪いのはまちがい

敏症である。貼り薬の場合には貼った部分の周囲や

ない。

はがしたあとの部分に出るのでわかりやすいが、飲
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北里大学医学部 教授

熊谷 雄治

区画整理は事業スパンが長くなるので、なかなか事業全般を理
解している経験者がいません。１月号の「基礎から学ぶ土地区
画整理事業」は事業の流れや制度が体系的に書かれており、と
ても勉強になります。
匿名希望（市町村勤務、38）

会員だより
12月号の「特集（社会資本のストック効果）」を読んで、
ストッ
ク効果を最大化するために、生活の質や生産性の向上など様々
な視点から事業を計画する事が重要であると感じました。

吉田大展（市町村勤務、38）
12月号の「諸外国のインフラ情報」で紹介されていたカーボン
ニュートラルに先駆的に取り組んでいるHS2プロジェクトが
大変興味深かったです。日本でもこのような取組をスタートす
べきか、スタートできるかを考えさせられました。

匿名希望（高速道路会社勤務、52）
12月号の「公務員技術者の訴訟リスク〜事例と解説〜（5）」
を読んで、実際の工事で住民から訴訟を起こされて賠償するこ
ととなった事例があることに衝撃を受けました。多くの読者の
方が賠償責任の保険に入るきっかけになると思います。

匿名希望（市町村勤務、37）
12月号の「学ぶ・つなぐ・広げる」の「土木技術の伝承・技
術力の向上にむけた活動」を読んで、今こそ若手技術者へ技術
を継承することが必要であるとあらためて感じました。

蓑方公（元都道府県勤務、61）
12月号の「ひろば」の「まちの自慢「北海道遺産:旭橋」
」を読
みました。小学生が選んだ旭川の自慢できるものとして、イン
フラの旭橋も選ばれたことは良かったと思いました。自慢でき
るくらい愛着を湧くものをつくることができる仕事に携われて
良かったです。
田中秀典（各務原市勤務、38）
１月号の「表紙」は、西日本豪雨により発生した大規模な浸水
被害があった倉敷市真備町の写真でした。写真を見るとゾッと
します。
匿名希望（地方整備局勤務、54）
１月号の大石会長の「新年の御挨拶」にあったように、技術変
化の時代を先導して「ワクワクする気分」で挑戦的に今年も乗
り切って行きたいと思います。

匿名希望（国土交通本省勤務、44）
ICT施工、BIM/CIM、DX施策等、年配者にはその進捗が速
すぎてついていくのが大変ですが、それらを分かりやすく丁寧
に編集されており、ガイドブック的に活用させてもらっていま
す。
匿名希望（北海道開発局勤務、59）
勝手なイメージから技術士は行政側にはあまり必要のない資格
と思っていましたが、１月号の「技術資格試験合格体験記」の
「総監取得のススメ」を読んで、資格取得の必要性を痛感しま
した。これを機に前向きに検討していきたいです。

匿名希望（市町村勤務、39）

１月号の「災害査定の留意点」は、災害復旧設計時、とかく災
害査定や会計検査を意識して原形復旧に拘ってしまう技術職員
へ勇気と刺激を与えてくれる記事です。今号は特に根拠の重要
性の気づきがありました。次号の採択事例が楽しみです。

匿名希望（都道府県勤務、57）
１月号の「災害発生！そのとき」の「集落孤立という現場に直
面して」は、現場での課題、TEC-FORCEとのやりとり、地
元との調整などの対応が時系列的に記述されており、とてもわ
かりやすかったです。コロナが終息した際に、ぜひ講演会等で
実際に話を聞いて勉強させていただきたいと思いました。

匿名希望（都道府県勤務、48）
１月号の「あーきてくと通信」の「環境にも優しいくまもと型
伝統構法を用いた木造建築物の普及」を読んで、地場産業の利
用促進とCO2排出削減にも取り組んでいる独自の木造建築物
の技術を継承をしているところに大変興味を抱きました。

柴山真克（都道府県勤務、55）
１月号の「ひろば」の「中津日田道路の全線開通に向けて」を
読みました。トンネル内のキャンプなどのおもろしいイベント
を開催しており、私も現在遊水地建設の途中で、イベントを考
えるきっかけになりました。 匿名希望（都道府県勤務、27）
１月号の「後輩技術者に向けたメッセージ」を読みました。経
験が少ないと現場でどうすれば良いのか悩むことが多いため、
先輩方の経験談や失敗談などは今後自分が迷った際すべきこと
の道しるべとなり、とても貴重でためになります。

匿名希望（都道府県勤務、33）
１月号の「会計検査の指摘事例と解説」には、下水道管渠の更
生工事の施工で気を付けなければならないことが掲載されてお
り、下水道事業の維持管理に従事する私にとって非常にために
なりました。
匿名希望（市町村勤務、33）
１月号の「事例から学ぶ現場力の向上」の「法面工 吹き付け
コンクリートの凍結」を読みました。特に災害復旧等で、厳冬
期であってもコンクリート打設をせざるを得ない場面があると
思います。そういった場合に、どういうリスクがあるかを知る
一助となりました。
阪本浩章（高速道路会社勤務、33）
１月号の「建設技術者のためのこの一冊」で「日本の分水嶺」
が紹介されています。分水嶺は流域の境目だけでなく、気候、
生活スタイル等の境目となる場合があります。身近な分水嶺を
見ても、心当たりが思い浮かびます。そのような分水嶺に関す
る興味深い話題や身近な疑問を知ることは、新たな視点を得る
ことにつながると思います。
匿名希望（市町村勤務、59）

「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54頁）

〈正解〉

〈正解〉
4 2 1
3
5

３五銀 同金 ３三銀打 同桂 ２五飛
桂 ３三馬までの七手詰め。

まず黒１のキリが肝心で
す。白２のウケに黒３の
ホウリコミがとどめ。黒
５でピッタリ仕上げまし
た。

2

会

長 大石 久和

副 会 長

理

後藤 敏行
小川 富由
小原 恒平
神山 守

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

専務理事 泊

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

常務理事 西成 秀幸
監

事 加藤 利弘
花井 徹夫

1

初手 ３五銀はまずこう打つもの。 同金に
３三銀打から ２五飛が詰将棋ならではのト
リックのような手順。 同桂に ３三馬と寄れ
ばピタリ決まっている。なお六手目 同金はや
はり ３三馬で駒余りの詰み

黒１を先に打つのは、白
２ツギの急所に守られ、
「マガリ四目」の形で生
きられてしまいます。

編集後記
今号の「災害発生！そのとき」は、九州地方整備局鶴田ダム管理所の対応です。平成18年、
川内川流域は記録的な豪雨に見舞われ、鶴田ダムは、ダムの容量のほぼ満杯まで水を貯め、緊
急放流（異常洪水時防災操作）を行う事態となりました。ダムの能力の限界に迫る異常洪水時
防災操作は、長年にわたりダム管理を経験した職員でも、大変な緊張を伴うものです。
鶴田ダムでは、電気、水道、電話回線等が途絶し、アクセスする道路が全て被災して孤立し
た状態で、このような操作を行うこととなりました。非常用電源の燃料をできるだけ温存する
ため、管理所内の冷房や照明を停止し、真夏の暑い操作室で操作用モニターの灯りをたよりに
手書きでグラフを作成しながら、立て続けて襲う危機を乗り越えていかれました。
厳しい状況においてしっかりと対応されたのは、何よりも職員の皆様の強い使命感があって
のことだと思います。しかし、それだけでなく、平素からの訓練や先輩方からの御指導の積み
重ねによって培われてきた技術力があってこそ、臨機応変な判断、的確な対応ができたのだと
思います。
当時の鶴田ダム管理所職員の皆様に心から敬意を表するとともに、今回の原稿をご執筆して
いただいた皆様、掲載に当たりお力添えを頂いた同整備局幹部の皆様に本欄をお借りして改め
て御礼を申し上げます。
さて、今号の特集は「災害に強い安全な国土づくり」です。平成30年の西日本豪雨や令和元
年の東日本台風等で被災した地域では、復旧・復興が進められています。本号では、各地から
お寄せいただいたこれらの取組に関する報文を掲載しています。
インフラの整備・管理を担う全建会員にとって、災害への対応は無縁ではいられません。本
部としても会員の皆様のお役に立つことができるよう、機関誌を通じた情報の提供、講習会の
企画、出前講座の支援など、様々な取組を進めてまいります。
（本部事務局）
月刊「建設」編集委員─ ────────────────────────────────
委 員 長 杉中 洋一

委

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

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

員 藤井
増田
里内
大利
板倉
松井
道谷
猿澤
石川

佳人
達
俊介
泰文
舞
大生
健太郎
宗一郎
勝浩

委
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員 山本
中村
秋山
南
河合
吉川
永野
桑嶋
三輪

洸太
允宣
秀樹
彩
功介
昌孝
収
健
晴文

（令和４年３月１日現在）

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

第66巻 第３号
発 行 一般社団法人 全日本建設技術協会
〒107‐0052 東京都港区赤坂３‐21‐13 キーストーン赤坂ビル７階
TEL：03（3585）4546 FAX：03（3586）6640
URL：http://www. zenken. com/
印 刷 大盛印刷株式会社
TEL：03（3971）1246
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同

〈解説〉

〈失敗〉

一般社団法人
全日本建設技術協会
令和３年度理事・監事等構成

（問題は54頁）

（発行数59,600部）

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

全 会 員 対 象!!
全建
会員

一般社団法人 全日本建設技術協会
会員の皆様へ

安心サポート制度
2020年8月1日スタート！

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

建設系公務員求償補償サポート

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

1

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

2

公務員は国又は公共団体から求償される可能性があります。

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

3

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

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

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

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

建設系機構・公社等職員賠償責任保険制度
（令和元年スタート）

弁護士・医師等電話相談サポート

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

法律・税務・社会保険に
関するご相談

各種医療に関する
ご相談

介護に関する
ご相談

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

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

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

※弁護士・医師等電話相談サポートは、全ての全建正会員・特別会員が対象です。

ご利用方法については、全建ホームページをご確認ください。
お問い合わせ先
＜会員について関すること＞

一般社団法人 全日本建設技術協会
〒107-0052 東京都港区赤坂３-２１-１３ キーストーン赤坂ビル７階
TEL：03-3585-4546 FAX：03-3586-6640
URL: http://www.zenken.com/

＜サポート制度に関すること＞

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

