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特集 技術の伝承・技術力の向上にむけて
〜技術・知恵の伝承〜

市町村職員が参加できる現地研修会（山梨県南アルプス市内）

4

新入会員の皆様へ
一般社団法人 全日本建設技術協会 会長

おお

いし

ひさ

かず

大 石 久 和

新入会員の皆様、全日本建設技術協会（以下、全

このような状況のもとで、会員一人一人が技術力

建）へご加入いただき、ありがとうございます。全

を向上させ、高い職務遂行能力や課題解決能力を習

建は全国の建設系公務員を主体とする約６万人の会

得するためには、日常業務の中で様々な知恵を絞り、

員からなる団体で、会員の技術力向上・社会的地位

工夫を重ねるとともに、その努力や苦労を一人だけ

の向上・連携交流の促進を目的に事業を進めていま

のものとせず、共通の経験とすることが重要です。

す。今、皆様が手にしている月刊「建設」の発行、

このため、全建では、会員が獲得した情報を会員同

様々な建設系の行政課題をテーマに取り上げた「建

士の連携・交流によって世代・地域・機関を超えて

設技術講習会」の開催、特色ある現場を見学する「実

伝承し、広く国民にも発信していこうとしています。

地研修会」の開催、技術図書の割引購入など、会員
の技術力向上につながる事業などを実施しています。

公務員技術者とは何かという範疇だけで物事を考

さらに地方協会が取り組む講習会や研修会、また会

えてしまうことがあります。まずは人として深くな

員相互の親睦・交流を深める様々な活動への助成も

ることで、広がりが深い、幅広い人間になることが

行っています。

大切です。社会に何かあるとき、自分には関係ない
こととしてしまうのは一番正しくない態度です。す

建設分野での技術環境が大きく様変わりしようと

べての出来事、世の中の動いている森羅万象は何ら

しています。デジタル、ICT、DXなどという用語

かのかたちで私たちに関係があるのです。私は土木

が飛び交い、無人化、非文書化、自動化、三次元化

技術者なのだからそれは知らなくていいという感覚

などが現場の常識であるという時代がやってきまし

を最初から入れるなということなのです。われわれ

た。人材不足がインフラ整備の足かせと言われてき

公務員技術者はまず仕事を企画する側です。忙しす

ましたが、強力な省力化ツールが建設の世界に急速

ぎて若い人たちはあまり現場を経験できないという

に広がってきました。

話をよく聞きますが、できるだけ多くの住民の方々

これは、施工者、測量・コンサルタントなどの世

などに接して現場感覚を身につけ、地域の暮らしが

界にとどまる話ではありません。われわれ発注側技

より安全に、より快適になるよう考えて行きましょ

術者自身が、こうした技術変化の時代の流れを先導

う。そして、社会のために役立つ存在として地域か

していかなければならないのです。

ら信頼され、愛されるように努力して参りましょう。
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表紙
写真

市町村職員が参加できる現地研修会（山梨県南アルプス市内）

山梨県建設技術協会では現地研修会（写真）、技術発表会、ス

C O N T E N T S

4
April

ポーツ大会など、技術力の向上を図り、会員相互の親睦を深める
取組を行っています。これまで未加入であった市町村職員にアプ
ローチし、新たに加入した市町村職員も現地研修会等に参加でき
るようになりました（本号P49～51「みらいへ技術を紡ぐ全建技
術者の組織拡充」より）。

山梨県

写真提供：山梨県
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～市町村職員等における全建（建設関係技術職員）加入への道筋～
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工事現場に産業廃棄物が不法投棄された
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巻頭言
DX時代に求められる土木技術者

1．はじめに
気候変動に伴う豪雨の激甚化や、切迫する南海

宅に戻っていざやろうとすると、データ移行のた
めの初期ステップにすら入れない状況に陥ってし

トラフ巨大地震等の地震や火山噴火への対応等、

まいました。ITリテラシーのなさを痛感しながら、

我が国がおかれた厳しい自然条件を克服し、経済

サービスセンターに電話したところ、担当してく

の活性化、国際競争力の向上のため、インフラの

れた方は、新旧２台のスマートフォンのうち１台

整備はあらためて重要になってきています。一方、

をカメラとして活用して、もう１台の操作を通話

人口減少社会を迎え、社会全体で働き手の減少が

により遠隔で指示することで、必要な作業を速や

大きな課題になってくるなかで、生産性の向上は

かに終えることができ、アプリ、データの移行が

極めて重要な課題です。

完了しました。

また、図らずもコロナ禍でリモートワークが求

国土交通省では、平成28年から進めてきてい

められました。生産年齢人口の減少に加えて、労

るi - Constructionをさらに進めて、令和４年を

働基準法の改正により適正な労働時間とすること

インフラＤＸの「挑戦の年」と位置付けて様々な

が求められており、生産性の向上は大きな課題で

分 野 で 推 進 し て い ま す。 例 え ば、 配 筋 検 査 を

す。また、いわゆるデジタル化が進む中で、行政

WEBカメラ等を活用して行う遠隔臨場について

サービスの利便性の向上も住民から求められてい

は、実施要領を作成して広く現場で実践していく

ます。

こととしています。また、コンクリートの打音検

さらに、2050年のカーボンニュートラルを目

査はVRでもその音を確認できることを活かして

指して、管理施設での消費電力を減じること等に

研修で活用したり、排水機場の診断等でWEBカ

よりCO2の排出を抑制することはもちろん、建

メラを活用した遠隔からの技術サポートも既に実

設現場では、CO2を直接排出する機材だけでなく、

施されたりしています。この技術サポートは先の

資材、その後の管理移行後も含めて、いわゆる

スマートフォンと同じ仕組みですが、スマート

scope１〜３まで総合的に取り組むことが求めら

フォンとの比較で論じるとサポートをする高度な

れるなど、社会は大きな転換点を迎えていると思

技術を持っている専門家をどのように確保・養成

います。

していくのか、実際のオンサイトで実施してきた

2．挑戦

4

明をうけ、簡単なマニュアルも受け取り、さて自

〜インフラDX〜

ことを、同等以上の技術レベルで実現するために
は、さらにどのような仕組みが必要なのか等を検

昨年末に、スマートフォンを更新しました。対

討することが必要だと思います。打音検査では

面で手続きを行いましたが、アプリやデータの移

ハンマーから伝わる振動、排水機場では機器の匂

行について、
「簡単にできる」「Wi-Fi環境がある

いなど、技術者は総合的に診断、判断してきてい

ところがいい」
「移行には時間がかかる」等の説

ると思われるので、それをどのように実現してい

月刊「建設」22-04

ひろ

国土交通省 大臣官房 技術審議官

せ

廣 瀬

まさ

よし

昌 由

くかについては、現場からの発信が必要だと思っ

て2040〜2050年頃の将来の社会イメージをパー

ています。スマートフォンの不具合、故障なども

スにしています。携帯電話が普及してまだ30年、

様々であるとは思いますが、建設現場や管理施設

スマートフォンは20年ですが、この間に人口減

ではその設置された地質や曝露されている状況等

少社会に転じ、日本の経済は成長せず、GDPは

様々であり、施設の特性も異なり緊急時の対応等

伸びていません。公共事業費も平成10年頃に一

は幅広い知識に基づき的確な判断ができる環境を

旦ピークを打っています。この状況で図らずもコ

構築する必要があります。さらに、現場の生産性

ロナ禍になり、令和３年には東京23区からの転

をあげていくためには、どの分野さらにどの部分

出が転入を上回ったとのことです。これらをみて

にデジタル技術を適用し実現できるかを検討する

も、今後の社会動向は不確実性が高いと思われま

ことが必要であり、それができるのは、現場を知っ

すが、インフラの整備・管理を担当する技術者と

ている技術者であり、そのためにはデジタルに関

しては、社会経済の長期的な視点を持ち、それが

する基礎的な知識が、インフラを整備、管理する

幅を持っていることも十分意識して整備・更新を

技術者にも求められるのではないでしょうか。

進める必要があると思っています。

3．長期的な視点の必要性

4．おわりに

防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化

年始にお会いした恩師からいただいた、「現場

対策がその事業規模も閣議決定して、現在進めら

の技術があってこその新技術」という言葉が心に

れていますが、この対策では、近年の災害の多発

響きました。ＤＸの時代、長期的な視点をもって

を踏まえて、関係省庁において中長期の目標を設

インフラ整備を進めるには、インハウスエンジニ

定しているのが特徴です。例えば、治水関係では、

アの現場力が求められていると思います。また、

１級河川における戦後最大洪水等に対応した河川

データの連携により新たな価値を創造するため、

の整備を終えるのを、令和32年度頃から令和27

インフラ分野でもデータプラットフォーム等の整

年度頃に前倒しする目標を設定し、整備を加速化

備を進めていますが、あらためて人の連携も必要

することにしています。

ではないでしょうか。流域治水等、連携が必要な

カーボンニュートラルは2050年の達成を目指

取組が山積だと思います。「全建」の場もその役

して進めることとされているのはご存じの通りで

割を果たしていただけるとともに、より多くの方

す。国土交通省では、技術研究開発の推進を図る

が「思い」をもって、参加いただけることを期待

ための技術基本計画の策定を進めており、計画の

しています。

対象は令和４年度から８年度ですが、計画に併せ
【著者紹介】廣瀬 昌由（ひろせ まさよし）
昭和40年９月８日生、平成２年３月京都大学大学院工学研究科土木工学専攻修了、同年４月に建設省に入省。
（独）
水資源機構経営企画部長、
内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（調査・企画担当）
、国土交通省水管理・国土保全局河川計画課長等を経て、令和３年７月付で現職。
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巻頭言
技術の伝承のためにも技術の高度化を

国、地方公共団体等に勤務する建設技術者は、激

は今現在ある技術や仕事の方法をそのまま後輩に

甚化する災害への対応、環境への配慮、複雑な利害

引き継いでいくことになり、進歩や向上、高度化

関係者との交渉、BIM/CIM（Building/Construction

が抜けてしまう懸念がある。もし、技術の高度化

Information Modeling, Management）等のIT

がなくなり、基準や要領などに従うだけのルー

化への対応など多様化する業務を、働き方改革の

ティン化になってしまうと、若い技術者はある程

中で、適切に処理しなくてはならない。一方、高

度の年数が経つと仕事に魅力を感じなくなり、興

度経済成長時代のような大規模な建設プロジェク

味を失うだけでなく、果ては新しい技術や方法に

トは減少している。また、過去の好不況の波や若

抵抗を感じるようになり、技術力の向上など期待

年層の人口減少などにより、組織内の年齢構成が

できなくなる可能性がある。また、世の中でどん

いびつになっていることが多い。そのため、公務

どん発表されている新しい技術を導入することで、

員技術者にとって基礎的な技術を先輩から後輩へ

構造物の品質向上、コスト縮減、工期短縮などに

OJT（On-the-Job Training）で伝承していくこ

資するかも知れないのに、そうした機会を逸して

とが難しくなり、当然チェックしてあるだろう、

しまうことにつながり、国民の税金を無駄にして

というような事項が抜けていて、冷や汗をかいた、

いるという誹りを受けることにもなりかねない。

と言った話を聞く。

6

私は今からちょうど40年前に大学を卒業し、

OJTだけでは技術の伝承が十分にできないこ

電源開発株式会社（電発）に土木技術者として入

とから、多くの機関では外部組織を利用した業務

社した。今では完全に民営化されてJ-Powerと呼

外研修（Off-the-Job Training）を実施したり、

称されているが、当時の電発は電源開発促進法に

資格取得や通信研修への支援、マニュアルや事例

基づいて設立された半官半民の特殊会社で、「当

集の作成などに取り組んでいる。私の研究室でも、

社は常に存在意義を問われている。よって、他電

プラントの建設や定期点検における熟練技能者の

力会社がやらない新しいことをやらねばならな

暗黙知やノウハウをAI、視線計測技術などを用

い」と言われ続けた。そのため、計画、設計、施

いて抽出し、これらをVR（Virtual Reality）技

工において各プロジェクトについて、最低でも一

術を用いて伝承する手法の研究開発を行っている。

つは目玉となる新技術を導入することが義務付け

こうした努力により、プロジェクトのライフサ

られていた。そうした伝統は、あらゆる場面で見

イクルの調査設計、積算、施工管理、点検、維持

られ、1984年に当時非常に高価であった最新鋭

管理といった基礎的な業務の技術の伝承は可能と

の３次元CADシステムを土木としては世界に先

なるであろう。それはそれで大変重要で、進めて

駆けて本格導入し実務への利用を開始した。私は

行かなくてはならないことであるが、これだけで

担当者の一人として３次元CADに携わった後、
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や

大阪大学 大学院工学研究科 環境エネルギー工学専攻 教授

ぶき

のぶ

よし

矢 吹 信 喜

1986年に水力発電所の建設現場に転勤し、昔な

製造業はグローバリゼーションの環境下で世界を

がらの２次元図面作成、数量計算、積算、施工管

相手に競争しなければならないから、旧態依然と

理を行ったが、単純作業だなと感じていた。しか

した技術のままでは会社は潰れてしまうので、新

し、上司の課長はとても意欲的な方で、その現場

技術の開発導入は当然至極である。一方、公共工

のありとあらゆる構造物に新技術を数多く導入し、

事はほぼ国内企業のみで、入札で特定の新技術を

部下の各社員にそれらをテーマとして与えて、ま

有する業者に有利な条件設定はできず、地方の中

るで大学のゼミのように所内新技術検討会を定期

小企業への配慮という側面もあり、難しいところ

的に開催し、
監督・指揮された。その上司は「どん

であるが、それこそアウフヘーベンによって、新

な古いタイプの構造物でも必ず何らかの新技術を

しい方法を創造することが期待される。

加えることができる。アウフヘーベン（止揚）が

技術の向上や高度化を実施した後、それを報告

大切だ」と部下に講話されていた。新技術を導入

書にまとめることが大切である。やりっぱなしで

することによって、従来技術と比較して何がどう

は、やったという自己満足で終わってしまい、他

高度化し、改善されたのかを定量的に評価するた

者からの評価を得られず、また他の技術者が自分

めに、現場計測を実施し、コスト比較も行った。

もやってみたいと思ってもできない。査読を受け

しかも、やりっぱなしではなく、必ず論文や報告

る論文か報告として投稿すると、専門家から様々

として執筆し、論文集や技術雑誌、国際会議など

な指摘を貰うことができ、反省して次のプロジェ

にその現場だけで20編余も投稿された。そのお

クトでの改善につながるので尚良い。報告書や論

蔭で私は現場の単純作業だけでなく、興味が湧く

文として執筆・発表するのは、時間と労力がかか

ような新しい技術研究開発に関わり、論文も書く

り大変である。また、我が国の技術者は文章を書

ことができた。

くことを苦手とする傾向が見られる。しかし、技

技術の伝承は、今ある（つまり古い）技術を後

術者が報告書を執筆・発表しなければ、技術は進

輩に伝えることであるが、先に書いたように、そ

歩しないばかりか、技術の伝承もできなくなるだ

れだけでは進歩がないから、古い技術と新技術と

ろう。技術の伝承のためにも技術を高度化し報告

いう対立するものを発展的に統一するという正に

することを勧める所以である。

アウフヘーベンを繰り返し実施することによって、
技術力は向上し、高度化していくのだと考える。
【著者紹介】矢吹 信喜（やぶき のぶよし）
1982年東京大学工学部土木工学科卒業、電源開発株式会社入社。1992年米国スタンフォード大学博士課程修了（Ph.D.）。1999年室蘭
工業大学建設システム工学科助教授（准教授）を経て2008年から現職。専門は土木情報学。国土交通省BIM/CIM推進委員会委員長、
国際土木建築コンピューティング学会（ISCCBE）副会長、アジア土木情報学会（AGCEI）会長など。
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特集

技術の伝承・
技術力の向上にむけて
～技術・知恵の伝承～
【特集の趣旨】
我が国は人口減少社会を迎え、また過去の経済情勢に応
じた好況期の採用拡大・不況期での採用抑制等の結果、各組
織体では年齢構成の偏り等の課題が生じており、先輩から
後輩へという技術の伝承が難しくなっているのが現状です。
このような状況のもと、地方整備局・地方公共団体等に
おいては、公務員技術者にとって基礎となる調査設計、積算、
施工管理、点検、品質管理、安全管理などの現場（技術）
力を向上させるため、多くの機関では、大学などの外部機
関を利用した各種研修の実施、資格取得の際の支援制度、現
場事例集の作成、OB技術者の指導助言など様々な取組みが
なされています。しかし、業務の多様化が進む中、十分な
成果を得るためには、各機関で実施している情報を交換し
ながら、それぞれの機関にとって有効な取組みを実施して
いくことが近道であると思います。
今号の特集では、地方整備局・地方公共団体等において
取り組んでいる技術力向上にむけた取組みや、長年にわた
り建設行政の推進等に尽力されたOB、経験豊富な現役の公
務員技術者の方の知識、経験談、知恵等、後輩の公務員技
術者に向けたメッセージ性のある寄稿を紹介します。
特集担当編集委員
（国土交通省 大臣官房 技術調査課 技術企画官）
野坂 周子
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ドーム型モニターによる VR コンテンツを用いた研修
（本号Ｐ20〜22「インフラ DX の推進を担う人材の育
成に向けて」より）
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特集 技術の伝承・技術力の向上にむけて〜技術・知恵の伝承〜

公 共 技 術 論
～その 伝 承と向上～
まつ

だ

松 田
1．公共技術とは
建設技術は、国土（水域を含む）を舞台に、建築
物やライフラインをはじめインフラを整備、維持す

よし

お

芳 夫＊

が決めれば良い。今の我々は、ここ数十年の建物の
経済的耐用期間のうちに投資のモトが採れ、収益を
上げることを目標とするのである。

る技術全般のことを云う。
大部分の建築物が民間の資金により民間の目的の

近年の大幅な都市計画や建築規制の緩和により、

ために建設されるのに対し、インフラ整備は一般に

未だ使用可能な立派なビルであっても、敷地や容積

公共事業として公的機関により行われ費用も税など

率に余裕があると見るや、壊して超高層ビルに建替

の公的資金で支弁される。

えるという現象は、今の東京では当たり前のことに
なっている。

“公共技術”とは、この公共事業や公共建築など公

ここではSDGsなんて単なるスローガンにすぎず、

共性の高い建設事業を支え、推進する技術のことを

収益の前には十分使えるものでも廃棄するという資

云うことにしよう。

源とエネルギーを浪費する結果になっている。

すると、学校の校舎や市役所の庁舎とマンション
や民間のオフィスビルと技術的に何処が異なるのか
という疑問が生じるが、確かに力学上の構造設計に
基本的な違いはない。

2．総合的な観点からの公共技術
公共技術者は、一般に道路、鉄道、河川、港湾等
の分野ごとに別れて仕事をする。

しかしながら民間の目的か、公共目的かという事

それぞれの分野で、事業の計画から始まって、予

は、対住民関係、デザインと周辺環境の調和、施設

算獲得、地元説明、用地買収、施工に到るまでのす

の寿命と事業費、工事の進め方等あらゆる面に影響

べての過程をこなす専門家集団として行動する。

するのである。

この事を以って縦割りでケシカランという向きも
あるが、高度に進化した複雑極まる現代社会におい

民間の施設が特定の個人や集団の利益や収益を目

ては、技術に限らずいかなる分野においても専門別

的とするのに対し、インフラに代表される公共施設

の分化は当然のことであり、異とするに値しない。

は、不特定多数の住民、市民、ひいては国民の利便
とニーズの充足を目的とする。
しかも、今、現在を生きている我々だけでなく、
我々の子供、子孫の世代の人々のニーズに資するこ
とも考慮されねばならぬのである。

未だ開発が進まず、都市が小さく、インフラの整
備率が低い時代にあっては、各分野の仕事が別々に
進められても問題は少なかった。
しかし、開発により土地利用が高度化し、都市の
過密化が進み、インフラ自体の整備率も上がってく

民間のオフィスビルなら、将来のことは将来の人
＊一般社団法人 全日本建設技術協会 技術顧問
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ると、分野ごとに自分の専門分野の論理だけで事業

を進めることのマイナス面が目立つようになってきた。

今、流行のイノベーション（innovation）とい

土砂災害や水害の危険地域に住宅開発が進み、治

う言葉は、新技術開発（invention）そのものの事

水対策がなされているからとして、ゼロメートル地

ではなく、新技術の応用・展開により人々の欲望や

帯の地下深く地下鉄が建設されることも珍しくない。

意欲を刺激し、生活様式を変え、ひいては社会のあ
り方に変革を及ぼすというスケールの大きいもので

つい最近でも、2015年の鬼怒川の水害で、新築

ある。

したばかりの市庁舎が浸水し、一階の高さに設置さ

iPhone、スマートフォンの登場により、どれだ

れてあった非常用発電機も故障し、庁舎の機能が失

け多様な使い方が工夫され、どれだけ多くの新しい

われた被害があった。

サービスが提供されたであろうか。

問題は、2011年の東日本大震災に鑑み、旧庁舎
の耐震性が不足していることから、庁舎を建替える

今やスマートフォン無しには不便で生きていけな
い人々も多くなってきている。

ことになったのだが、敷地が浸水予想区域に在るこ

そしてその結果として、従来の固定電話やFAX

とに計画担当者も建物の設計者も全く気づかなかっ

は使われなくなり、固定電話を持たない家庭も増加

たことにある。

している。

東日本大震災で、原子力発電所が津波の浸水によ
り大損害を受けた教訓を全く忘れている。

このような新技術の進歩が著しく、旧来の技術の
陳腐化の激しい時代における技術の伝承とは何を意

どの分野の公共技術者であれ、事業を計画すると

味するのであろうか？

きは、その地域及び周辺の自然条件と過去の災害の

筆者が若い頃、毎日使っていた計算尺、手まわし

歴史、土地利用や市街地の状況、住民の生活と行動

計算器、対数表などは伝承どころかもう博物館入りだ。

様式などを広く調査し、自分の企画している事業が
周辺にどういう影響を及ぼすのか、あるいは逆に周

ところで、公共事業は既述のように、困難な自然

囲からどういう反作用があるのか、将来どういう事

条件を克服し、複雑極まる社会条件との調整を図り

が予想されるかなどを想定することが必要である。

ながら技術者の熱意と努力により推進され、その汗

すなわち豊かな想像力の下で総合的に検討すると

の結晶ともいうべきインフラ施設は、現在の人々ば

いうことが不可欠な時代になったのである。

3．技術の伝承
技術というものは、人々の欲望やニーズを具現化
する手法であるから、新しい時代のニーズに応える

かりか子や孫の時代にも役立つ存在である。
公共技術の伝承の本質とは、それぞれの事業にお
ける多岐にわたる技術者の努力の内容を将来の技術
者に伝えることにある。

よう技術が発展、発達するというのは技術の本質で
ある。

ダム、高速道路、新幹線のような大規模な事業で
は工事誌が編纂され、それはそれで後世の技術者に

逆に科学上の発見や軍事上の必要性から新技術が

とって参考になる情報であるが、事実のみの無色の

開発されると、人々はその技術によって可能となる

情報より、従事した技術者個人、個人のいわば主観

欲望とニーズを創り出してしまう。

的な苦労話や反省の弁も聞きたい。

とくにここ数十年の驚異的かつ急速なIT技術の

事業に反対する政治家の説得、メディアへの説明

発展は、新技術が次々と人々の隠れた欲望を顕在化

と広報、地元自治体や地域住民との交渉、用地補償

させ、新しい需要を生み出していくということの繰

の苦労、事故や失敗があったときはその原因と対応、

り返しである。

施工法など個々の現場技術の評価、財政当局との折
衝などの裏話しは機微に触れる話でもあるので、な
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かなか表面に出ないのが通例である。

東京は関東大震災や戦災のため、古い施設という
と明治維新以降の建築物や橋梁、運河くらいしか

公式の工事誌にはあまり載っていない話題でも、

残っていない。

事業に従事した技術者は、機会を見つけては、学会

しかるに、冒頭で触れたように現在、古い建物と

誌、各分野の団体の機関誌、手前味噌ではあるが月

いうより既存のビルは、単に経済性の理由で更新が

刊「建設」などに投稿し、語り伝えて欲しい。

急速に進んでいる。

4．子孫の一票

運河や水路が、土地利用、舟運の衰亡、水質汚濁
等の理由により埋立てられたり、暗渠化され水面が

現行の公共事業制度の下では、公共事業はそれぞ

失われたのは、枚挙にいとまが無いほどであり、温

れの分野の法制度を含むシステムに従って、計画か

暖化対策として水面とその空間の重要性が評価され

ら用地取得を経て工事に到るまでのあらゆる場面で、

る今になって後悔している。

民主的な手続きにより進められている。
民主的とは、現在の住民、市民、国民の間におけ
る民主主義である。

昔の技術者が現代の我々に残してくれたインフラ
や建物を、今、生きている我々の瞬間風速的な価値
判断により簡単に消し去るべきではない。

しかし、公共事業とくにインフラ整備は50年、

そんな考え方を我々の子孫もすると、我々が苦労

100年と使われる施設を建設するので、将来の子孫

して残したつもりのインフラ資産も長続きしないこ

がその効用にあずかることは当然である。

とになりかねない。

公共事業費が建設国債で賄われ、将来世代も費用

先人たちが将来に伝えたいと考えて、貧しい時代

負担することになっているのは、その趣旨に基づく

にもかかわらず、当時としては立派なインフラ資産

ものである。

を残してくれたことに、現代人は敬意の念を抱いて

すなわち、公共技術者は現在の人々の意見のみを

接すべきであろう。

重視するのではなく、将来の社会の変化も予測した
上で、将来世代のニーズにも応えるという困難な責
務を負わされているのである。

英国の作家チェスタートンが言ったという、今は
亡き人々の“死者の一票”も考慮に入れなければなら
ないのだ。

現在の人々の利益が将来世代に害を及ぼすような
場面では、公共技術者は将来の人に代わって代弁せ
ねばならぬこともあろう。
“子孫の一票”も考慮せよということである。

5．死者の一票
今の日本には、都市、農村を問わず国土のいたる
処に、昔の人、昔の技術者の手によるインフラ施設
や建築物が数多く残っている。
古いものでは、江戸期あるいはそれ以前の道路、
溜池、用水路などがその姿を変えながら今なお役
立っているものも多い。

12

6．技術力の向上を目指して
自分の専門分野の事には非常に詳しいが、それ以
外の事になると一般の常識にも欠ける人のことを世
間では「専門バカ」と云うようだ。
ここでは、特定の専門分野のことだけに秀れた技
術者を「I型技術者」という。
これに対し、専門分野の学識に加え、広い分野の
常識と教養に富んだ技術者を「Ｔ型技術者」という。
ＩやＴの縦棒は深い専門性を表し、Ｔの横棒は、
広い教養を表す。
さらに自分の専門分野だけでなく、もう一つ得意

考えてみれば、低湿地や荒地など悪条件の土地を

とする特技を持つ技術者のことを、縦棒が２本ある

開発整備して立派な農地にしてくれたのも、わが国の

ことから「Π型技術者」（Πはπの大文字）と呼ん

歴史が始まって以来の先人たちの努力のおかげである。

だ旧建設省の先人が居る。

月刊「建設」22-04

そして公務員たる技術者はすべからく「Π型技術

工学を学んだ技術者であれば、力学、材料など基
本の土台は同じだから、それぞれの分野の特徴を詳

者」であれとハッパをかけた。
公共技術者が自己の専門分野の知識を深め、その
進歩に遅れないように日々研鑽を積むのは当然のこ

しく聞けば、かなりの程度まで共通の理解に達しう
るのである。

とであるが、Π型技術者はコンピューター、生態学、
気象、外国語などにチャレンジし、その知識を収得
し自己の業務に反映させよというのである。

一部の地方自治体では、縦割りの弊害をなくすと
して、数少ない技術者をあちこちの部署を回り歩く
人事を行っているが、これは技術の専門性を考えな

他分野との連携については、他分野の技術基準や

い軽率な政策であろう。

マニュアルに書かれている表面的知識は理解できて

Π型人間ではないが、２つくらいの分野を経験す

も、長期の経験と失敗の積み重ねの末に取得できる

るのは有益でも、いくつもとなると逆に自信を持っ

本質的な部分は実感できないので、他分野の理解に

て対応できる地に足の着いた部分が失われる。
専門というのは単なる分担ではない。

は困難が伴う。
逆に他分野の技術者が、自分の分野のことを本当
に理解してくれているのか、心配になることも多い

自分の能力と人生をかけ愛情を注ぎこむ対象なの
であり、そうコロコロ変えられるものではない。

のである。
以上、長々と申し上げましたが、終わりに結論と
試みに、自分の事業を他分野の技術者に説明し、

して、“公共技術者の技術力の向上とは、広く総合

彼又は彼らがどういう感想を持つのか、虚心坦懐に

的な見方をする能力を養い、他分野の技術との連携

尋ねてみる事である。同じ技術者なのに、予期しな

を深め、現在の人々の発言のみにとらわれず、将来

い答えが返ってきて驚くことになるかも知れない。

の子孫の一票や昔の先人の死者の一票をも尊重する
精神の向上に努めることである。”

ここは技術者同士、胸襟を開いて疑問をぶつけあ
と締めくくらせて頂きます。

い、率直に議論しあうことである。

出題

八段

なし

和雄

九段

〔ヒント〕
角と銀を手順にさば
いて行く。

〔あなたの棋力は？〕
５分……………初段
10分……………一級
（解答は80頁）

なし

後手

石田

持駒

５分………………初段
（解答は80頁）

先手

〔あなたの棋力は？〕

角
銀角
銀

持駒

〔ヒント〕
「打ち欠き」の手筋の基
本型です。

歩歩 歩飛
玉

先

誠

歩

黒

土井

香

出題
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特集 技術の伝承・技術力の向上にむけて〜技術・知恵の伝承〜

地域の期待に応える東北地方整備局職員の人材育成
～社会情勢の変化や複雑多様化するニーズに対応できる組織を目指して～

国土交通省 東北地方整備局 企画部 企画課
『頼れる東北地方整備局、誇れる東北地方整備局』であり続けるため、組織の持つ現場力、技術力、組
織力を維持・向上し、地域に貢献し続けることが大切である。そのため、東北地方の社会資本整備の中核
としての役割を十二分に発揮することを目標に実施している人材育成の取り組みについて紹介する。

1．はじめに

誇り、そして、先輩方から受け継いできた東北地方

千年に一度と言われる『東日本大震災』
。マグニ

整備局の持つ現場力、技術力、組織力によるもので

チュード9.0の地震は日本観測史上最大の地震であ

あり、そして、この力は、職員一人ひとりの総力を

り、国難とも言える未曾有の大災害となった。この

結集して、発揮されるものである。

ような状況の中で、東北地方整備局では、災害発生

本稿では、良質な社会資本の整備・管理を担う東

直後から一人ひとりの職員が懸命に災害対応にあ

北地方整備局の技術系職員を対象に実施している人

たった。

材育成の取り組みについて紹介する。

命の救援ルートを啓いた「くしの歯作戦」をはじ
め、早期の復旧に全力で取り組んだ東北地方整備局
職員の活躍は、地域の方々の目にも焼き付けられ、
語り継がれ、多くの記録としても残された。
さらに、平成27年関東・東北豪雨、平成28年台

2．人材育成の目標
現場力、技術力、組織力を育成するため、中長期
的な視点に立った、技術系職員の人材育成の方向性
を示す「人材育成基本方針（技術系）」に基づき、

風第10号、令和元年東日本台風、令和２年７月豪

職員一人ひとりが自立し、良識と高い倫理観を持ち、

雨など、度重なる災害に見舞われたが、所管施設の

社会情勢の変化や複雑多様化するニーズに対応でき

危機管理対応にとどまらず、県や市町村の支援も行

る能力を身に付けることで、東北地方整備局が東北

い、地域の期待に応えてきた。

地方の社会資本整備の中核としての役割を十二分に

これらを成し得たのは、職員一人ひとりの責任感、

発揮し、頼れる・誇れる東北地方整備局であり続け
る組織を目標に、人材育成に取り組むこととしている。

3．実施状況
１）研修・講習会
新規採用職員から管理職まで、それぞれの階層別
に実施している研修やセミナーの中にも、発注者綱
紀保持、服務規律・倫理規定の遵守、ハラスメント
防止など、誠実に職務遂行する意識を養う講義を、
積極的かつ重点的に組み入れ実施している。
写真－１

14
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災害対応状況

また、開催にあたっては、受講機会の確保・拡大

を図るため、各種WEB（ビデオ）会議システムを

上を図るとともに、若手職員同士の交流を深め、横

利用したオンライン研修も実施しており、テレワー

の繋がりを強化することで「一人で悩まない」環境

カーが自宅でオンライン研修ができることで、今ま

を構築するものである。

で育児や介護などによる時間制約で集合研修への参

さらに、若手技術職員育成プログラムによる習得

加が困難であった方への積極的な受講機会を創出し

状況や業務に関する疑問、職場での不安と心配事、

ている。

業務への取り組み方、失敗した時にはどうすればい
いのかなど、各自が課題・問題を共有しながら討議
し、現在の担当業務だけではなく今後の取り組みへ

写真－２

WEB会議システム併用の様子

さらに、令和４年度から、職員のインフラ分野の
DXの浸透・定着化を図り、働き方改革や生産性向
上を推進するため、インフラDX推進のための研修
を加え、大きな変革にもしっかり応えていくことと

写真－３

している。

若手技術職員勉強会の様子

２）若手技術職員育成プログラム
入省１年目から４年目までの若手職員を対象に、
①職務遂行能力の強化、②技術力又はスキルの習得、
③自己啓発と指導能力の向上、を図るため、計画・
工務・管理などのプロセス別に基礎知識を習得する
ものである。
実施にあたっては、若手職員のOJTに加えて、若
手配属事務所の所長や課長などをアドバイザー職員
に任命し、
「育成カルテ」を用いて履修項目に応じ
た育成メニューに基づき育成計画を企画立案し、実
施状況を確認しながら、目標達成に向けた適切な指
導を行うとともに、通常業務の中でも、職場人間関
係などへの不安解消や、日頃の業務の中での疑問や
課題への対応など、業務全般に渡り気軽に相談でき
る環境を整えている。
また、対象職員が主体となって、事務所単位、或
いは県ブロック単位で「若手勉強会」を実施してお
り、若手職員自らが勉強会を実施するための準備と
関係者との調整を行うことで、企画力や調整力、行
動力の向上と、現場見学や座学を通して、普段触れ
る機会の少ない担当外の業務を含めた基礎知識の向

図－１

若手技術職員育成プログラム

実施フロー

月刊「建設」22-04

15

のヒントを習得することを目的に、
「若手職員発表

東北地方整備局の女性技官で構成する「とうほく女

会」を開催している。

性技官の会」ほか全８団体の共催で、「女性技術者

加えて、現場第一線の立場にある出張所長や建設

交流サロン」を開催している。

監督官などで組織している出張所長建設監督官連絡

最先端の技術を駆使した工事現場の見学のほか、

会とも連携し、若手職員に対しての見学会や勉強会

様々な所属（施工者・コンサル・官学など）の方々

など、担当現場の情報提供や現場見学、体験なども

が参加する意見交換会も行われるため、日常業務で

実施している。

は得られない知識や経験の幅を広げている。

３）現場技術セミナー

５）自己研鑽への支援

出張所など現場で行われている工事監督業務や施

研修やセミナーなどの受講にとどまらず、資格取

設の維持管理、災害対応、住民からの要望対応など、

得を目指すことも技術力向上の一つであり、取得す

現場業務に携わる事への不安を少しでも解消するこ

ることにより、受発注者での高度な技術的対話の促

とを目的に、入省５年目程度の技術系職員を対象に、

進が期待されるため、自己研鑽に取り組む職員への

出張所業務についての座学や出張所長との座談会、

支援を実施している。

現場業務の基礎や品質管理演習などを習得するもの

計画的な資格取得に向け、受験資格や申込受付期
間のほか、資格試験助成や技術図書助成、資格試験

である。

合格体験記の紹介などを情報提供し、自己啓発の土
台づくりに取り組んでいる。

4．おわりに
人材育成の取り組みには、様々な手段がある。そ
のためには、部下の育成の観点、自己の能力の向上
の観点とも、職員一人ひとりの状況に応じた適切な
組合せを考慮する必要がある。
写真－４

品質管理演習の様子

４）他機関との連携
建設コンサルタンツ協会東北支部と東北地方整備
局と合同で、若手職員交流会を開催している。

特に経験は、極めて人材育成効果が大きいため、
積極的に活用することが重要である。特に、我々の
仕事の原点である「現場」は、
「百聞は一見にしかず、
百見は一考にしかず、百考は一行にしかず」という

東北地方の建設業界を担う若手が、グループディ

格言があるとおり、現場に行き、現場を見て、現場

スカッションなどを通して「今後の建設業界」「働

にいる人から直接聞くことで得られる情報は、様々

き方」などにおける問題・解決策を立場の垣根を越

な対応などを考え、実践する貴重な場であるが、機

え意見交換を行い、業界の魅力向上や活性化の一助

会がなければ会得できないものである。これは災害

となることを目指している。

対応に留まらず、業務の中での大きな変革や、ごく

また、女性技術者を対象に、土木学会東北支部と

限られた部署や役職でしか経験できない業務につい
ても同じ状況である。
そのため、一人の経験者が、稀な経験により獲得
した能力については、多くの職員へ伝える機会を設
けることで現実を知り、効率よく考え、そして「気
付き」に至るきっかけ作りや、自己啓発の促進につ
ながるスキルアップのサポートなど、これからも
様々なプログラムを開発し、実効性と着実な人材育

写真－５
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グループディスカッションの様子
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成が進められるよう目指していきたい。

特集 技術の伝承・技術力の向上にむけて〜技術・知恵の伝承〜

VRを活用した橋梁点検実習
～インフラDXによる自治体支援～
ふじ

わら

藤 原

ひろ

あき

博 明＊

橋梁点検を直営で実施している自治体は多く、その知識の習得や技術力向上を目的とする研修・講習会
への参加意欲は高い。研修等では現地実橋での体験実習が有効であるが、様々な損傷を一度に体験できる
実橋は極めて少なく、現地移動に伴うタイムロスや安全管理など課題も多い。この為、ＶＲ技術を活用し
た橋梁点検講習ツールを開発した。

1．はじめに
橋やトンネルなど国民の生活や経済を支える社会
インフラは、2,012年の笹子トンネル事故を契機と

的には概ね良好と評価、特に実橋での近接目視や打
音等、現地実習が最も有効との意見が多かった。
他方、現地実習場所が遠いとの意見や、複数の橋

して、道路法により５年に一度の定期点検が義務づ

の多様な損傷を知りたい等の要望もあった。

けられた。

２）主催者側の課題

全国には約73万（中国地方：約9.5万）もの膨大

様々な損傷を一度に点検・診断できる実橋は極め

な橋梁が存在、その約９割を地方自治体が管理して

て少なく、対象橋梁の選定や事前の準備・調整に多

いる。また、建設後50年以上の橋梁が占める割合は、

大な労力を要している。

現在32％、10年後には57％、20年後には77％に
急増する。インフラを健全な状態で長寿命化するた
め、
道路管理者は、より効率的なインフラメンテナン
スが求められている。

また、天候、移動時間等の制約及び現場内・移動
中の安全管理等、種々の課題に苦慮している。

4．課題解決の方向
１）VR技術の活用

2．地方自治体の現状
地方自治体は、膨大な所管施設を限られた予算で
適正に管理する責務があるが、職員数や技術力不足

前述の受講者要望や課題等を踏まえ、令和２年度
より中国道路メンテナンスセンター（MC）において、
従来の現地実習に代わる効率的かつ効果的な実習と

を課題としている自治体が少なくない。
また、厳しい財政状況から外注せず直営点検して
いる自治体職員は、橋梁点検に関する技術力向上の
意識や研修・講習会への参加意欲が高い。

3．研修・講習会
中国地方整備局では、自治体支援として橋梁点検・
診断などメンテナンスに関する知識の習得や技術力
向上を目的とする研修・講習会を実施している。
１）受講者の要望
過去の研修受講者アンケートによると、研修全般

図−１

従来とVR活用の比較

＊前国土交通省 中国地方整備局 中国道路メンテナンスセンター長
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して、VR技術の活用を検討することとした。
VRは、ヘッドマウントディスプレイやコント
ローラーなど専用機器の装着により、橋梁点検・診

現地の周辺環境等について総合的に評価を行う高度
な技術である。
よって、VR実習でも現地実習と同様に総合的な

断がリアルな仮想現実空間で体験できる技術であり、

評価ができることを目的として、講習会カリキュラ

従来の現地実習における課題（移動時間や事前準備・

ムの作成を行った。

調整等）の解消が期待できる。

２）VR講習会カリキュラム
VR講習会のカリキュラムや時間配分を表−１のと
おり設定。受講者は、橋梁点検初心者を想定してい
ることから、先ず座学で点検・診断のポイントや所
見の書き方など基礎的なことを学んだ上でVR実習
を行う流れが理解しやすく望ましいと考えた。
従来の現地実橋までの往復移動が省ける分、VR
実習の時間に余裕が生まれ２橋種のVR実習が体験
可能となった。
表−１

写真−１

VR講習会カリキュラム

VR講習状況

２）VR講習会のターゲットと達成目標
VR講習会は、自治体支援を念頭に置いており、
直営点検する自治体職員をはじめ橋梁点検初心者を
主なターゲットに設定した。
なお、地方自治体管理橋梁は、橋長15m未満の
小規模橋梁が殆どであるため、VR実習では、小規
模橋梁（RC床版橋・H形鋼橋）をモデルとして作
成し、その基礎知識の習得を達成目標とした。

３）VR実習の進め方
VR実習の具体の進め方を上記カリキュラムに
沿って説明する。
【カリキュラム①〜③】
VR実習全体の流れや操作方法等の説明
図−２

VR講習の概念図

5．VR講習会のカリキュラム作成
１）VR実習の目的
従来の現地実習は、座学で学んだ橋梁点検・診断
に関する知識や技術を現地橋梁による実践を通じて、
理解を深めるものである。
特に診断は、損傷の発生要因や劣化進行予測など
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【カリキュラム④〜⑦】
受講者を２班（５名程度づつ）に分ける。
・Ａ班：「VR体験（代表者）＋点検・診断」
班としての診断結果や所見をまとめ発表。
・Ｂ班：
「Ａ班のVR実習観察＋意見交換準備」
Ａ班の実習状況をスクリーン等で観察。
（点検漏れの有無や診断の疑問点等用意）
Ａ班の診断結果の発表後B班と意見交換を行い、

講師はそれらに関する解説や質疑応答を実施。
【カリキュラム⑧〜⑪】

講師の経験熟度の向上が得られるとともにVR実
習を体験した参加者から有効な改善意見を入手でき

橋種を変えＡ班とＢ班が交代し上記と逆の実習を

た。なお、キャラバン開催を記者発表したところ、

行う。

TVや新聞などマスコミから取材・報道されVRを
活用した橋梁点検などインフラ分野DXの取組は、

スクリーン等

VR 体験者視点の
映像を表示

サポート役
（スタッフ）

B班

講師
（PC 操作）

注目度が高まっていることが覗えた。

VR 体験者
メモ役

サポート役

A班

ＶＲ実習の様子

図−３

広島会場①

VR実習イメージ

VR実習では、２橋種（Co橋、鋼橋）毎の多様な
損傷を短い時間で効率的に体験可能。また、診断結
果に関する相互のディスカッションを通じ、点検・
診断について一層理解が深まるものと期待している。

6．VR講習会実施に向けた工夫
１）講習会実施における不安

山陰会場

テレビ取材の様子

写真−２

技術力向上キャラバンの状況

7．おわりに
令和３年度上半期に前述⑴⑵を実施、下半期に自

VR講習会のシステム開発は令和２年度末に完成

治体職員対象のVR講習会を開催予定であったが、

したが、初めてのVR実習であり、経験不足から実

新型コロナ感染対策の影響で、⑵の開催が大幅に遅

際の講習会での想定外の事象への対応等を含め、円

れることとなった。

滑かつ着実な進行には不安があった。
２）進行シナリオ、技術力向上キャラバン
そこで、VR講習会が円滑かつ着実に実施できる
様、以下の対策を実施した。
⑴「進行シナリオ」・「講習会マニュアル」作成

現在、キャラバンで得た意見等をカリキュラムへ
反映中であり、併せてVR機器の操作性向上を含め
たシステム改善を令和３年度末迄に行い、 令和４
年度から『VR橋梁点検講習会』を開催予定。
建設業界をとりまく環境は、高齢化・担い手不足・

講師は直轄職員であり、いつ・誰が講師でも公

働き方改革など依然厳しい状況。このような中、

平かつ円滑で受講者の満足いくレベルの進行スキ

VRやAIなど新たな技術の活用やインフラ分野DX

ルを迅速に会得する必要。このため、MC職員で

等による一層の効率化が必要とされる。

実際の講習会を想定した模擬講習会を複数回実施。
この模擬講習会には、実際に診断業務を行って
いる（一財）橋梁調査会の担当職員にも参加頂いた。

本VR橋梁点検講習が、インフラメンテナンスに
関する業務の効率化や点検・診断の技術力向上の一
助になれば幸いである。

ここで得られた知見を「進行シナリオ」や「講
習会マニュアル」に分かり易くまとめMC内で共
有した。
⑵「技術力向上キャラバン」の開催
直轄若手職員を対象としたVR実習を試行的に
管内５会場においてキャラバン形式で開催した。
【著者紹介】 藤原 博明（ふじわら ひろあき）
昭和56年建設省中国地方建設局広島国道工事事務所採用（土木職）。近畿地方建設局兵庫国道震災復旧対策室（阪神淡路大震災復旧事業に
携わる。
）国土交通省都市局都市交通調査室係長、広島県坂町技監兼建設部長、中国地方整備局企画部事業調整官等を経て令和４年３月退職。
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特集 技術の伝承・技術力の向上にむけて〜技術・知恵の伝承〜

インフラDXの推進を担う人材の育成に向けて
～DXを学ぶ、DXを用いる新たな研修の実施～
ふさ

まえ

房 前

かず

とも

和 朋＊

新型コロナウイルス感染症の流行により新たな日常の構築が求められる中、インフラ分野における人材
育成が急務である。九州地方整備局では、DX人材の育成及びDX技術を用いた新たな技術の伝承・技術
力向上の手法を開発、実際の研修などに取り入れ大きな効果を上げている。本稿ではこの取り組みについ
て紹介する。

1．はじめに

九州地方整備局インフラDX推進センターでは、

近年、データとデジタル技術を活用して国民の

AI、５G、クラウド、メタバース、VR、３Dデー

ニーズを基に社会資本や公共サービスを変革する

タ（点群モデル）等の技術開発や社会実装に向けた

インフラ分野のＤＸ（デジタルトランスフォーメー

取り組みを行うとともに、これらの技術を用いた新

ション）が注目されている。

しい研修コンテンツの作成・実施を行っている。

九州地方整備局においてもインフラ分野のＤＸを
推進する体制強化を図るため、令和３年４月１日に

2．バーチャルツアーを用いた災害対応研修

企画部長をセンター長とした、九州インフラＤＸ推

の実施

進センターを発足した。

災害常襲地域の九州において、災害対応技術の習

企画部長

得は非常に重要である。しかし研修に実際の被災現

センター長

企画調整官

副センター長

技術開発調整官

副センター長

場を使用することは難しいのが現状である。
そこで、令和２年７月豪雨の被災現場を360°写

インフラDX推進室（新設） ４名体制
建設情報・施工高度化技術調整官 副センター長
（インフラDX推進室長）
・インフラDXに係る企画立案
・インフラDXに係る横断的事務の調整
・本局DXラボの運営

九州技術事務所長

建設専門官
課長補佐
係長

副センター長

・インフラDX人材育成センターの運営

図－１ 九州インフラＤＸ推進センター（インフラDX推進室）の体制

真をベースとして再現、災害現場内を自由に移動で
きるVR（バーチャルツアー）を構築し、令和３年
５月24～25日に職員を対象とした「災害査定研修」
に用いた。
本研修はコロナのためオンラインとなったが、本
システムはオンラインにも対応しており、研修を行
うことができた。

図－２ 九州インフラDX人材育成センター（九州技術事務所）
＊国土交通省 九州地方整備局 企画部 インフラDX推進室 建設専門官
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写真－１

研修用災害現場バーチャルツアー

360°方向を自由に見ることができ、写真内の矢
印をクリックすることで、その方向に移動すること
ができる。受講生には「安全で効率的に災害現場を
体験できた」
「被災要因を正確に把握できる」と好
評で、
新聞には「大規模自然災害が頻発する中、オン
ライン研修が職員の育成に挙することが期待される、
と掲載された。
令和４年度には、他整備局にも本技術を提供する
予定である。

3．iPhone、クラウドを用いた新たな測量技術
の研修

写真−２ iPhoneによる３D計測、動画を撮影するように対
象物を計測できる

図−３は令和４年１月22日に発生した日向灘を
震源とする震度５強の地震によって生じたクラック
のiPhoneによる３D計測結果である。

図－４

iPhoneによる３D計測結果

図−３ iPhoneによる３D計測結果、色は深さに応じて着色

延長約20ｍの計測に要する時間は30秒程度。デー

4．AIに精通した技術者の育成

タの処理はiPhone単独で処理でき、要する時間は

AIは現在、様々な用途に用いられ、私たちの生

１分30秒程度である。またクラウドを用いている

活に欠かせない物となっている。しかし建設分野に

ため、インターネットのブラウザでPCやスマート

おいては利活用が十分でないのが現状である。九州

フォンから閲覧でき、距離の計測や断面図の作成も

地方整備局ではAI技術の開発に早い段階から注力

瞬時に可能である。

し、多くの論文を学会で発表してきた。そのノウハ

この技術は、災害等の調査を革新するものと考え

ウを用い、AIを自ら作成することで理解を深める

られる。九州地方整備局では、この技術を学ぶ「だ

ことを目標とし、初心者でもAIを作成できる研修

れでも簡単に３D計測ができる研修」を令和３年

を令和３年11月４～５日に実施した。

11月11月に実施した。研修には職員のほか、福岡
県などの５つの自治体、九州大学が参加した。
受講生からは「簡単に高精度の計測ができる」
「職
場に是非配備してほしい」等の意見をいただいた。
研修に参加した九州大学玉井助教は取材に対し「非

題材は既存技術では取り扱いが難しい「中小河川
の洪水予測」等とし、受講生一人一人が実際にＡＩ
を作成した。研修には九州大学、長崎大学、NHK
等の記者も参加した。
受講生からは、
「難しかった」との意見もあったが、

常に簡易で業務の効率化が図られ、安価である。新

講師が驚くほどの精度のAIを組んだ受講生もいた。

しい価値を生み出す技術」と回答、新聞掲載された。

受講した九州大学の田井准教は、取材に「簡単に
AIが学べることに感動した。大学でも取り入れた
い」と答え、TV等で大きく報道された。

月刊「建設」22-04
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写真－３

 義の様子、真剣に講師の説明を理解しようと
講
する受講生
写真－５ 若
 者がネット動画を学習に多用することに着目し、
動画を多用

6．VR等を用いた研修コンテンツの作成
九州地方整備局では、平成30年６月に優れたVR
技術を開発するため、九州技術事務所にVR研究室
を設置。令和元年６月には国立研究開発法人土木研
多くの報道機関が関心を持ち、取材を受けた

写真－４

5．ICTに関するオンライン研修システムの

究所と「VR技術を用いた川づくりの推進」につい
ての協定を締結、連携し取り組みを行ってきた。
その技術を用いて新しい研修手法の開発を行って

運用

いる。令和３年６月には３ジャンル（点検シミュレー

ICTはこれからのインフラ整備に必須の技術であ

タコンテンツ、破堤体験コンテンツ、変状発生機構

るが、手軽に学べる環境は多くないのが現状である。

学習コンテンツ）、９種類のVRコンテンツが完成、

そこで九州地方整備局では、ICT施工の普及促進
と人材育成を目的に、ICT施工ｅラーニングを構築
した。

研修やリクルート等に活用している。
たとえば河川の点検では、不具合箇所は速やかに
修繕されるため、研修生は現場で体験することが難
しい状況である。このため点検シミュレータコン
テンツでは、VRで不具合箇所を再現し、堤防点検
を知識ではなく「経験」をしてもらうことを目的に
開発した。制限時間内に仮想世界で多くの変状を見
つけるゲーム形式で体験し、終了後どうしてそのよ
うな変状が生じたのか解説するモードで理解を深め
る仕組みである。

図−５

若者に親しみやすいようアニメを多用

いつでもどこでも学習が可能であり、学生や若手

界に入ることが可能であるが、ドーム型モニターや

技術者に興味を持ってもらえるよう動画やアニメを

大型ディスプレイを用いれば多人数での研修も可能

多用した学習プログラムを採用した。

である。

ネット環境があれば、いつでもどこでも無料で学
習が可能であり、非接触型の学習方法のため、コロ

22

頭に装着する特殊な装置を用いることで、仮想世

この取り組みは全国初の取り組みとして、複数の
新聞で報道された。

ナ禍における感染防止対策に寄与するものである。

破堤体験コンテンツでは、変状から破堤に至る過

全11章87科目で構成。受講には登録が必要であ

程を仮想空間内に再現し、疑似体験するコンテンツ

るが、オンラインにもかかわらず、CPDの単位や

である。実際には体験することができない現象を疑

CPDSのユニット取得に活用可能の受講証明書が発

似的に「体験」することで、破堤のメカニズムをよ

行される。

り深く学ぶものである。
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て、メタバースをインフラ整備の合意形成に用いた。
インフラ整備前に「整備後を体験」できる本技術へ
の関心は非常に高く、TV・新聞などで大きく報道
され、整備局に問い合わせが殺到した。

写真－６

ドーム型モニターによるVRコンテンツの運用

写真－７

 想世界（メタバース）で整備後の世界を体験
仮
する住民

護岸部：粗度係数小→流速大

図－６

VRコンテンツの使用例

変状発生機構学習コンテンツは、剛構造樋門と柔
構造樋門において、健全な状態から変状がどのよう

図－７

作成したメタバース（仮想世界）

に発生し、進行していくかの過程を学習するための

そこで九州地方整備局では、メタバース作成のマ

コンテンツである。現象を体験することで、変状発

ニュアル、必要となるプラグインソフト、３Dモデ

生機構の理解を深めることができる。

ル等のテンプレートファイル、作成の動画を公開し

7．メタバース技術の伝承
メタバースとは「Meta（超越）」と「Universe（世
界）
」を組み合わせた造語である。オンライン上に
三次元コンピュータグラフィックスで仮想の世界を
構築し、アバターと呼ばれる自分の分身を作成し仮
想 世 界 で 活 動、 ア バ タ ー が 相 互 に コ ミ ュ ニ ケ ー
ションしながら様々な活動を行う技術である。
GAFAの一つであるFacebookが、メタバースに
注力するため社名を「Meta」に変更するなど、多
くの企業等がメタバース分野に注目している。
九州地方整備局では、令和３年12月に山国川か
わまちづくり（福岡県吉富町）において全国で初め

た。アンリアルエンジンというシステと併せて使用
することで、無料でメタバースを作成、活用するこ
と可能である。
また、建設コンサルタントを対象に、講習会を開
催することで、本技術の普及を図る予定である。

8．まとめ
九州地方整備局では、インフラ分野の働き方、技
術の学習・伝承のありかたをDXを用いて変革させ
ることに取り組んでいる。
また積極的にTV・新聞に報道いただき、多くの
方にDXの取り組みを知っていただくことで、建設
業界全体のDXを推進したいと考えている。

【著者紹介】 房前 和朋（ふさまえ かずとも）
昭和43年４月生まれ。平成３年宮崎大学工学部土木工学科卒業。平成６年建設省土木研究所研究員。平成13年技術士（総合監理部門）
。平
成24年地デジによる防災情報提供システム開発の功績で「文部科学大臣科学技術賞（開発部門）」受賞。令和３年４月より現職。
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特集 技術の伝承・技術力の向上にむけて〜技術・知恵の伝承〜

東京の下水道事業を支える技術力の向上と継承
～東京都下水道局の人を育てる取組～
かん

の

菅 野

たて

き

建 城＊

東京都下水道局は、下水道サービスの安定的な提供を目指し、これまで培ってきた技術力を継承、向上
させ、直面する様々な危機や課題に対し、的確に対応できる「下水道プロ職員」の育成を進めている。さ
らには、広く下水道界全体の技術力向上にも取り組んでいる。こうした取組について紹介する。

1．はじめに
人口減少社会において、建設業の担い手も減少傾

その継承がより一層求められている。
２）職員の年齢構成や経験年数の変化

向にある。都も例外ではなく、職員構成の変化に応

もう一つの課題は、教える側に求められる技術力

じた技術継承が課題となっている。社会環境の変化

の不足である。具体的には、職員の年齢構成（図−

や工事の難易度が高くなっている中で経験値の少な

１）が変化し、若手職員の割合が増えている中で、

い職員が中心となり様々な業務の質を維持しつつ、

下水道事業の経験が浅い若手課長代理の割合も増加

遂行しなければならない非常に厳しい状況にある。

していることである。課長代理として、部下を持つ

また、新型コロナウイルス感染症の状況も踏まえた

ことになるが自身も多くの業務を抱える中で部下の

若手の育成方法も考慮し、対応していかなければな

OJTを踏まえた業務指導や育成をしていかなけれ

らない。今回こうした現状を踏まえ、東京都下水道

ばならない。15年前と比較して局の職員数は減少

局の技術力の向上と継承の取組を紹介する。

している一方で下水道事業の経験の浅い課長代理は

2．東京都下水道局の現状と課題
１）ベテラン職員の減少

２倍近くになっている。現場では課長代理１人に対
し４、５人の部下（主に入都１～３年目の職員）を
抱えており、部下の指導が負担となることもある。

下水道事業は土木や設備、水質等の各分野が複雑

そのため、若手職員とあわせて、教える立場となる

かつ多岐に関わっているが、経験豊富なベテラン職

職員に対する技術力や指導力の向上を図る人材育成

員が減少する一方で経験の浅い職員が増加し、職員

が必要となっている。

構成のバランスの偏りが課題となっている。区部の
下水道は普及率100％概成となったが、初期に整備
した施設の老朽化が進んでおり、道路下の輻輳する
地下インフラを避けながら限られた地下空間のより
深い場所で、再構築や浸水対策、震災対策など様々
な施設整備事業を推進していかなければならない。
こうした難しい施工環境下における工事において、
若手職員は即戦力としての対応を求められ、設計者
や工事監督員として担当することも例外ではなく、
現場ではベテラン職員の持つ知見が不可欠であり、
＊東京都 下水道局 計画調整部 水質改善事業推進専門課長
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図－１

職員年齢構成比較

3．局一丸となった技術力向上に向けた取組

２）下水道技術実習センターを活用した技術継承

こうした課題に対して、当局ではベテラン職員が

前項で述べたとおり、今の若手職員は即戦力とし

持つ下水道技術を着実に継承する方策を実施するこ

ての対応を求められることもあるが、ベテラン職員

とを目的に平成26年度に「下水道局技術継承検討

が減少する中で実際の現場で直接指導を受ける機会

委員会」を設置し、主に若手職員を対象に様々な取

は少ない。また、業務の委託化が進み、局職員が現

組を検討し実行することで成果をあげてきた。

場で実際に作業して覚える機会も減少している。こ

しかし、先に述べたとおり現在では局の技術系新

うした状況を踏まえ、下水道事業を支える人材育成・

規採用職員数は減少傾向が進む一方で、下水道事業

技術継承の充実・強化を図るため、平成25年度に

の経験の浅い課長代理や大量採用時期に入都した中

実習施設33種を配置した日本初の下水道技術専門

堅職員が増加傾向にあり、教える側を対象にしたサ

の大規模実習施設である「下水道技術実習センター」

ポートの必要性が高まっている。

を整備した。実習センターは、民間や他自治体の利

このため、若手職員への技術継承に加えて、幅広
い層の局技術系職員の技術力を向上させることを目

用も可能な施設であり、開所から９年間で民間も含
めて２万人を超える利用実績となっている。

的に令和３年度から技術継承検討委員会の名称を
「下水道局技術力向上委員会」と改め局一丸となっ
て技術力の向上に取り組んでいる。技術力の向上・
継承に向けた局の様々な取組事例を紹介する。
１）ベテラン職員による若手に寄り添う技術継承
平成29年に技術継承を専任とするベテランの再
任用職員（土木職）による課長代理３名を新たに設
置し、若手職員を対象に講義及び個別指導において
丁寧できめ細かな技術継承を実施している。
具 体 的 に は、 現 場 事 務 所 を 巡 回 し て 設 計 書 の
チェックや現場調査に同行し設計時の立坑位置選定
等のアドバイス、座学講義等の幅広いサポートを実
施している。これまでの５年間で累計930名の新規
採用職員等の育成サポートを実施している。
また、令和３年度からは下水道事業の経験の少な

写真－２

管路内水中歩行実習の様子

３）「下水道局電子図書館」を活用した人材育成
令和２、３年度は新型コロナウイルス感染症の影
響により新規採用職員向けの集合研修や現場見学が
数多く中止になるなど大きな影響があった。そこで、

い若手の課長代理を対象に監査対応のアドバイス、

下水道局の膨大な技術情報をデータベース化した

担当工事の課題について相談等を行う機会を設ける

「下水道局電子図書館」の活用を推進している。こ

など職級に合わせたサポートを実施している。

のデータベースは、困難工事の事例や施工の様子が
確認できる動画、各種様式、マニュアルなど様々な
情報を職員が自由に閲覧できる。例えば、開削工事
や更生工法の施工事例の動画なども保存されており、
現場に行けなくても各工法の施工手順等の実際の現
場作業を確認することができる。こうした技術情報
は若手職員だけでなく、局経験の少ない若手の課長
代理にも業務のサポートツールとして活用すること

写真－１

若手職員向け技術継承グループワークの様子

ができる。今後はデータベースの検索機能やアクセ
ス性を向上させるなどより活用しやすいものになる
よう検討を進めていく予定である。

月刊「建設」22-04

25

４）大規模現場見学会の開催
これまで下水道幹線のシールド工事やポンプ所、

２）将来を見据えた取組
将来を見据え、学生に向けた取組も進めていく。

水処理施設工事の現場で施設見学会を開催してきた。

採用１年目でも即戦力として対応を求められる状況

また、単に現場を見学するだけでなく当該施設に関

だが、大学での授業内容を実際の下水道事業へすぐ

する計画から設計及び工事の各段階の講義を当時の

に結びつけて実務に活かすことは容易ではない。そ

関係職員から直接聞く機会を設け、事業全体を理解

のため、まず大学のOB職員が学生向けに東京都下

するとともにモチベーションの向上を図る取組と

水道局の取組紹介やPRを行い、学生のうちから下

なっている。新型コロナウイルス感染症の影響が落

水道事業に興味を持ってもらえることが必要と考え

ち着いてきた段階で再開していきたい。

る。その上で、今後の展開として、事業説明だけで
なく学生向けにシールド工事やポンプ所等の現場に
臨場し、大学で学ぶ知識が実際の事業でどのように
活かされているのかを体感できる機会の創出にも取
り組んでいく。

写真－３

シールド工事現場の見学会の様子

4．その他の技術力向上に向けた取組
１）産学公の連携
下水道事業は様々な技術が複合的に関わっており
高度な技術力と継続的な研究・開発が必要である。
当局は、令和元年度に「下水道技術研究開発セン
ター」のリニューアルに伴い規模を拡大した。本施

図－２

取組紹介資料の一例

5．おわりに

設では、民間企業や大学等が当局との共同研究にお

ベテラン職員の減少や年齢構成の変化など局を取

いて、実際の下水処理工程を忠実に再現した水処理

り巻く厳しい現状においても、将来にわたり質の高

プラントでフレッシュな試料を使用した実験や検証

い下水道サービスを安定的に提供していくためには、

を行うことが可能。民間の研究者と最先端の技術開

技術力の向上・継承を図る取組を従来にも増して推

発を行い自らの研究を推進するとともに下水道界の

進していかなければならない。当局では将来的な社

技術開発の発展にも貢献している。

会経済情勢の変化を見据え、令和３～７年度までの
５か年を計画期間とする「経営計画2021」を策定
した。技術力向上の取組は本計画にも位置付けてお
り、コロナ禍においても今後も中長期的な視点に立
ち必要な技術の向上と継承に取り組んでいく。

写真－４

共同研究者が設置した実験焼却炉

【著者紹介】 菅野 建城（かんの たてき）
平成４年 東京都入庁（土木職）。東京都建設局第六建設事務所、平成28年 同下水道局計画調整部計画課統括課長代理（計画担当）を経て、
平成31年４月より現職。
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特集 技術の伝承・技術力の向上にむけて〜技術・知恵の伝承〜

持続可能な北のみなとづくりにチャレンジ
～北海道の港湾・漁港の技術開発ビジョンの策定～

国土交通省 北海道開発局 港湾建設課・水産課
北海道開発局では、令和３年３月に北海道の港湾・漁港が抱える様々な重要課題に対し、
『持続可能』
をキーワードに今後の技術開発の指針となる技術開発ビジョンを策定した。今回は、重点的に進める技術
開発の内容の他、ビジョンに盛り込んだ社会実装やビジョンの推進方策等、技術力の向上にも繋がる取り
組みを紹介する。

1．はじめに

して、港湾物流の生産性を向上したA港」「漁業の

北海道開発局では、約３年の時間をかけて、北海

生産性向上・海域環境の創出を実現したB港」「海

道の港湾・漁港の技術開発ビジョンを、有識者の意

象変化への適応と施工の生産性向上を実現したＣ

見を聞きながら令和３年３月に策定した。ビジョン

港」の３つの望ましい姿を示している。それぞれ姿

の内容も「北海道の人口は40年後に半分」を念頭に

がイメージし易いよう図−２のようなイラストを作

整理を進めたことから、サブタイトルを「持続可能

成し、その説明も第三者の視点で記述する工夫をし

な北のみなとづくり技術開発宣言」としている。

ている。

今回、広報強化の取り組みとして、PR用の動画
を作成し、北海道開発局のYouTubeチャンネルに
アップしている。本ビジョンの内容をわかりやすく
まとめた内容になっているため、まずは、こちらの
動画をご覧いただきたい。

図－１

YouTube動画QRコード

図−２ 漁業の生産性向上・海域環境の創出を実現したＢ港

3．将来像実現のための重点技術開発
2．北海道の港湾・漁港の目指す将来像
技術開発を議論する上で、当然、将来どれだけ技
術革新が進むのか解らないというジレンマに陥る場

本ビジョンで進める19の技術開発のうち、今回、
主要な技術開発について、その概要を紹介する。
１）AIを活用した岸壁作業の効率化

合がある。このため、今回ビジョンでは、技術革新

北海道の港湾・漁港では、水産物の輸出・衛生管

に合わせて考えるのではなく、将来の望ましい姿を

理対策として、岸壁屋根施設の整備を進めているが、

示した上、それを目標に技術開発を進める「バック

屋根の規模は、現状の作業形態に合わせて設定して

キャスティング」のアプローチを採用している。

いるのがほとんどである。一方、屋根の下の作業は

本ビジョンでは、北海道の港湾・漁港の将来像と

複雑で、屋根の柱等が支障となることで利用頻度の
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低いスペースが発生する場合もある。

2040年度までに浮体式を含む3,000万kW～4,500

現在、工場のレイアウトの検討では、現状の作業

万kWの案件を形成する目標が設定されている。実

形態を写真－１のようにAIで分析し、より効率的

は、北海道では全国の１/ ３にも相当する955～

な配置を検討する手法が開発されている。この技術

1,465万kWの導入目標が示されている（図−４）。

を屋根施設の計画や設計にも適用できれば、作業の

今後、流氷の来襲するオホーツク海や結氷する沿

効率化による生産向上に加え、屋根の施設規模を小

岸域での洋上風力施設の立地の可能性も考えられる

さくし、コスト削減にも配慮した整備ができると考

ことから、これまでに整備してきた流氷制御施設ア

えている。

イスブーム等を通じて北海道開発局や寒地土木研究
所で蓄積してきたノウハウを活用し、洋上風力発電
施設に適応していけるように整理を進める。
北海道

導入目標
北 陸
東 北
関 西
中 国
東 京

写真－１ 岸壁上作業動線のAI分析

２）ブルーカーボンによる炭素貯蔵
北海道の日本海を中心とした沿岸域では、約40
年間で藻場が約６割も減少している。一方、光合成
により海水中のCO2を吸収し生育した海藻類が切
れ、海底の泥内に落ち、無酸素状態で分解されず炭
素の貯蔵庫となるブルーカーボンが注目されている。

中 部

九 州
四 国

図−４ 洋上風力発電の地域別の導入イメージ
（洋上風力産業ビジョン（第１次）
）

４）気候変動による北海道沿岸の海象変化の推計
IPCC（気候変動に関する政府間パネル）特別報
告書では、RCP8.5シナリオ（４℃上昇）において、

これまで北海道では全国に先駆け、釧路港や函館

今世紀末に世界平均の海面水位が最大1.1mも上昇

港に藻場創出機能を有する防波堤の整備を行ってき

すると予測されている。また、図−５に示す既往の

た。
そのため、
これら施設をフィールドとしてブルー

研究では、RCP2.6シナリオ（２℃上昇）において、

カー ボ ン に よ る 炭 素 固 定 量 を 算 定 す る 方 法 や ド

オホーツク海沿岸は海氷の減少により、波高が10%

ローンを活用して効率的に藻場分布を調査する手法

程度大きくなる予測もされている。

（図−３）の開発を目指している。

気候変動による将来予測は非常に難しい課題だが、

図−３ UVAによる藻場分布の把握（寿都漁港の例）

３）オホーツク海の洋上風車に作用する氷力の算定
2020年12月に策定された洋上風力産業ビジョン
（ 第 １ 次 ） で は、2030年 度 ま で に1,000万kW、

28
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図−５ 平均有義波高の将来変化率の予測結果

膨大な量のシミュレーション結果を活用し、台風等
の極端現象の将来変化を確率的に、かつ高精度に評

5．技術開発ビジョンの推進
本年３月のビジョンの公表後、早速、技術開発に

価できる「地球温暖化対策に資するアンサンブル気

着手した主なものを紹介する。

候予測データベース（d4PDF）
」というデータを用

１）北海道沿岸の波浪の経年変化分析

いて波浪や高潮の推算を行い、将来の北海道の波が

現在、留萌港、石狩湾新港、苫小牧港、十勝港、

今後どう変化するか推計する手法を開発していく。

釧路港、紋別港の６地点で波浪観測を行なっており、

4．開発した技術の社会実装の方策
これまでの北海道の港湾・漁港ビジョンは、技術

そのデータを用いて、寒地土木研究所と共同で、波
浪の経年変化を分析した。その結果、留萌港、苫小
牧港、十勝港、釧路港において、年最大波高が平均

開発の方向性を示すに留まり、中には社会実装まで

的に増加しているという傾向を確認した。引き続き、

至っていない技術もあったことも踏まえ、下記の整

気候変動による港湾施設への影響を把握するため、

理を行った。これら「仕掛け」となり、社会実装が

波浪の観測と分析を行うとともに、気候変動による

進むことを期待している。

北海道沿岸の海象変化を推計するための手法の開発

１）新たなプロジェクト評価手法の検討

を進めていく。

これまで効率化を図るプロジェクトのB/Cでは、

２）CIM活用の推進

作業時間の短縮や作業人員の減少を単純に貨幣価値

北海道の建設従事者の減少が全国より早いスピー

化するだけに留まっている。しかし、これからは就

ドで進み、建設業における働き方改革が求められて

業人口の減少する中、効率化のプロジェクトが必要

おり、特に現場条件に厳しい北海道の施工・維持管

不可欠となるため、プロジェクトを実施しない場合

理の生産性向上を大きな課題と考えている。

には、
「貨物が減る」あるいは「水揚げ量が減る」、

現在、建設現場における生産性向上に向けたツー

さらには地域経済への影響を評価できる手法を検討

ルとして期待されているBIM/CIMの活用促進に向

する。

け、北海道港湾空港建設協会とポートエンジニア

２）ブルーインフラによるCO2吸収の推進

リング協会との意見交換会を２ヶ月に１度のペース

水産生物の生息場所を創出する港湾・漁港施設の

で開催し、来る令和６年の建設業時間外労働規制に

工夫をブルーインフラと位置付け、ブルーインフラ

向けた取り組みを進めている。

の整備によるCO2吸収を積極的に推進していく。例

３）リクルートへのビジョン活用

えば、浚渫土砂が発生する港湾・漁港においては、

北海道開発局の業務説明等でも技術開発ビジョン

防波堤背後での盛土の構築を土砂処分の選択肢とし

を活用しており、新たな技術開発へのチャレンジを

て必ず検討する。

伝えている。特に、ブルーカーボンの取り組みに興

３）施工省力化技術の積極的な採用

味を持つ学生が多く、今後も、インターンシップや大

設計段階のコスト試算の方法の見直しやプレキャ
スト部材の検討条件の整理を、北海道内の港湾・漁
港関係のコンサルタント等と連携することとした。

学の授業などにも技術開発ビジョンを活用していく。

6．おわりに

例えば、現場施工のコスト試算においては、昨今の

策定した技術開発ビジョンをどう実現させていく

技術者不足や週休２日工事によるコスト増を適切に

かが重要である。北海道開発局の港湾関係の技術職

反映し、加えて、施工条件としての工期の制限や供

員は2001年の国土交通省発足時から約２割減少し

用開始時期を踏まえたプレキャストの選定を進めて

たが、それを理由に技術開発を捨てることはできな

いく。

い。今一度、技術開発のフロンティア精神を職員で
共有・醸成し、関係者と一丸となって持続可能に向
けた技術開発を進めていく。
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特集 技術の伝承・技術力の向上にむけて〜技術・知恵の伝承〜

想像・準備、記録・共有
～大災害への備え～
なり

た

成 田

あき

よし

秋 義＊

過去の発生状況を見れば、どこにいても巨大地震に遭遇すると思わなければならない。気候変動の影響
を考えれば、強力な台風により大きな被害を受けると考えなければならない。2011年（平成23年）東日本
大震災と2019年（令和元年）東日本台風の経験から、備えの参考となりそうなことを述べてみたい。

1．はじめに
私の公務員としてのはじまりは「1983年（昭和

に近い場所で河川工事をしていた工事業者は、この

58年）日本海中部地震」である。秋田県能代市沖

地震を教訓に津波注意報等発令時の行動を確認する

を震源とする地震で、津波などにより104名の方が

ことにより、２日後の地震発生時には重機をそのま

犠牲となった災害であり、河川、道路等にも大きな

まにして迅速に避難し、被害を免れた。

被害が発生した。その後、東北地方の勤務において、

また、岩手県沿岸の国道維持出張所では９日の地

主に河川担当として多くの洪水や地震災害を経験し

震を受け、翌日午前、災害応急支援業者に対し「大

て き た が、2011年（ 平 成23年 ） 東 日 本 大 震 災 と

津波警報発令時の国道通行止め措置」についての指

2019年（令和元年）東日本台風はそれまでの経験

示を徹底している（この出張所の対応には約１年前

だけでは対応が困難な災害であり、自分にとっては

の2010年（平成22年）２月28日チリ大地震による

反省すべきことが多くあった。そのため、東日本大

大津波警報発令時の教訓が活かされている）。

震災については２年後ぐらいに河川系の対応記録等

いつもいつも大地震が発生した時のことを考えて

をとりまとめるとともに、10年後の2021年（令和

仕事をするわけにはいかないが、前述のような事例

３年）２月「河川部伝承カルテ」として、あらため

を参考に、地震（被害の無い）が発生した際には「次

て当時の対応、反省点などをまとめた。また、東日

に大きな地震が来たら、自分は今の立場で何をすべ

本台風については東北地方整備局の防災部署の窓口

きか」と考え、災害に備える機会としたい。

として対応し、当時の反省点等を記録している。今

・東日本台風

回の特集号の依頼を受け、当時まとめた記録等から、

2019年（令和元年）10月12日に伊豆半島に上陸

参考となりそうなことを書いてみたい。少し細かく、

した東日本台風（台風第19号）では、記録的な大

あたりまえのように思われる内容かもしれないが、

雨により東北管内の87箇所（国管理河川２箇所、

公務員技術者として今後発生する大災害への備えの

県管理河川85箇所）で堤防が決壊したほか、直轄

参考となれば幸いである。

国道の通行止めが28区間191㎞となるなど、多く

2．想像・準備
・東日本大震災

の所管施設で大きな被害が発生した。
私が担当していた防災部署の窓口として、最初に
お願いしたことのひとつがリエゾン（災害対策現地

2011年（平成23年）３月11日東日本大震災の前々

情報連絡員）の派遣である。台風上陸前から本局内

日、３月９日11：45に三陸沖を震源とするM7.3の

及び事務所の協力を得て、５県19市13町４村にの

＊国土交通省 水管理・国土保全局 防災課 総括災害査定官
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地震が発生し、津波注意報が発令されている。海岸
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べ794人・日のリエゾン派遣を行っている。しかし、

るのではなく、なるべく目的に応じて選別した写真

この台風では東北管内の所管施設を持つ37事務所

を共有するよう意識してもらいたい。

のうち、約９割の34事務所が災害体制を設置し、

・幅広い情報共有

所管施設の対応にあたったため、本来、リエゾンは

東日本台風対応時、東北地方整備局は台風上陸の

二人派遣が標準のところ一人だけの派遣となるなど

前日10月11日に災害対策本部を設置し、災害時の

十分な対応が出来なかった。また、TEC-FORCE

協力協定を結ぶ団体に災害発生時の協力要請の事前

が派遣されているにもかかわらずリエゾンが派遣さ

連絡を行っている。建設、測量設計、電気、機械な

れていないため、十分な調整が図られなかった市町

ど31の団体への協力要請である。中には本局の災

村もあった。防災担当者としてリエゾン派遣につい

害対策本部に連絡担当者を常駐させるなどの対応を

て、準備不足と言われてもしかたない。

していただいた団体もあり、全部で14団体に実際

県や市町村支援のためにはリエゾンが重要な役割

に協力いただいたと記憶している。ある団体への協

を果たす必要がある。通常業務とは異なる難しい仕

力要請では夜中の２時半頃、就寝中の担当者に連絡

事内容でもあるが、市町村からは感謝されることも

している。担当者から関係者に連絡がつながり、早

多く、やりがいを感じる場面でもあると思っている。

朝から迅速に応急活動を実施していただいた。

リエゾン未経験者は先輩に派遣時の対応状況を聞く

反省点はもっと幅広に協力要請しておくべきだっ

など、いざという時に積極的に対応できるよう備え

たということである。災害対応では排水ポンプ車へ

ていただくとありがたい。

の円滑な燃料供給が課題の一つとなったが、東日本

3．記録・共有
・動画・写真の共有
東日本大震災発生日の深夜、翌日早朝から防災ヘ
リに搭乗し情報収集するよう指示が出た。３月12

大震災の教訓を踏まえ協力協定を締結していた石油
商業協同組合に継続的な燃料補給を行っていただく
ことができた。燃料補給の対応初期にトラブルが
あったが、石油商業協同組合に事前の協力要請をし
ていなかったことも原因のひとつと考えている。

日７時に本局近くの河川敷から離陸し、仙台から太

災害時の応急対応は協力業者にお願いするしかな

平洋岸沿いに北上、宮城県、岩手県、青森県沿岸を

い。迅速かつ円滑に対応してもらうためには、早め

調査し、夕方仙台に着陸した。ヘリからの映像は本

早めに情報を共有し、準備してもらうことが必要で

局災害対策室でも確認していたが、初動対応に追わ

ある。各団体の担当者名簿は非常に重要である。

れ、見ていた職員は少なかったと思われる。撮影し

また、各種学会や大学などの有識者への情報共有

た動画を地域毎に編集し、共有することができてい

も、その後の検討会などのために有効である。多く

れば、大いに役立ったと思われる。実際は参集して

の協力者がいないと災害対応はできないと考え、日

いる職員も限られ、無理であったことは承知している。

頃からいろいろな関係者と情報交換してもらいたい。

また、写真については個人的な反省点がある。ヘ
リからは自分が以前担当した河川の堤防が無くなっ

4．地震と洪水が一緒に来たら？

ているなど、想像を超えるものであり必死に写真を

「最悪の事態を想定して…」とよく言われるが、

撮っていたが、うまく共有できていなかったと思わ

あまり極端な巨大災害を想定しても対応のしようが

れる。写真は場所などのコメントを付けて共有すれ

ない。しかし、東日本大震災級の地震と東日本台風

ば、役立ったはずである。アルファベットと数字の

級の大雨は同時期に発生することはあると思わなけ

ファイル名の写真がサーバに保存されているだけで

ればいけないのではないかと思う。

は、誰も利用できない。写真整理は面倒であるが、

東日本大震災の半年後に襲来した台風第15号の

整理は撮影した人にしかできない。災害初動期には

大雨では、地震による樋管周辺堤防の弱体化が表面

次々と業務が発生するが、写真整理を優先順位の高

化し、堤防決壊の危険性が高まった。宮城県の鳴瀬

い業務に位置づけ、整理後もすべての写真を共有す

川水系では、湛水排除のため排水機場を稼働したと
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ころ、接続する樋管周辺の堤防に大きな穴が開いた。

い。（中略）一途に実施不可能の如く非難するのは

地震により発生した樋管の函体クラックや継手の損

当を得ないものと云うべきである。」それぞれのダ

傷部から漏水が発生し、堤防の土砂が吸い出され陥

ムは、技術的にいろいろな困難があったが、建設当

没したものと思われる。全部で３箇所の樋管におい

時の最新技術を駆使して、それらを克服し完成して

て発生している。

いる。完成したダムの一つは、半導体工場の水源と
なっているなど、五ダムは社会経済に大きく貢献し
ている。
今はできない、あるいは自分ではできないと思っ
ていることでも、他分野も含めて視野を広く持ち、
新しい技術へのアンテナを高くすることで「できる」
と思って業務を進めるように意識している。皆さん
には日常業務の課題解決に加え、より迅速な対応を
求められる災害対応についても同じように考えて、
日頃から新技術を取り入れるなど、大災害の発生に
備えてもらえればと思う。

写真－１

堤防陥没状況

地震後の点検でなぜ確認できなかったのかと思わ
れるかもしれないが、発生した樋管は許可工作物で、

6．あとがき
「はじめに」の中で記載した「河川部伝承カルテ」

函体内の水位が高かった箇所もあり、十分な点検が

のあとがきを書き終えたのは昨年（2021年）の２

できていなかった。堤防が決壊すれば甚大な被害と

月13日の昼頃である。その日の夜23時07分に福島

なる。地震後の横断工作物の点検は管理者を問わず、

県沖を震源とするマグニチュード7.3の地震が発生

徹底する必要がある。３次元計測による堤体の変状

した。宮城県及び福島県では東日本大震災以来とな

確認や遠隔操作による函体調査など、新しい技術に

る震度６強を観測し、気象庁は「平成23年東北地

より点検ができるよう平常時から使用することによ

方太平洋沖地震の余震と考えられる」と発表した。

り、災害時に備えてもらえればと思う。

東日本大震災は続いており、「まだまだやるべきこ

複合災害は地震と洪水に限ったことではない。火

とがあるはずだ。備えは本当に十分なのか？」と言

山噴火と大雨、地震と大雪などは容易に想像できる

われているようで、書き終えた「あとがき」のタイ

のではないか。少しは考えておきたい。

トルは変更することにした。

5．技術は進歩する
昨年、選奨土木遺産に認定された「北上川上流総

首都直下地震や南海トラフ地震、より強力な台風
襲来などが想定されており、大規模災害は必ず発生
するものと思わなければならない。災害対応には非

合開発ダム群（北上川五大ダム）
」の建設計画は、

常時の行動が求められると思われるかもしれないが、

北上川上流改修計画の一環として昭和10年代に計

日頃から「社会に貢献する業務を行っている」とい

画された。後に、当時の担当者が振り返って書いた

う自信をもっていれば、日常業務の延長としてしっ

文章には次のように書かれている。

かり対応できるはずである。いざという時に備え、

「猿ヶ石川及び胆沢川以外の堰堤築設は不可能で

一緒に頑張っていきましょう。

あるとか云う非難の声があった。
（中略）技術は日
進月歩の進みをなすものであるから、今日不可能と
見なされていることも明日は可能になるかもしれな
【著者紹介】 成田 秋義（なりた あきよし）
1964年（昭和39年）生まれ。青森県立弘前工業高校土木科卒。国土交通省水管理・国土保全局治水課課長補佐、東北地方整備局北上川ダ
ム統合管理事務所長、同総括防災調整官、同河川部河川調査官等を経て現職。
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上徳不徳
暮らしと土木を語ろう
おお

一般社団法人 全日本建設技術協会 会長

いし

大 石

ひさ

かず

久 和

最近、早稲田大学の創造理工学部で土木を専

下部構造がしっかりとわれわれを支えていなけ

攻している学生と「土木教養講座」という対話

れば、上部構造としての快適な住宅や衣食の充

をやり始めている。
ユーチューブの
「オンライン

実した生活などという上部構造は築けないこと

国土学ワールド」とは、別にユーチューブで流す

もわかるのだ。

計画もあるのでその際に是非ご覧いただきたい。

こうしたインフラが整備されていない発展途

その冒頭で話をしたのは、
「われわれは土木

上国などでは、子供たちが大きなバケツで遠方

を消費することで生きている」というものだっ

から水を運んでいる様子が紹介されたりしてい

た。これはもちろん、
「インフラ」という言葉

る。一日の相当な時間と体力を大変に消耗する

で語っても同じことなのだが、それを語ったの

ことで、やっと生活用水を手に入れることが出

は日常生活と土木＝インフラの近さを理解して

来ている。

もらいたいと考えたからである。

その水も消毒もされておらず、病気の感染の

その学生に問いかけたのは「あなたは今朝、

危険に常にさらされているのである。これを見

顔を洗いましたか」という問いであった。毎朝

るだけでもインフラの威力をあらためて思い知

顔を洗わない人はいないが、その時、われわれ

るのだ。

は土木を消費している。
蛇口をひねって水が出て来るのは、浄水場か

そして、われわれがよく認識しておきたいの
は、今やインフラは
「インフラコンプレックス」

ら道路下の水道管の敷設を行い、ダムなどの貯

とでもいうべき複合体となってわれわれを支え

水池から浄水場までの導水管を整備したからで

ているということである。大阪の梅田という都

あり、そして何よりもダムや貯水池を建設した

心中の都心というべきエリアで、1980年頃に

からなのである。

もバキュームカーが走っていたことを紹介した

あらためて考えると日常生活でいかに土木を
使っているのかということがわかる。こうして

ことがある。数戸の家に下水管路が届かなかっ
たためである。

考えると、土木＝インフラであり、インフラ＝

それは、その地域までつながることとなって

社会の下部構造であることがよく理解できる。

いた街路がいろんな事情があって整備されてお

そして、この下部構造とは「みんなの力でみん

らず、そのために街路下に下水管路が埋設でき

なのために行う努力」のことであり、ほとんど

なかったからであった。つまり、下水サービス

が公共の施設であることも理解できるのである。

は、単独で成立するものではなく道路整備を背

そして、十分で豊かなインフラという社会の

景としているということなのである。
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上水道もまったく同じことであり、家庭まで

ローマ人の発明として「制度」
「建築」などは

つながる道路ネットワークが水道供給を可能と

出たものの「土木」という言葉が出てこなかっ

しているのである。

たのだ。

われわれ全建技術者は、インフラ整備を企画

番組では「ローマ帝国はインフラの父」とま

し提案するサイドにいる。
そのわれわれは
「イン

で述べていたのに、その「インフラ整備の技術

フラと生活の近さを語ってきただろうか」とい

は土木である」という認識が紹介されなかった

うのが今回のテーマである。建築はその意味が

のだ。

わかりやすく、有名な建築家の活躍が紹介され

筆者はNHKに対して「上下水道や道路の建

るなどしているし、住宅にしても図書館や文化

設技術は土木と表現するのが正しい」と、この

施設にしても身近な存在として多くの人にその

番組に対する意見を送っておいたが、その返事

意義が理解されている。

は来ていない。

それに比べて土木は、有名なデザイナーなど

これらのことが示すように、土木という用語

そもそもあり得ない世界だし、日常のものなの

が忌避されている気がして仕方がない。刷り込

に、住宅などと異なり土木そのものが非接触型

みに弱い日本のメディアであるから、一時の公

（水道水にはさわっても、導水管にふれること

共事業バッシングがいまだに尾を引いているの

はない）が多いことから意味が感じられないこ

かも知れないのだが…。

とがあるという事実がある。
1988年のことだが、本州四国連絡橋の児島

するインフラ整備の企画者・技術者こそが、土

坂出ルートが開通したとき、本州と四国が歴史

木＝インフラ＝生活の維持と向上の関係につい

上初めて結ばれた大ニュースとして全国に紹介

て語らなければ、理解はなかなか広がらないと

されたが、この時あるテレビ局のアナウンサー

感じるのである。

が、「日本の建築技術の大成果であります」と
述べたのだ。

一例を挙げると、東京で熊本のトマトを食べ
た人は、
「九州縦貫道路から山陽自動車道、名

当時の本州四国連絡橋公団や建設省の橋梁技

神高速道、東名高速道、首都高速道路」を利用

術陣は、このアナウンスにガックリ来たもの

し、つまり消費していることになるのだが、そ

だった。土木と建築の区別が付いていないとい

れをどれだけの数の人が、どれだけの深さで理

う不満だけではなく、なんとなく土木という表

解できているのだろう。

現を避けようとした感じがしたのだ。

そして、こうした高速道路のネットワークが、

これは筆者の最近の経験である。NHKBSプ

国道や都道府県道と市町村道、都市高速道路な

レミアムがローマ帝国時代の素晴らしさを紹介

どと一体的なネットワークを構成しているからこ

するやや長い好番組を放送した。膨大な延長の

そ、おいしい熊本トマトを東京で食べることが

見事な水道橋や道路ネットワークの充実など、

できるという利便を得ているのだということを。

ローマ帝国の技術力の高さを紹介して、これら

知らないのが悪いとか、メディアが怠慢だと

のインフラ技術が大帝国を支えてきたというの

いうのは簡単だが、では、
「われわれインフラ

が番組の流れであった。

提供者は国民への周知に向けて何をしてきたの

ところが、最後の場面でローマが生み出して
きたものをまとめて紹介したのだが、そこでは
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そこで、われわれ全日本建設技術協会に結集

月刊「建設」22-04

か」
という問いがすぐに跳ね返ってくるのである。

諸外国のインフラ情報

米国など海外の公共工事契約
きのした

木下

せい や

誠也＊

公共工事の入札から契約のプロセスにおける価格

でなく単価項目と一括項目からなる見積表を提出し

の決まり方は、海外ではわが国と大きく異なります。

ます。単価項目では単位施工数量あたりの単価を示

発注者が入札において、わが国のように上限として

し、一括項目では項目ごとの金額を固定して示しま

の予定価格を設定することはなく、低入札価格調査

す。リスクの多い項目（数量が明確でない場合）を

基準や最低制限価格もありません。発注者が積算を

単価項目とすることにより、施工時の数量増減に対

行 う こ と は あ っ て も、 予 算 管 理 と か 入 札 価 格 を

して発注者がリスクを分担します。さらに発注者は

チェックするという意味合いが強いようです。

リスクに対する予備費をあらかじめ設けている場合

では、詳しくは米国カリフォルニア州の公共工事

があり、これと入札参加者による見積金額を合わせ

の例をみてみましょう。まず、入札にあたって、元

た金額が総額の入札価格となります。このように受

請企業は、下請候補者から見積をとり、価格のみな

注者が負うリスクがある程度明確にされ限定される

らず施工能力、過去の施工実績、財務内容等を審査

ため、入札参加者はリスクに対する予備費を過度に

し、入札の数時間前までに下請企業を決めます。労

計上することなく、入札価格を抑えることが可能と

務費については最低賃金に係わる公契約法（デービ

なります。わが国とは違って、入札参加者は詳細な

ス・ベーコン法や各州法）またはユニオン（建設労

費用内訳や工程を明らかにする必要があります。

働者の組合）との合意に基づく時間単価に従って見

下請リストについては、入札金額の0.5％以上を

積を行います。そして、元請が入札時に発注者へ提

下請けする業者名を明らかにする必要があり、各下

出するのは、入札価格の提示のほか、下請リスト、

請が実施する仕事の内容と下請契約額も併せて提出

労務契約書の承認（ユニオンとの覚書）
、適切な賃

します。入札の時点でこれらを確定するのは、下請

金支払い義務の確認書、そして入札ボンドなど詳細

保護の一環です。

にわたります。
このうち、入札価格の提示については、総価だけ

労務契約書の承認（ユニオンとの覚書）について
は、直庸労働者をユニオンから調達する場合に、ユ

＊日本大学 危機管理学部 教授
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ニオンと事前に合意した労務費単価の覚書を発注者

政府の契約に参加する権利を３年間剥奪されます。

に提示します。カリフォルニアの公共工事では一般

以上に示したように、米国では入札参加者は、発

に請負金額の40％程度を直庸労働者により実施す

注者の要求事項を踏まえて内訳や工程等の詳細な資

ることが求められ、ユニオンの影響が強い地域では

料を作成して受注者としての意図を提示します。落

ユニオンからの労働者調達が必要となります。

札に至れば、わが国では発注者側積算をベースとし

適切な賃金支払い義務の確認書については、入札

て発注者の意図に基づく書類に合意して契約を締結

参加者はサンフランシスコ市の憲章や行政規則に

するのに対し、米国等の海外では、発注者の要求事

従って、一般賃金の中で最も高い水準の賃金を労働

項を踏まえて受注者の意図を明らかにする観点から、

者に支払うことを確約します。一般賃金とは50％

詳細な費用内訳や工程、施工計画を示して契約を締

以上の大多数の労働者に支払われている賃金で、そ

結します。

の額はデービス・ベーコン法やその他州ごとの一般

そもそもわが国のような予定価格が存在せず、契

賃金法によって定められています。直庸労働者には

約のベースとなる価格の決まり方が大きく異なりま

これら賃金が支払われ、入札価格はこれらを踏まえ

すので、米国等の海外ではわが国のような入札時の

た上で設定されます。ユニオンと合意する場合は、

不調不落や低入札が問題となることはほとんどあり

これら法律に則った金額を最低基本賃金とし、経験

ません。また、契約変更の際の、変更増減額の算定

やスキルに応じ賃金が増加します。さらに労働者へ

方法が、わが国では発注者側積算をベースとするの

の給付金やユニオンへの支援金等を含めた時間単価

に対し、海外では受注者側積算をベースとします。

を合意することになります。
デービス・ベーコン法では、連邦政府が関わる

の賃金確保などの観点から、米国等の海外の例を参

2,000ドル以上の公共工事に従事するすべての労働

考に公共工事の価格の決まり方を見直す必要がある

者（下請労働者を含む）に対して最低賃金（（A）

のではないでしょうか。市場中心で価格が決まるこ

基本的な時間賃金又は賃率、
（B）医療給付、年金

とによって、受注者の技術開発インセンティブの向

給付、失業給付、有給休暇等）を支払うこととして

上にもつながるものと思われます。

います。契約違反による工事停止の場合は、連邦政

＜参考文献＞
・土木学会 建設マネジメント委員会 公共工事発注者の
あり方研究小委員会（2016 年 10 月）
・土木学会 建設マネジメント委員会 公共工事の価格決
定構造の転換に関する研究小委員会（2021 年 10 月）

府は、留保した請負業者に支払うべき代金のうち、
労働者に支払われるべき賃金については直接労働者
に支払わなければなりません。そして、会計検査院
長は、契約に違反した企業の名簿を連邦政府関係機
関のすべてに配布し、当該企業及び関係団体は連邦
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今後、わが国の不調不落の防止や技術者・技能者
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技術資格取得のすすめ

４、５月号において「技術資格取得のすすめ」を掲載し、技術資格の概要等を紹介します。会員の皆様の資
格取得、技術力向上にお役立てください。

技 術 士
1．資格の意義と効用
技術士とは、
「技術士法（以下『法』という）第
32条第１項の登録を受け、技術士の名称を用いて、
科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とす
る事項についての計画、研究、設計、分析、試験、
評価又はこれらに関する指導の業務を行う者」のこ
とです。
〔法第２条第１項〕
即ち、技術士は、次の要件を具備した者です。
①技術士第二次試験に合格し、法定の登録を受け
ていること。
②業務を行う際に技術士の名称を用いること。
③業務の内容は、自然科学に関する高度の技術上
のものであること。（他の法律によって規制さ
れている業務、例えば建築の設計や医療などは
除かれます。）
④業務を行うこと、即ち継続反覆して仕事に従事
すること。
大部分の技術士は、国・地方自治体・企業等の組
織において高度の技術力を発揮しつつ業務を遂行し
ています。

2．試験の概要等
１）第一次試験
①概要
第一次試験は、技術士となるのに必要な科学技
術全般にわたる基礎的学識及び法第４章の規定の
遵守に関する適性並びに技術士補となるのに必要
な技術部門についての専門的学識を有するかどう
かを判定することとされています〔法第５条第１項〕
。
第一次試験の内容は、大学のエンジニアリング
課程（工学、農学、理学等）修了程度です。なお、
第一次試験は技術士となるのに必要な試験である
と位置付けられています。
②受験資格
年齢・学歴・国籍・業務経歴等による制限はあ
りません。
③試験の方法
ⅰ）基礎科目〔択一式；試験時間/ １時間〕
ⅱ）適性科目〔択一式；試験時間/ １時間〕
ⅲ）専門科目〔択一式；試験時間/ ２時間〕

２）第二次試験
①概要
第二次試験は、技術士となるのに必要な技術部
門についての専門的学識及び高等の専門的応用能
力を有するか否かを判定することとされています。
〔法第６条第１項〕
つまり、技術士になるためには、21の技術部
門の中から選択する１技術部門について、高等の
専門的応用能力、即ち、幅広い知識と高等な専門
技術の豊富な経験による総合的な判断能力を確認
されることになります。
②受験資格
第二次試験を受験するには、受験申込みの時点
で、下記のⅠ及びⅡの要件を満たしていることが
必要です。
Ⅰ．技術士補となる資格〔次のうちいずれか〕
を有していること
・技術士第一次試験に合格
・指定された教育課程を修了
Ⅱ．次のⅰ～ⅲのうち、いずれかの業務経験を
有していること
（Ａ）総 合技術監理部門を除く技術部門
を受験する場合
（Ｂ）総合技術監理部門を受験する場合
ⅰ 技 術士補の登録日以降、技術士補とし
て次の期間技術士を補助している。
（Ａ）４年を超える期間
（Ｂ）７年を超える期間
ⅱ 技術士補となる資格を有した日※１以降、
監督者※３ の下で、科学技術に関する業
務※２について、次の期間従事している。
（Ａ）４年を超える期間
（Ｂ）７年を超える期間
ⅲ 科 学技術に関する業務※２ について、次
の期間従事している。
⇒ⅲは、
技術士補となる資格を有した日※１
以前の期間も算入できる。また、指
導者や監督者の有無・要件を問わない。
（Ａ）７年を超える期間
（Ｂ）10年を超える期間（二次試験合格
者は、７年を超える期間）
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技術士

＜総合技術監理部門を除く技術部門＞

問 題 の 種 類
解答時間
Ⅰ 必須科目
「技術部門」全般にわたる専門知識、応用能力、 記述式：２時間
問題解決能力及び課題遂行能力に関するもの
Ⅱ 選択科目
「選択科目」についての専門知識及び応用能力
に関するもの
記述式：
３時間30分
Ⅲ 選択科目
「選択科目」についての問題解決能力及び課題
遂行能力に関するもの

＜総合技術監理部門＞
問

題

の

種

解答時間
択一式：２時間
記述式：
３時間30分

試 問 事 項
技術士としての実務能力
技術士としての適格性

試問時間
20分

＜総合技術監理部門＞
試 問 事 項
試問時間
必須科目
１ 「総合技術監理部門」の必須科目に関する

20分
技術士として必要な専門知識及び応用能力
Ⅱ 選択科目
※
１ 技術士としての実務能力
20分
２ 技術士としての適格性
※選択科目に関する口頭試験は、総合技術監理部門以外の技術部門の
口頭試験にて別途行うこととする。また、選択科目が免除される者
は必須科目のみの試問とする。

月刊「建設」22-04

令和４年12月～令和５年
１ 月 ま で の 間 で、 受 験 者 口頭試験（筆記試験合格者のみ）
に別途通知する日
令和 4 年11月
筆記試験合格発表
令和 5 年 3 月
口頭試験合格発表

⑤筆記試験地（第一次、第二次試験）
北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、
愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県
⑥口頭試験（第二次試験）
東京都
⑦問合せ先
公益社団法人 日本技術士会
〒105-0011 東京都港区芝公園３-５-８
機械振興会館４階 TEL：03-6432-4585

3．過去の出題例
今回掲載する問題については、令和３年度技術士
第二次試験より一部抜粋しました。
９ 建設部門【必須科目Ⅰ】
答問題番号を明記し，答案用紙３枚を用いてまとめよ。）
Ⅰ−１

近年，地球環境問題がより深刻化してきており，社会の持続

可能性を実現するために「低炭素社会」，「循環型社会」，「自然共生
社会」の構築はすべての分野で重要な課題となっている。社会資本
の整備や次世代への継承を担う建設分野においても，インフラ・設
備・建築物のライフサイクルの中で，廃棄物に関する問題解決に向
けた取組をより一層進め，「循環型社会」を構築していくことは，
地球環境問題の克服と持続可能な社会基盤整備を実現するために必
要不可欠なことである。このような状況を踏まえて以下の問いに答
えよ。
（１）建設分野において廃棄物に関する問題に対して循環型社会の
構築を実現するために，技術者としての立場で多面的な観点から
３つ課題を抽出し，それぞれの観点を明記したうえで，課題の内
容を示せ。
つ挙げ，その課題に対する複数の解決策を示せ。

＜総合技術監理部門を除く技術部門＞
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令和 4 年 7 月18日

事
項
受験申込書の受付期間
試験
合格発表
受験申込書の受付期間
筆記試験（総合技術監理部門の必須科目）
筆記試験（総合技術監理部門を除く技術
部門及び総合技術監理部門の選択科目）

（２）前問（１）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を１

【口頭試験】

Ⅰ

時
期
令和 4 年 6 月16日～ 6 月29日
令和 4 年11月27日
令和 5 年 2 月
令和 4 年 4 月 4 日～ 4 月18日
令和 4 年 7 月17日

Ⅰ 次の２問題（Ⅰ−１，Ⅰ−２）のうち１問題を選び解答せよ。
（解
類

Ⅰ 必須科目
「総合技術監理部門」に関する課題解決能力及
び応用能力
Ⅱ 選択科目
他の20の技術部門の必須科目及び対応する選択
科目のうちあらかじめ選択する１科目
１ 選択した「技術部門」全般にわたる専門知 記述式：２時間
識、応用能力、問題解決能力及び課題遂行能
力に関するもの
２ 選択した技術部門に対応する「選択科目」
についての専門知識及び応用能力に関するもの
記述式：
３ 選択した技術部門に対応する「選択科目」
３時間30分
についての問題解決能力及び課題遂行能力に
関するもの
※既に総合技術監理部門以外のいずれかの技術部門について技術士と
なる資格を有する者は、当該技術部門に対応する選択科目が免除さ
れる。
（技術士法施行規則第11条の２）

Ⅰ
Ⅱ

第二次試験

③試験の方法
第二次試験は、筆記試験と口頭試験により行わ
れます。
【筆記試験】

④願書受付期間及び試験日程
第一次試験

※１ 「第一次試験の合格日」又は「指定された教育課程の
修了日」
※２ 科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項
についての計画、研究、設計、分析、試験、評価（補助
的業務を除く。）又はこれらに関する指導の業務
※３ ⅱにおける監督の要件は次のとおり
⑴科学技術に関する業務※２に従事した期間が７年を
超え、かつ、第二次試験を受けようとする者を適
切に監督することができる職務上の地位にある者
によるものであること。
【職務上の上下関係に基づき、常時技術的指導を行

い得る立場にある者】
⑵第二次試験を受けようとする者が技術士となるの
に必要な技能を修習することができるよう、（ⅰ）
に規定する業務について、指導、助言その他適切
な手段により行われるものであること。
【設計・計画等に関する技術的指導、レポート作成

指導等の手段】

（３）前問（２）で示したすべての解決策を実行して生じる波及効
果と専門技術を踏まえた懸念事項への対応策を示せ。
（４）前問（１）〜（３）の業務遂行に当たり，技術者としての倫理，
社会の持続可能性の観点から必要となる要件，留意点を述べよ。

技術資格取得のすすめ

建 築 士
1．資格の意義と効用
建築士とは、建築士法（昭和25年法律第202号）
基づく資格で、国土交通省又は都道府県から免許の
交付を受け、建築物の設計及び工事監理等の業務を
行う技術者の資格です。建築士免許は、業務の対象
となる建築物の用途、規模、構造に応じて、一級建
築士、二級建築士、木造建築士に分類されます。
建築士の業務範囲として、一級建築士は、全ての
構造・規模・用途の建築物について設計・工事監理
を行なうことができます。二級建築士は比較的小規
模な建築物についてのみ、設計・工事監理を行うこ
とができます。木造建築士は、より小規模な木造建
築物についてのみ、設計・工事監理を行うことがで
きます（図−１）
。
建築士の業務独占と名称独占として、建築士でな
ければ一定の建築物の設計・工事監理を行なっては
ならないこととされています（業務独占：建築士法
第３条〜第３条の３）。
建築士でない者による建築士名称の使用や、建築
士であっても有していない種別の建築士名称の使用
は禁じられています（名称独占：建築士法第34条）。
延べ面積 S
（㎡）

木造

木造以外

高さ≦13ｍ
かつ
軒高≦9ｍ

高さ≦13ｍ
かつ
軒高≦9ｍ

階数１
S≦30

階数２

階数３以上 階数２以下 階数３以上

B

100＜S≦300

高さ＞13ｍ
又は
軒高＞9ｍ

1000＜S

出題形式

学科の試験

四肢択一式

設計製図の
試験

あらかじめ公表
する課題の建築
物についての設
計図書の作成

出題科目
出題数
試験時間
学科Ⅰ（計画） 20問
計２時間
学科Ⅱ
20問
（環境・設備）
学科Ⅲ（法規） 30問
１時間45分
学科Ⅳ（構造） 30問
計２時間45分
学科Ⅴ（施工） 25問
設計製図

１課題

６時間30分

②二級建築士、木造建築士
試験の区分

出題形式

学科の試験

設計製図の
試験

五肢択一式

あらかじめ公表
する課題の建築
物についての設
計図書作成

出題科目
出題数
学科Ⅰ
25問
（建築計画）
学科Ⅱ
25問
（建築法規）
学科Ⅲ
25問
（建築構造）
学科Ⅳ
25問
（建築施工）
設計製図

１課題

試験時間
計３時間

計３時間

５時間

１）一級建築士

一般
D

特定※
一般

試験の区分

3．受験資格

C

300＜S≦500
500＜S≦1000

２）出題科目、出題数等
①一級建築士

A

A

30＜S≦100

全ての構造

「学科の試験」からの場合と、「設計製図の試験」
のみ（「学科の試験」が免除）の場合で異なります
ので、十分ご注意下さい。

C

特定※

建築士法第14条

建築に関する学歴又は資格等

第一号

大学、高等専門学校（旧制大学を含む）において、指
定科目を修めて卒業した者（※１）

第二号

二級建築士

第三号

図−１

建築士の業務範囲

2．試験の構成等
１
）試験の構成（一級建築士、二級建築士、木造建
築士）
試験は、
「学科の試験」と「設計製図の試験」に
ついて行われますが、
「設計製図の試験」は「学科
の試験」に合格しなければ受験することができま
せん。令和２年以降の「学科試験」に合格した方は、
その後に行われる５回の建築士試験のうち３回の
「設計製図の試験」の受験が可能です。受験申込は、

国土交通大臣が上記の者と同等以上の知識及び技能を
有すると認める者（※２）
（令和元年国土交通省告示第752号ほか）

（注）
「国土交通大臣が定める建築士法第14条第三号に該当する者の基
準」に基づき、あらかじめ学校・課程から申請のあった開講科目
が指定科目に該当すると認められた学校以外の学校（外国の大学
等）を卒業して、それを学歴とする場合には、建築士法において
学歴と認められる学校の卒業者と同等以上であることを証するた
めの書類が必要となります。提出されないときは、
「受験資格なし」
と判断される場合があります。詳細は次頁の「３．受験申込に必
要な書類」により確認してください。
（※１）専門職大学の前期課程を含む。
（※２）建築設備士を含む。
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建築士
２）二級建築士、木造建築士
建築士法第15条

建築に関する学歴等
大学（短期大学を含む）
、高等専門学校、高等学校に
第一号
おいて、指定科目を修めて卒業した者
その他都道府県知事が特に認める者（※）
第二号
（
「知事が定める建築士法第15条第二号に該当する者
の基準」に適合する者）
第三号
建築実務の経験を７年以上有する者
（注）
「知事が定める建築士法第15条第二号に該当する者の基準」に基
づき、あらかじめ学校・課程から申請のあった開講科目が指定科目
に該当すると認められた学校以外の学校（外国の大学等）を卒業し
て、それを学歴とする場合には、建築士法において学歴と認められ
る学校の卒業者と同等以上であることを証するための書類が必要と
なります。提出されないときは、
「受験資格なし」と判断される場
合があります。詳細は「３．受験申込に必要な書類」を確認してく
ださい。
（※）建築設備士を含む。

6．過去の出題例
今回掲載する問題については、令和３年度学科Ⅰ
から抜粋したものです。
〔No. 1〕次の用語に関する記述のうち、最も不適当なものはどれか。
１．SDGsは、誰一人取り残さない、持続可能でよりよい社会の実現
を目指す世界共通の17の開発目標からなり、その目標の一つに「持
続可能な都市」がある。
２．QOLは、近年、生活の質的向上を目指そうとする気運の高まり
とともに、建築計画においても、医療福祉等の分野で重要性が増し
ている。
３．ZEBは、資源の有効な利用を確保する観点から、「建設工事に係
る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）によって
定められた分別解体及び再資源化等の実施義務の対象となる建築物
のことである。

4．願書受付期間、試験日程、試験地（一級）
学科及び設計製図試験申込

令和４年 ４ 月 １ 日～ 14日

学科試験合格発表

令和４年 ９ 月 ６ 日

学科試験

設計製図試験

設計製図合格発表

令和４年 ７ 月24日
令和４年10月 ９ 日
令和４年12月26日

造物以外の建造物や新築される建造物が歴史的風致と調和するよう、
外観を整備するために行う事業のことである。
〔No. 2〕海外の都市に関する次の記述のうち、
最も不適当なものはどれか。
１．ミレトス（トルコ、紀元前５世紀頃）は、ヒッポダモスの計画に
よる、城壁内全体に格子状に直交道路網を敷設し、都市の中央部に
行政・宗教・商業施設を、その南北に住宅地を配した都市である。

試験場はセンターが指定し、後日、受験票に明記
してお知らせします。

２．ローマのカンピドリオ広場（イタリア、16世紀）は、ミケランジェ

5．問合せ先

３．レッチワース（イギリス、20世紀初頭）は、パトリック・ゲデス

公益財団法人 建築技術教育普及センター
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町３-６
紀尾井町パークビル TEL：03-6261-3310
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４．重要伝統的建造物群保存地区における「修景事業」は、伝統的建
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ロの計画による、台形状の広場とアプローチとしての大階段、三つ
のパラッツォを対称的に配置することで、軸線を強調した、バロッ
ク的な広場計画の初期の事例である。
の「保存的外科手術」という概念のもと、都市の歴史性を保存しな
がら再開発が行われた都市である。
４．チャンディガール（インド、20世紀後半）は、ル・コルビュジエ
の都市計画理念に基づく、格子状に分割した区域（ユニット）と７
段階に機能分けした道路網からなる都市である。

技術資格取得のすすめ

土木施工管理技士
1．資格の意義と効用
１級土木施工管理技術検定は、建設業法に基づき、
建設工事に従事する施工技術の確保、向上を図るこ
とにより、資質を向上し、建設工事の適正な施工の
確保に資するもので、国土交通大臣指定試験機関で
ある一般財団法人全国建設研修センターが実施する
国家試験です。１級土木施工管理技術検定は、令和
３年度から第一次検定及び第二次検定によって行わ
れ、第一次検定に合格すれば必要な実務経験年数を

経て、令和３年度以降の第二次検定の受検資格が得
られます。第一次検定合格者は所要の手続き後「１
級土木施工管理技士補」、第二次検定合格者は所要
の手続き後「１級土木施工管理技士」と称すること
が出来ます。

2．試験の概要等
１）受験資格
下表のいずれかに該当する者が受検できます。

（１）１級土木施工管理技術検定・第一次検定
次のイ、ロ、ハ、ニのいずれかに該当する者
区分

イ

学歴又は資格

土木施工に関する実務経験年数
指定学科

指定学科以外

大学卒業者
専門学校卒業者（「高度専門士」に限る）

卒業後３年以上

卒業後４年６月以上

短期大学卒業者
高等専門学校卒業者
専門学校卒業者（「専門士」に限る）

卒業後５年以上

卒業後７年６月以上

高等学校・中等教育学校卒業者
専門学校卒業者（「高度専門士」「専門士」を除く）

卒業後10年以上

卒業後11年６月以上

その他の者

ロ

15年以上

高等学校卒業者
中等教育学校卒業者
専門学校卒業者（「高度専門士「専門士」を除く」）

ハ

高等学校卒業者
専任の主任技術者の実務 中等教育学校卒業者
専門学校卒業者（「高度専門士」
「専門士」を除く）
経験が１年以上ある者
その他の者

ニ

２級合格者

卒業後８年以上の実務経験（そ
の実務経験に指導監督的実務経
験を含み、かつ、５年以上の実
務経験の後専任の監理技術者に
よる指導を受けた実務経験２年
以上を含む）
卒業後８年以上

卒業後９年６月以上
13年以上

（２）１級土木施工管理技術検定・第二次検定
次のイ、ロ、ハ、のいずれかに該当する者
イ

１級土木施工管理技術検定・第一次検定の合格者（ただし、（1）ニに該当する者として受検した者を除く）

ロ

１級土木施工管理技術検定・第一次検定において、
（1）ニに該当する者として受検した合格者のうち（1）イ、ロ、ハ又は次のⅰ、ⅱのいずれ
かに該当する者

区分

ⅰ

学歴又は資格

土木施工に関する実務経験年数
指定学科

２級合格後３年以上の者
２級合格後５年以上の者

合格後５年以上

高等学校卒業者
中等教育学校卒業者
２級合格後５年未満の者 専門学校卒業者（「高度専門士」
「専門士」を除く）

卒業後９年以上

その他の者

専任の主任
技術者の実
務経験が１ ２級合格者
年以上ある
者

合格後１年以上の専任の主任技術者実務経験を含む３年以上

短期大学卒業者
高等専門学校卒業者
専門学校卒業者（「専門士」に限る）
合 格 後 ３ 年 高等学校卒業者
中等教育学校卒業者
未満の者
専門学校卒業者（「高度専門士」
「専
門士」を除く）
その他の者

ハ

卒業後10年６月以上
14年以上

合格後３年以上の者

ⅱ

指定学科以外

合格後１年以上の指導監督的実務経験及び専任の監理技術者によ
る指導を受けた実務経験２年以上を含む３年以上

卒業後７年以上

卒業後７年以上

卒業後８年６月以上
12年以上

第１次検定免除者
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土木施工管理技士
２）願書受付期間及び試験日程
第一次検定・第二次検定受検申込

令和４年 ３ 月17日～３月31日

第一次検定試験

令和４年 ７ 月 ３ 日

合格発表

令和４年 ８ 月18日

第二次検定試験

令和４年10月 ２ 日

合格発表

令和５年 １ 月13日

３）試験地
札幌、釧路、青森、仙台、東京、新潟、名古屋、
大阪、岡山、広島、高松、福岡、那覇
（試験地については近郊都市も含みます。）
４）問合せ先
一般財団法人 全国建設研修センター（土木試験課）
〒187-8540 東京都小平市喜平町２-１-２
TEL 042-300-6860

3．出題の方法及び内容
１）第一次検定
次の検定科目の範囲とし、問題は択一式で解答は
マークシート方式で行います。
検定科目

検
定
基
準
１．土木一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な
土木工学、電気工学、電気通信工学、機械工学及び建築
土木工学等
学に関する一般的な知識を有すること。
２．土木一式工事の施工の管理を適確に行うために必要な
設計図書に関する一般的な知識を有すること。
１．監理技術者補佐として、土木一式工事の施工の管理を
適確に行うために必要な施工計画の作成方法及び工程管
理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関す
施工管理法
る知識を有すること。
２．監理技術者補佐として、土木一式工事の施工の管理を
適確に行うために必要な応用能力を有すること。
建設工事の施工の管理を適確に行うために必要な法令に
法
規
関する一般的な知識を有すること。

２）第二次検定
次の検定科目の範囲とし、記述式による筆記試験
を行います。
検定科目

検
定
基
準
１．監理技術者として、土木一式工事の施工の管理を適確
に行うために必要な知識を有すること。
２．監理技術者として、土質試験及び土木材料の強度等の
試験を正確に行うことができ、かつ、その試験の結果に
施工管理法 基づいて工事の目的物に所要の強度を得る等のために必
要な措置を行うことができる応用能力を有すること。
３．監理技術者として、設計図書に基づいて工事現場にお
ける施工計画を適切に作成すること、又は施工計画を実
施することができる応用能力を有すること。
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4．過去の出題例
今回掲載する問題については、令和３年度１級（第
一次検定）試験Ａ問題から抜粋したものです。
【No. 1】土質試験結果の活用に関する次の記述のうち，適当でないもの
はどれか。
⑴

土の粒度試験結果は，粒径加積曲線で示され，粒径が広い範囲に
わたって分布する特性を有するものを締固め特性が良い土として用
いられる。

⑵

土の圧密試験結果は，求められた圧密係数や体積圧縮係数等から，
飽和粘性土地盤の沈下量と沈下時間の推定に用いられる。

⑶

土の含水比試験結果は，土の間隙中に含まれる水の質量と土粒子
の質量の比で示され，乾燥密度と含水比の関係から透水係数の算定
に用いられる。

⑷

土の一軸圧縮試験結果は，求められた自然地盤の非排水せん断強
さから，地盤の土圧，支持力，斜面安定等の強度定数に用いられる。

【No. 2】法面保護工の施工に関する次の記述のうち，適当でないものは
どれか。
⑴

種子散布工は，各材料を計量した後，水，木質材料，浸食防止材，
肥料，種子の順序でタンクへ投入し，十分攪拌して法面へムラなく
散布する。

⑵

植生マット工は，法面が平滑だとマットが付着しにくくなるので，
あらかじめ法面に凹凸を付けて設置する。

⑶

モルタル吹付工は，吹付けに先立ち，法面の浮石，ほこり，泥等
を清掃した後，一般に菱形金網を法面に張り付けてアンカーピンで
固定する。

⑷

コンクリートブロック枠工は，枠の交点部分に所定の長さのアン
カーバー等を設置し，一般に枠内は良質土で埋め戻し，植生で保護
する。

技術資格試験合格体験記

自分のやり方を信じること
取得した資格：１級土木施工管理技士
資格取得年度：令和２年度

受験の動機・経緯

なか

むら

中 村

ゆう

き

友 樹＊

学科試験における留意点や学習のポイント

土木技術職員として採用され、土木部下水道課の

まず、合格した先輩職員にテキストをもらうこと

維持管理係に配属となり、下水道施設の維持・修繕

から始めました。一から始めようと思い、過去問の

を行ってきました。

要点を説明してくれるテキストからやると決めまし

長岡市の下水道の歴史は古く、全国でも早い大正

た。家でそのテキストを開きノートに要点を書き、

13年から整備に着手しています。また、11の市町

暗記していく方法を取りました。しかし、１冊終え

村合併により広域となり、下水道施設が増えたこと

たところでまったく頭の中に入りませんでした。こ

もあったため、下水道の維持管理の仕事についてい

の頃は、文字を書くという習慣が減っており、この

くのが精一杯でした。

ままでは絶対に覚えられないと思い、書いて覚える

しかし、年数を重ねていくうちに、下水道施設の

という方法をやめてみました。

位置や健全度状態の判断や不具合への対応、土木職

次に、過去５年分の過去問が掲載されているシン

員としての監督業務、その他の公務員としての業務

プルなテキストに手を付けました。とにかく読んで

に対する取組み方が徐々に身に付いてきました。

回答のみをチェックし、それを自己採点するという

その時の上司から、「１級土木を受験したら？」

方法を取りました。しかし、効率が悪く、もっと簡

「まわりの職員よりも早く取ったほうがいいよ！」

単に採点できたり、間違った問題のみを記録するこ

と期待を込めて言っていただくようになりました。

とができないかなと考えました。このころ、本を開

しかし、まだ仕事に余裕がなく、土木の知識や経験

くのが億劫で勉強に着手するまで時間がかかるとい

も少ないから無理だろうと決めつけ、いつか取れれ

うことに気が付きました。

ばいいやという気持ちで過ごしていました。

その時、スマートフォンのアプリがあるのではな

その頃から、同年代の職員が合格したという話し

いかと思い、検索すると見事にヒットし、試しにやっ

を聞くようになり、自分も負けていられないという

てみると、自分の思い描いたようなやり方でできる

気持ちが芽生え始めました。ただ、このときは３年

ものでした。年度別や分野別に回答でき、間違えた

後くらいにまでに取得できているといいなと考えた

問題を何回も復習でき、正答率を計算してくれるも

り、受かったら誰に報告しようなど、受験を決めた

のでした。これにハマり、ゲーム感覚で一日30分

ことに満足している状態でした。

程度やるという習慣が身に付きました。

＊長岡市 土木部 地域建設課 主任
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技術資格試験合格体験記

実地試験における留意点や学習のポイント
これも、先輩のテキストを参考に始めてみました

受験者へのアドバイス、注意点、励まし等
当時、私には妻と３歳の子供がいました。また、

が、
学科試験での教訓から、
「勉強方法は人それぞれ」

妻が２人目を妊娠中でした。しばらくは、育児に追

と思い出し、自分なりの勉強方法があるのではない

われるため、今年のチャレンジで絶対に合格すると

かと考えました。

プレッシャーをかけました。また、当時は下水道課

しかし、この実地試験の問題は、経験記述や現場

に５年在籍となることから、もし異動となった場合

をイメージして回答するものなど、それぞれの現場

は慣れるまで勉強時間の確保が難しくなり、受験す

状況で求められる基準か管理項目を判断し、正しく

るのはもっと大変になると思い、必ず合格すると決

記述しなければなりません。そのため、アプリによ

心しました。

るものは見つけられず、書店で他の本を探しても手

しかし、いつでも勉強できるわけではありません。

元にあるテキスト以上のものは見つけられませんで

仕事の緊急対応で出勤となったり、子供が熱を出す

した。

日もあります。私は、完全に割り切って通勤のバス

これまでスマートフォンに頼り切っていたので、

の中で20〜30分試験問題を解くということを習慣

なんとかこれで勉強できないかと思い、テキストの

づけることにしました。これによって、色々なこと

ページを写真に撮って、それを通勤時間に見ながら

に左右されず、集中して勉強することができました。

頭の中で回答することにしました。これにより、勉

１級土木は、日頃の業務の延長線であり、勉強を

強への着手を早め、集中することができました。

とおして確実に技術や知識を身に付けることで、取

経験記述の論文への対策としては、とにかく書い

得できる資格であることがわかりました。身に付け

てみて、書き上げたあと、資格を持っている方から、

た技術力は日頃の業務の中に活かすことができ、発

添削してもらうことにしました。

注者、受注者間の共有も行いやすくなりました。こ

この論文については、自由に書こうと思っていま

のため、ぜひ若手職員には自己研鑽の１つの機会と

したが、添削して頂くことで、問われてる内容に対

して、１級土木の取得を目指していただきたいです。

し、的確に課題を捉え、どの様に解決、対策を図る

また、この受験をきっかけに他の資格試験を受験

必要があるか記述しなければいけないことに気付き、

したいと思うようになりした。国家資格であれば技

学科試験や実地試験の勉強から学んできた管理項目

術士（建設部門）を受験したいと思っております。

や基準値等について、具体的な方法や数値を示して

これらの受験をきっかけとして幅広い土木技術の知

記述することに心掛けました。また、論文にする現

識を身に付け、今後の業務に活かしていきたいです。

場の選定では、苦労したエピソードのある現場がよ

最後に、勉強方法や勉強時間、合格までの期間な

いと思い、思い入れのある現場で落ちたらしょうが

ど人それぞれです。最初はやる気がおきず、なにも

ないという気持ちで書きました。

わからない資格試験の勉強もすらすら回答できると

このときにノートに書いて覚えるのに限界があっ

楽しくなってきます。資格取得を目指している方は、

たので、ワードを使用し、文字数を整えながら作成

難しいことを考えずにまずは動いてみて、自分に

し、その本文をスマートフォンに送り、空き時間に

合った勉強方法を探しながらチャレンジしてみて下

見るというやり方で覚えました。

さい。

【著者紹介】 中村 友樹（なかむら ゆうき）
長岡技術科学大学大学院建設工学専攻を卒業。平成28年長岡市入庁（土木職）
。土木部下水道課で下水道の維持・修繕などの職務を経て現職。
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「基礎から学ぶインフラ講座」では、これまで「河川」「道路」「港湾」等の各事業ごとに管理区分、事業制度等をわかりやす
く体系的に解説し、各事業に共通する「入札契約」について関係法令や入札方式等を解説してきました。今号は「ダム事業（1）」
です。専門知識を有する上司や先輩が少ない職場の会員や新規採用、人事異動によって初めて当該事業を担当する会員の皆様が
基礎的知識を習得する際等にお役立てください。

基礎から学ぶインフラ講座

基礎から学ぶダム事業（１）
もろ

はし

たく

諸 橋
1．はじめに

み

拓 実＊

水（I）、発電（P）等があり、治水や利水それぞれ

気候変動等による降雨の更なる激甚化、頻発化が

単独の役割のみを担う「治水専用ダム」「利水専用

懸念される中、気候変動による外力の増大に対して、

ダム」や、治水と利水の複数の役割を有する「多目

河川の上流で洪水を貯留し、下流の一連区間の水位

的ダム」があります。１）

を下げるダムの重要性は益々高まってきています。

⑴ 治水（F：Flood Control）

国土交通省所管のダム建設事業は、現在、66事業

大雨の際に上流の水を貯めて、下流に流す水の

を進めています（令和３年度時点）
。また、ダムは

量を調節（洪水調節）することで、河川が増水し

運用の変更や施設の改良によって気候変動により激

て溢れることを防止または軽減することを目的と

甚化・頻発化する降雨に対して的確に対応する可能

しています。近年、洪水調節のみを目的とするダ

性を有しており、国土交通省では、ダムの新設に加

ムにおいて、「流水型ダム」を採用する例もあり

え、ハード・ソフトの両面から既設ダムの機能向上

ます。流水型ダムとは、普段はダム湖に水を貯留

を図る「ダム再生」の取組を行っているところです。

せず自然河川に近い状態で水が流れ、洪水時にの

本稿では、こうした背景も踏まえつつ、ダム事業
に関する基本的事項を理解していただくことを目的

み水を貯留するダムです。
⑵流水の正常な機能の維持（N：Normal Function

として、ダムの役割や建設事業の流れ等を紹介しま

of the River water）

す。ダムの設計や工事を担当する職員だけでなく、

流水の正常な機能の維持のための用水で、渇水

横断調整部局等の方々のご参考になれば幸いです。

時に生物に影響が生じたり、水質の悪化等を防ぐ

2．ダムの役割
河川法においてダムとは、高さ（基礎地盤から堤

ために、貯留している水を下流に補給することで
必要な流量を保つこと等を目的としています。ま
た、ダムができる前からの農業用水に使用する役

頂まで）が15m以上のものをダムと定義しています。

割もあります。

ダムはダム毎に様々な目的を有しており、建設する

⑶ 農業（A：Agriculture）

ダムの目的に応じて事業主体も異なっています。
１）ダムの目的
ダムの役割には、洪水を防ぐことを目的とする「治
水」や、下流河川に水を供給したり、発電すること

農地に安定して水を供給し、渇水時の干ばつ被
害の軽減を図ることを目的としています。
⑷ 上水道（W：Water Supply）
水道用水を安定して供給することを目的として

を目的とする「利水」などの役割があります。ダム

います。

の主な目的としては、治水（F）
、流水の正常な機

⑸ 工業（I：Industrial Water）

能の維持（N）
、農業（A）
、上水道（W）、工業用

工業用水を安定して供給することを目的として

＊国土交通省 水管理・国土保全局 治水課 大規模構造物技術係長
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います。
⑹ 発電（P：Power Generation）
水力発電に用いる水を貯留することを目的とし
ています。貯留した水を高い位置から落とす勢い
を利用して発電を行うため、発電時にCO2を排

出しないクリーンなエネルギーです。
２）事業主体

治水（F）及び流水の正常な機能の維持（N）を
目的とするダムを建設する場合は、河川管理者（国

ります。重力式コンクリートダムは、水圧をダムの
重さで支える型式です（写真−１）。アーチ式コン
クリートダムは、上から見た形がアーチとなってお
り、アーチの持つ力学的特性により、水圧を左右岸
や底部の岩盤で支える型式です。アーチ式コンク
リートダムは重力式コンクリートダムよりも堤体を
薄くすることができ経済的ですが、堤体を支える両
岸に大きな力が作用するため、強固な岩盤が必要と
なります（写真−２）。

もしくは都道府県）が事業主体となり、発電など利
水のみを目的とするダムを建設する場合は、発電事
業者などの利水者が事業主体となります。
また、治水と利水の両方の目的を有する多目的ダ
ムを新たに建設する場合において、国が事業を実施
する場合は、特定多目的ダム法（昭和32年法律第
35号）に基づき、事業に参画する利水者（共同事
業者）からそれぞれが得られる効用に応じた費用負
担を求め、国土交通省が事業を実施します。この場
合、ダム堤体等の施設（利水専用施設を除く）の持
ち分は国に帰属し、共同事業者は貯留している水を

苫田ダム
写真－1

使用する権利（ダム使用権）を費用負担割合に応じ

重力式コンクリートダム

て得ることとなります。なお、都道府県が多目的ダ
ムを建設する場合は、特定多目的ダム法は適用され
ず、河川法（昭和39年法律第167号）第17条に基
づき、兼用工作物として事業を実施することとなる
ため、ダム堤体等の施設の持ち分は協議して定める
こととなっています。
また、
水資源開発水系に指定されている７水系（利
根川、荒川、豊川、木曽川、淀川、吉野川、筑後川）
において、ダム、水路等の水資源開発施設を建設・
管理する場合は、独立行政法人水資源機構において
事業を実施する場合があります。

3．ダムの型式
ダム堤体に使用する材料によって分類すると、
コンクリートで構成される「コンクリートダム」、
堤体の大部分を岩石、土砂及び砂で構成される「フィ
ルダム」などに分かれます。また、近年では、前述
の２種類に加え、台形CSGダムの建設も行われて
います。１）
１）コンクリートダム
主なコンクリートダムとしては、
「重力式コンク
リートダム」と「アーチ式コンクリートダム」があ
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鳴子ダム
写真－2

アーチ式コンクリートダム

２）フィルダム
フィルダムは土砂や岩石を盛り立てて作るダムで
あり、底幅の広い堤体となるため、地盤の比較的弱
い場所でも大きなダムを建設しやすいという特徴が
あります。フィルダムには、堤体材料に細粒の土質
材料を用いる「アースダム」と、岩石を用いる「ロッ
クフィルダム」があります。また、堤体材料の分類
だけでなく、構造面（遮水形式）の分類もあります
（写真−３）。

表－１

河川砂防技術基準【設計編】第２章ダムの設計

節番号

奈良俣ダム
写真－３

ロックフィルダム

３）台形CSGダム
台形CSGダムの堤体材料には、現地発生材（石
や砂れき）とセメント、水を混合してつくるCSG
（Cemented Sand and Gravel）を用います。堤
体断面形状が台形形状をしていることから、台形
CSGダムと呼ばれます。台形CSGダムの特徴とし
ては、堤体材料に現地発生材を用いるため、環境に
配慮でき、低コストの材料であるため経済的という
特徴があります（写真−４）
。

節タイトル

第１節

総説

第２節

ダムの基本形状、型式及び位置の決定

第３節

ダム設計の基本条件

第４節

コンクリートダムの設計

第５節

フィルダムの設計

第６節

ダムの基礎地盤の設計

第７節

洪水吐き及びその他の放流設備の設計

第８節

ゲートの設計

第９節

管理設備の設計

第10節

試験湛水

第11節

ダム再生

第12節

ダムの耐震性能照査

5．ダム建設事業の予算制度
ダム建設事業の予算制度の仕組みを図−１に示し
ます。ダム建設事業においては、ダムの目的毎に事
業に参画する者が費用を負担することとなります。
なお、利水目的に対しては、それぞれの所管省庁か
ら補助制度が整備されている場合もあります。国が
多目的ダムを建設する場合は、特定多目的ダム法に
基づき、分離費用身替り妥当支出法により、費用負
担割合を決定することを基本としています。分離費

サンルダム
写真－４

用身替り妥当支出法の詳細については、参考文献４）

台形CSGダム

4．ダム建設事業に関連する技術基準

等をご覧ください。
治水予算に関する予算制度を表−２に示します。

ダムの構造に関する主な基準としては、河川管理

治水事業においては、国・都道府県が費用を負担し

施設等構造令（政令）
、河川砂防技術基準（通達）

て事業を実施しており、ダム建設事業において大規

があります。河川管理施設等構造令（昭和51年政

模事業（総事業費120億円を超えるもので、かつ貯

令第99号）は、河川法13条に基づく政令であり、

水容量800㎥以上）に該当する場合は、国の負担率

ダム・堤防等の主要なものの構造について管理上必

が一般事業と異なるという特徴があります。

要な一般的技術基準を定めたものです。

２）

河川砂防技術基準は、ダムを含めた河川行政の技
術分野に関する技術的事項の「標準」を定めた通達
です。本基準は、調査編・計画編・設計編・維持管
理編（河川・ダム・砂防編）で構成されており、そ
３）
の後の状況の変化に合わせて改定を行っています。

河川砂防技術基準のダムに関する記載内容の例とし
て、
【設計編】の「第２章
項目を表−１に示します。

ダムの設計」に記載の
図－１

ダム建設事業の予算制度の仕組み
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表－２

ダム建設事業の予算の枠組み

事業名

国の負担率・補助率

特定多目的ダム建設事業
直轄事業

直轄河川総合開発事業
直轄流況調整河川事業

水資源機構事業

建設事業

補助多目的ダム建設事業
補助事業
補助治水ダム建設事業

大規模事業 7/10
一般事業
2/3
大規模事業 7/10
一般事業
2/3
一般事業

※1
※2

5.5/10
※1
※2

大規模事業 7/10
一般事業
2/3
（一級河川） ※3
大規模事業 5.5/10
一般事業
1/2
（二級河川）
1/2

※4

（一級河川） ※3
大規模事業 5.5/10
一般事業
1/2
（二級河川）
1/2

※4

＜参考文献＞
１）国土交通省水管理・国土保全局、「ダム
コレクション」、https://www.mlit.go.jp/
river/damc/index.html
２）国土開発技術センター編、「改定 解説・河川管理
施設等構造令」、技報堂出版
３）国土交通省水管理・国土保全局、「河川砂防技術基
準」、https://www.mlit.go.jp/river/
shishin_guideline/gijutsu/gijutsukijunn/
index2.html
４）財団法人ダム技術センター編集、
「多目的ダムの建
設」、財団法人ダム技術センター

−次号に続く−

※1大規模事業：公共費120億円を超えるもので、かつ貯水容量800万m3以上（ダム事業の場合）
※2北海道は8.5/10、沖縄は9.5/10
※3北海道の大規模事業は7/10、一般事業は2/3
※4北海道は5.5/10、奄美は6/10、沖縄は9/10

【著者紹介】 諸橋 拓実（もろはし たくみ）
平成28年東北大学大学院工学研究科土木工学専攻修士課程修了。国土交通省中国地方整備局出雲河川事務所調査設計課及び管理第一課、
大臣官房技術調査課技術分析係長を経て現職。

Dr.クマの
“健康のヒント”
心臓だから不安
昨夜のこと、動悸が打って苦しいと家人が言う。

り、めまいが起きるようなときは詳しく検査しま

念のために簡単に診察すると、脈が早めで時々不整

しょう、とお話ししている。一方で、詳しく調べま

脈が出ている状態である。深刻な病気の徴候はない

しょうと必ずお願いするのが、脈が１分間40回未

ため、水でも飲んで安静にしておくよう伝えると、

満で意識が遠のくとき、運動もしていないのに突然

対応が冷たいと言う。心臓が止まるんじゃないか、

脈が速くなって息苦しさなどの症状が出るとき、脈

とも。患者さんはこういう気持ちなのだな、と感じ

のリズムがばらばらで拍動が弱々しいとき、などで

る。心臓で起きていることだから不安に感じてしま

ある。現在、アップル・ウォッチなどのデバイスを

うは当然だ。不整脈は心臓の拍動が早い、遅い、不

使って不整脈をモニタリングできるようになってい

規則に打つなどの状態なのだが、心配ないことの方

るし、適切な治療法も進歩している。よい時代になっ

が圧倒的に多い。もっとも多いのが期外収縮といい、 たものだと思う。家人の不整脈は私のアップル・
リズムからずれて早いタイミングで打ってしまうも

ウォッチで確認したことは言うまでもない。

のだ。私は患者さんに、これは心臓のしゃっくりみ
たいなものでほとんど心配はないが、ずっと続いた
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2020年12月号より「学ぶ・つなぐ・広げる」を連載しています。インフラの整備・管理を通じて社会に貢献するという重要な
使命を果たすため、全国の建設技術関係者は、連携・交流を図りつつ、自らの技術力を向上させ、成長していく努力を積み重ね
ています。本コーナーでは、各地で進められている様々な取組を紹介していきます。

学ぶ・つなぐ・広げる
みらいへ技術を紡ぐ全建技術者の組織拡充
〜市町村職員等における全建（建設関係技術職員）加入への道筋〜

もち

づき

望 月

1．はじめに
山梨県建設技術協会は昭和22年に発足して以来
74年余りの間、技術と伝統を引き継ぎ、数多くの
活動を実施しながら発展してきた。発足当時の会員
数は137名と少なく、日本の経済成長に伴い会員数

まさる
＊

優

当協会への加入を検討するよう度重なる説明を実施
した。その結果、令和３年12月現在517名まで増
加に転じてきている。
本稿では、協会員の増となった要因の一成果につ
いて紹介するものである。

を増しながら、平成16年度にはピークで602人と
約５倍の規模の組織となった。しかしながら、平成

2．会員数の変動と課題

17年度以降は県庁の組織改編や計画的な人員削減

当協会は、山梨県建設技術関係者の伝統の蓄積及

に伴い徐々に会員数は減少し、令和元年度にはピー

び技術向上を図りながら、事業の合理化と進展に寄

ク時の約８割となる475人の会員で組織を運営して

与するとともに、会員相互のより一層の親睦を図る

いる。

ことを目的として活動し、協会は、山梨県、（公社）

山梨県内に存在する建設技術協会は、当協会（県

山梨県建設技術センター、山梨県道路公社、山梨県

職員及び
（公社）
山梨県建設技術センター
で構成）と甲府市のみであり、そのほか
の市町村職員は建設技術協会に所属して
いない状況であった。
この様な中、このままでは組織力の低
下につながると危機感を持ち、どうすれ
ば会員の増加と組織力の向上につながる
のか試行錯誤し、検討をしてきた。
また、市町村においては、技術職員が
少なく、技術職員の確保及び技術水準の
向上が大きな課題となっていることから、

図−１

会員数の推移

＊山梨県 県土整備部 砂防課 副主幹
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下水道公社、過去に県土整備部に交流があった技術

が出向き窓口となるキーパーソンに全建の紹介と加

職員で構成している。

入の説明を行い、すべての職員に聞き取りをしても

会員数の推移は、図−１に示すとおり、平成16

らうようにお願いをした。

年度までは発足時の５倍と右肩上がりで平成17年

職員に説明するにあたり、全建のポイントを取り

度以降は右肩下がりの傾向となっており、今後も何

まとめた資料を作成して参考としてもらった。内容

もしなければ、そのまま人数の減少が続くと想定さ

としては、技術力を高めるための、月刊「建設」・

れる。

全建講習会・県独自の技術発表会（写真−１）、職

また、市町村においては、今まで全建への勧誘は
行っておらず、そもそも技術職員数が少なく、独自
の研修等もできず、技術職員の確保及び技術水準の
向上が大きな課題であるとの相談が多くあった。
昨今の自然災害の激甚化やインフラ整備・管理に
関する情勢のめまぐるしい変化に対応するため、全
建の機関誌や研修会等による技術力向上、技術職員
どおしの連携・交流（横の繋がり）を深めることが
必要と考え、加入者増加の取組を計画することとした。

3．市町村職員への入会のすすめ

写真−１

技術発表会

全国多くの都道府県の建設技術協会では、市町村
の職員が会員になっているものの、この取組を始め
るまでは、山梨県建設技術協会の会員は、県職員及
び（公社）山梨県建設技術センターのみで構成され
ており、県内の市町村職員には入会の案内を行って
こなかったのが現状であった。そこで、会員数減少
の歯止めをかけるべく未加入の市町村職員に、県職
員と市町村職員の垣根をとり、技術力の向上及び相
互の意思疎通をより一層図るため加入のアプローチ
を行った。本県では、市町村との交流人事があるた

写真−２

各種スポーツ大会

め市町村に戻った職員に全建の存在を認知している
かとの聞き取りを行ったところ、ほとんどの職員が
知らないとの回答であった。
１）市町村職員へのアプローチ
入会へのアプローチにあたり、どのような方法で
説明する機会を得るのかという点に苦慮した。その
中で、各市町村の建設関係の長と出先の建設事務所
長が要望等で面識があるということを利用すること
とした。各建設事務所長に当協会長から日程調整の
依頼を行い、その日程に合わせて、会長及び事務局
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写真−３

現地研修会

学ぶ・つなぐ・広げる

員の業務の安全を担保する建設系公務員賠償責任保

②親睦を深めるスポーツ大会等が縮小される中、

険、親睦を深めるための年２回のスポーツ大会（写

このような機会に巡り会えてより一層の交流が

真−２）
、現地研修会（写真−３）等をわかりやす

深められた。

く取りまとめて、加入の促進を図った。
２）アプローチの結果
全建加入に伴うメリットの説明を行った結果、３
市24人の新規加入が確保できた。また、県職員で
未加入であった技術職員にもアプローチを別途行い、
併せて令和２年度から45人の増員、総勢517名と
なった。
新規加入の職員からは、「県独自の研修会に期待」
「全国の現場が見られる全建の研修会が楽しみ」
「い
ろいろな研修会の要望」などの意見があり、今後の

③月刊「建設」などにより、技術力のスキルアッ
プにつなげられた。
④市町村では見ることのできない現場の見学、講
習会により知識が高まった。
⑤保険制度があることを知り、今後の業務の拠り
所として利用したい。
⑥国の制度やトピックスなど最新の建設行政の話
題を知ることができた。
⑦他の地方自治体職員の活動状況に触れて、現在
担当している仕事の参考になった。

取組が会員数の増加につながる重要な要素となった。
３）規約等の改正

6．今後の取組

当協会の規約にはこれまで、会員として記載が無

今回紹介した取組については、まずは県内の一部

かった多くの市町村職員が加わったため、規約の一

の市町村に対して加入してもらえるかどうかを確立

部を改正し、市町村職員の役目を明記した。これに

するために試行的に行ったものである。今後は、未

より、全建活動の一翼を担ってもらうべく協力体制

加入の市町村にも積極的にアプローチを行い、未来

を築きあげた。

へ技術を紡ぐ全建技術者の組織を今以上に拡充しさ
らなる会員増加につなげて行きたいと考えている。

4．全地方協会活動への参加
当協会の一年を通じての活動としては、春のソフ

7．おわりに

トテニス大会に始まり、秋のソフトボール大会、技

今回の取組に伴い、当協会は今まで市町村の組織

術発表会及び現地講習会と開催され、通常総会の開

率が低かったが、加入していただいた市町村職員の

催で引き継ぎを行っている。しかし、令和２年４月

おかげで、組織率も向上することができた。

から３年10月までは残念ながらコロナの影響によ

今後も市町村に説明する機会を増やし、より一層

り諸々の活動が中止や書面での開催となったが、よ

の会員の増加に務めることとし、また、コロナの影

うやく令和３年の秋から、技術発表会、現地講習会、

響から会員増加の取組が抑制されていたが、予防体

スポーツ大会が開催され、会員相互の親睦を深める

制を整えながら今後も積極的な活動を行っていきたい。

ことができた。

また、この場をお借りいたしまして会員増加にご
尽力いただきました関係各位に感謝申し上げます。

5．新規加入会員の声
新規に加入した会員の声をいくつか紹介する。
①今まで市町村職員間の交流のみであったが、県
職員や他県の技術職員と交流が持てて良かった。

【著者紹介】 望月 優（もちづき まさる）
平成10年山梨県庁入庁（土木職）。河川砂防管理課、道路課の職務に従事。令和元年 山梨県建設技術協会事務局長。峡東建設事務所道路
課主査を経て現職。
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寄

稿

令和４年度土木工事積算基準等の改定
ふじ

なみ

藤 浪
1．はじめに
国土交通省では、建設現場を取り巻く環境の変化
や最新の施工実態を踏まえ、直轄土木工事を対象と

し

業は約半分となっている。そのため、中小企業への
ICTの普及が課題となっている。
１）小規模土工に対応したICT実施要領等の策定

する積算基準を、毎年度、改定している。令和４年

中小建設業が施工する現場は比較的小規模な現場

度の改定では、働き方改革に取り組める環境整備、

が多いため、小規模な現場に対応したICT施工の導

i-Constructionの更なる拡大、円滑な施工体制の確

入が求められている。そこで、都市部や市街地など

保の３つの施策方針の中で基準を改定した。また、

の狭小現場でも小型のマシンガイダンス（MG）技

企業として継続するために必要な経費の対象等を考

術搭載バックホウを使うことでICT施工を可能とす

慮し、低入札価格調査基準の計算式を改定した。本

るICT実施要領等を策定した（図－１）。

稿では、これらの主な基準改定の概要を紹介する。

2．働き方改革に取り組める環境整備

これにより、ICT施工により丁張作業を行うこと
なく作業が行えるため、土工作業全体の迅速化、現
場の補助員削減による安全性の向上等が期待できる。

時間外労働規制を見直した改正労働基準法の適用

また、ICT土工・床掘工・小規模土工・法面工にお

について、建設業は５年間の猶予が設けられている

ける出来形管理は、衛星測位（RTKGNSS）やトー

が、法適用がなされる令和６年４月まで残すこと２

タルステーション（TS）等を活用した断面管理を

年となった。

標準とし、市販のモバイル端末を活用した面管理も

また、令和元年６月には、新・担い手３法が改正
され、週休２日の確保をはじめとする適正な工期設

活用可能となる。
２）３次元起工測量及び３次元設計データ作成費用

定が発注者の責務として明確に位置付けられている。

見積り参考資料の改定

このように、建設業における技術者・技能労働者の

ICT施工に伴う３次元起工測量、３次元設計デー

週休２日の確保が喫緊の課題となっている。

タ作成の積算について、原則として見積徴収による

・週休２日工事における間接工事費等の補正

積上げとしているが、見積りの妥当性を判断するに

国土交通省では、平成29年度より現場閉所の状

あたり参考となる見積り参考資料を令和２年度に作

況に応じた週休２日工事の経費補正を実施してきた

成しており、施工現場の実態にあわせ、見積り参考

が、実態調査の結果を踏まえ、令和４年度も補正係

資料の算定式を改定することとした（図－２）。

数を継続することとした（表－１）
。
また、令和元年度より試行を開始した交替制によ
る休日確保を推進するモデル工事の補正係数につい
ても、令和４年度も継続することとした。

3．i-Constructionの更なる拡大
国土交通省では、i-Constructionの推進を図るた
め、ICTの全面的な活用などの取組を進めてきたが、

4．円滑な施工体制の確保
円滑な施工体制を確保することは、公共事業予算
の計画的な執行とともに、建設現場の魅力向上にも
資するものであり、毎年度、建設現場の実態を踏ま
えて基準改定に反映してきたところである。令和４
年度は、以下に示す事項について改定を行った。
１）少雪時における除雪工事の積算（精算時）の試行

直轄工事の中でも、全国企業では９割以上がICT施

道路除雪は降雪量に応じて毎年度の工事量が大き

工実績を有する一方、地域企業ではICT施工経験企

く変動する工事であり、工事を受注する除雪事業者

＊国土交通省 大臣官房 技術調査課 事業評価・保全企画官
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表−１ 週休２日工事における間接工事費等の補正
週休２日の補正係数

○週休２日の実現に向けた環境整備として、現場閉所の状況に応じた労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費、
現場管理費の補正係数を継続
4週6休以上7休未満
(21.4%以上25.0%未満)

4週7休以上8休未満
(25.0%以上28.5%未満)

労務費

1.01

1.03

1.05

機械経費(賃料)

1.01

1.03

1.04

共通仮設費

1.02

1.03

1.04

現場管理費

1.03

1.04

1.06

現場閉所率

4週8休以上
(28.5%以上)

週休２日交替制モデル工事の試行

○交替制モデル工事における週休２日の実現に向けた環境整備として、技術者、技能労働者の休日確保の状況に
応じた労務費、現場管理費の補正係数を継続
4週6休以上7休未満
(21.4%以上25.0%未満)

4週7休以上8休未満
(25.0%以上28.5%未満)

4週8休以上
(28.5%以上)

労務費

1.01

1.03

1.05

現場管理費

1.01

1.02

1.03

休日率

施工フロー （土工）

適用範囲
■ICT床堀工

■ICT土工
1,000m3未満の施工に
小型バックホウを適用

土量(m3)

■ICT小規模土工

平均施工幅2m未満の施工に
拡大

ICTﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型）
山積1.4m3

１万

ICTﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型）
山積0.8m3

0.1万

ICT(MG)ﾊﾞｯｸﾎｳ
0 (ｸﾛｰﾗ型）山積0.45m3

土量(m3)

ICT(MG)
ICT
ﾊﾞｯｸﾎｳ
小規模土工
(ｸﾛｰﾗ型)
にて対応
山積
0.45m3
0

1,000m3未満の法面整形
作業において、小型バック
ホウを適用

土工量100m3未満や施工幅1m
未満の施工に拡大

土量(m3)

5万

■ICT法面工

1m
未満

土量(m3)

200

ICT
ﾊﾞｯｸﾎｳ
(ｸﾛｰﾗ型)
山積0.8m3

幅
深

掘
削
作
業

等
測
定

ICTﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型）
山積0.8m3

埋
戻
作
業

締
固

機
材
搬
出

100
ICT(MG)ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型）山積0.28m3
ICT(MG)ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型）山積0.13m3

2m
平均施工幅(m)
未満

0

1m
未満

２m
未満

〇機械施工に小型MGバックホウを活用
〇現場状況により施工方法を選択
GNSSを活用した小型MGバックホウ

機
材
搬
入

自動追尾型TS等を活用した
小型MGバックホウ

0.1万

平均施工幅(m)

0

フローで囲みがないものは
従来手法を想定

ICT(MG)ﾊﾞｯｸﾎｳ
(ｸﾛｰﾗ型）山積0.45m3

〇出来形・出来高計測はRTKGNSSやTS等による
断面管理を標準
〇面管理を行う場合はTLSなどの従来面管理手法に加え、
モバイル端末を活用可能
断面管理

面管理

RTKGNSSやTS等による出来形管理

モバイル端末

図−１ 小規模土工に対応したICT実施要領等の策定

共通仮設費
（技術管理費）

現場ごとに見積り

①ドローン等による３次元測量

共通仮設費
（技術管理費）

現場ごとに見積り

②３次元測量データによる設計・
施工計画

３D起工測量費用（単位：万円）

y = 16.355ln(x) - 16.303

(現行）

項

目

①

3次元起工測量

②

3次元設計データ作成

計上項目

積算方法

共通仮設費

見積徴収 に
よる積上げ

３D設計データ作成
費用（単位：万円）

y = 9.9959ln(x) - 0.6977

土工量（単位：ｍ３）

算定式による見積費用

土工量 １，０００ｍ３
土工量 ５，０００ｍ３
土工量 １０，０００ｍ３
土工量 ３０，０００ｍ３

起工測量費用 ９７万円
起工測量費用 １２３万円
起工測量費用 １３４万円
起工測量費用 １５２万円

土工量（単位：ｍ３）

３次元設計データ作成費用
３次元設計データ作成費用
３次元設計データ作成費用
３次元設計データ作成費用

６８万円
８４万円
９１万円
１０２万円

図−２ ３次元起工測量及び３次元設計データ作成費用見積り参考資料の改定
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①直接工事費
＜現行＞

＜試行＞

〇除雪機械の運転時間または運転日数に応じて、出来高
（機械損料等）と待機費を算定
※

〇下記で算定する固定的経費より、左記で算定した経費が大きい場合

⇒現行のまま
〇下記で算定する固定的経費より、左記で算定した経費が小さい場合

⇒下記により機械損料の固定的経費を算定
※

固定的経費＝Σ（Ｋ・Ｄ）

※

Ｋ ： 除雪機械の機種や台数ごとに、償却費(1/2)と管理費(保険料、租税公課、
格納保管等経費）を積み上げ（円/日）
Ｄ ： 除雪体制確保期間【除雪機械の確保期間】（日）

※
運転１時間当たりの換算値損料を活用。
※

②間接工事費
直接工事費に対応した間接工事費※１を率計算から計上※２
※１：除雪機械の機種や台数に応じて、その管理に要する準備費、営繕費、労務管理費、従業員給料手当などを計上することになる。
※２：間接工事費＝ 共通仮設費 ＋ 現場管理費 ＋ 一般管理費等
共通仮設費＝直接工事費 × 共通仮設費率
現場管理費＝（直接工事費 ＋ 共通仮設費 ） × 現場管理費率
一般管理費等＝（直接工事費 ＋ 共通仮設費 ＋ 現場管理費 ） × 一般管理費等率
（除雪機械を発注者から無償貸与している場合は、直接工事費は無償貸与機械評価額を対象）

図−３ 少雪時における除雪工事の積算（精算時）の試行
表−２ 大規模災害における復興係数・復興歩掛

復興係数
間接工事費
を補正

岩手・宮城・福島県内

熊本県内

広島県内

適用時期

H26.2.3

H29.2.1

R1.8.19

対象工種

全ての土木工事

全ての土木工事

全ての土木工事

補正率

復興歩掛
歩掛の日当
たり標準作業
量を補正

共通仮設費：1.5

共通仮設費：1.1

共通仮設費：1.1

現場管理費：1.2

現場管理費：1.1

現場管理費：1.1

適用時期

H25.10.1

H29.2.1

R1.8.19

対象工種

土工

土工

土工

補正率

土工：標準作業量を10%低減

土工：標準作業量を20%低減

土工：標準作業量を20%低減

にとっては安定した収入を確保しにくい傾向にある。

法の試行を開始している（図－３）。

そのような中、令和元年度は全国的に記録的な少雪

２）大規模災害における復興係数・復興歩掛

となり、一部の地域を除いて除雪の出来高が上がら

岩手県、宮城県、福島県（東日本大震災）
、熊本

ず、除雪事業者において作業員の確保や重機の維持

県（熊本地震）及び広島県（西日本豪雨）の各被災

といった最低限必要となる経費をまかなうことが困

地においては、復興事業に伴う工事量の増大により

難になるという課題が発生した。これを受け、道路

資材やダンプトラック等の不足が発生し、作業効率

除雪工において、令和３年12月から、少雪時にお

が低下している。このため、
実態調査の結果を踏まえ、

いても固定的に発生する経費を計上できるよう、除

間接工事費の補正等について一部見直しを行ったう

雪機械の機種や台数に応じて固定的経費（①直接工

えで、令和４年度も継続することとした（表－２）
。

事費分＋②間接工事費分）を計上する新たな積算方
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寄
３）一般管理費等率の改定
最新の本社経費の実態を反映し、

一般管理費等率の改定
25.0%

一般管理費等率を改定することとし

20.0%

た（図－４）
。

15.0%

４）鋼橋積算基準の改定

10.0%

鋼橋製作工の間接工事費率や材料

5.0%

費について、経費等の実態を踏まえ

0.0%

改定するとともに、桁輸送費につい
て、燃料費などの輸送費用の実態を

＜河川工事の場合＞
※直接工事費１億円の工事では、
一般管理費等率 約1.4%増
（約2.1百万円 増）

500万

500万円以下

500万円超え30億円以下

30億円超え

22.72%

-5.48972×LOG(Cp)+59.4977

7.47%

500万円以下

500万円超え30億円以下

30億円超え

23.57%

-4.97802×LOG(Cp)+56.92101

9.74%

【
改定】

低入札価格調査基準は、予算決算

Cp：工事原価(円）
※前払金支出割合が３５％を超え４０％以下の場合

及び会計令第85条において、
「当該

図−４ 一般管理費等率の改定

契約の内容に適合した履行がなされ
ないこととなるおそれがあると認め
られる場合」の基準と定められてい
る。この基準に基づいて算出した価
格を下回った場合には、履行可能性
についての調査を実施し、履行可能
性が認められない場合には、落札者
とはしないこととしている。
今般、最近の諸経費動向調査の結
果に基づくとともに、企業として継
続するために必要な経費の対象を考
慮し、工事の低入札価格調査基準の
計算式を改定した（図－５）
。

6．おわりに
現在、建設業が直面している課題
はどれも容易に解決できるものでは
ない。しかし、働き方改革や生産性
向上、施工の円滑化、ダンピング対
策の徹底などに先導的に取り組み、
課題の解決に向けて、直轄土木工事
の発注者としての責任を果たしてま
いりたい。

30億円

【
現行】

踏まえ、
改定することとした（表－３）
。

5．低入札価格調査基準の計算
式の改定（工事）

稿

表−３

【鋼橋製作工】
●間接工事費
現行

改定

鋼橋積算基準の改定
●桁輸送費

間接労務費率

37.6%

40.8%

種 別

工場管理費率

28.8%

33.5%

鈑桁（鋼床版鈑桁除く）

●材料費

現行

鋼床版鈑桁

寸法エキストラ
種 別

現行

改定

Y＝18.44X＋12,409

Y＝29.31X＋ 8,572 Y＝29.94Ｘ＋12,939
Y＝22.03X＋ 7,040 Y＝24.95X＋14,523

1,000円／ｔ 1,200円／ｔ

トラス・アーチ・ラーメン

ボックス形式

1,600円／ｔ 1,900円／ｔ

横断歩道橋

現行

改定

鋼 板

15%

17%

Y＝33.11X＋14,686

箱桁（鋼床版箱桁除く）

ガーダー形式

ロス率（割増率)
種 別

改定

Y＝34.71X＋ 8,047 Y＝35.07X＋13,051

Y＝55.88X＋15,778

Y＝80.84X＋11,938

Y：輸送単価（円/ｔ）

スクラップ率
現行

改定

70%

80%

X：輸送距離（km）

副資材費（溶接などの消耗材料）
現行
改定
12,000円／ｔ

16,400円／ｔ

（参考）鋼材単価の算出式
鋼材単価＝（ベース価格＋エキストラ）×（１＋ロス率）－（スクラップ単価）×スクラップ率×ロス率

○令和４年4月1日以降に入札公告を行う工事を対象に、低入札価格調査基準の計算式を改定。
「一般管理費等×0.55」 ⇒ 「一般管理費等×0.68」
R4.4.1～

現行

【範囲】

【範囲】

予定価格の

予定価格の

7.5/10～9.2/10

7.5/10～9.2/10

の範囲内で設定

【計算式】

の範囲内で設定

【計算式】

・直接工事費×0.97

・直接工事費×0.97

・共通仮設費×0.90

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.90

・現場管理費×0.90

・一般管理費等×0.55

・一般管理費等×0.68

上記の合計額×消費税

上記の合計額×消費税

※計算式により算出した額が上記の「範囲」を上回った（下回った）場合には、上限（下限）値で設定。

図−５

低入札価格調査基準の計算式の改定（工事）

【著者紹介】 藤浪 武志（ふじなみ たけし）
昭和57年生まれ。平成17年３月九州大学工学部地球環境工学科卒業、平成19年九州大学大学院建設システム工学専攻卒業。平成19年国土
交通省入省（港湾局振興課）。四国地方整備局道路計画課長、外務省地球規模課題総括課課長補佐、道路局企画課課長補佐等を経て現職。
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後輩技術者に向けたメッセージ

技術者の自負を持って
臆せず楽しくチャレンジ！
おお

いし

大 石

1．はじめに

ぞう
＊

耕 造

以下に示すのは、私が入庁してから30代前半ま

最近、大学の先生から「近頃の公務員技術者は技

でに果敢に楽しく取り組んだ仕事である。成功体験

術の話をしなくなった」
「自治体の技術者が何をし

を中心に書いているため、自慢話のようになって申

ているのか見えない」との指摘を受けた。土木系の

し訳ないが、ご容赦願いたい。

学生が公務員技術者を志望しない一因はそこにある

１）舞鶴港港湾計画の改訂（入庁３～４年目）

とのことだった。

京都府に入って最初の配属は港湾課。入庁３年目

会員の皆さんは大半が土木系公務員技術者だと思

に舞鶴港港湾計画の改訂を担当することになった。

うが、技術者としての自負を持って仕事をしている

港湾計画は取扱貨物量や施設計画を定める法定計画

だろうか。私は、若い頃、尊敬する上司から「公務

で、概ね10年ごとに改訂する大仕事であったが、

員技術者たるもの、技術職として採用されたからに

先輩方はすでに多くの事業を抱えていたこともあり、

は公務員である前に一介の技術者たれ」との薫陶を

若輩の私にお鉢が回ってきた。

受け、常にその言葉を胸に仕事に取り組んできた。

当時の私は、怖いもの知らずで、何でも首を突っ

皆さんが技術者として活き活きと働く姿を見せて

込みたくなる性分であったため、担当の打診があっ

こそ、公務員技術者の存在意義や魅力の向上につな

たときは「はい、やります」と即答した。計画改訂

がるものだと思う。社会環境や価値観が大きく変化

のため新たに運輸省から出向してこられた係長の指

し、参考になるかどうかわからないが、私が元気に

導を受けながら、貨物量推計や計画資料の作成を

楽しく仕事をしていた頃のエピソードを紹介するこ

行ったが、当時はパソコンもメールもなく、手書き

とにより、公務員技術者の仕事の楽しさや醍醐味に

で資料を作っては、何度も運輸省第三港湾建設局（当

気づいていただければ幸いである。

時）へ協議に通った。協議は夜遅くまで続くことも

2．どんな仕事にも果敢にチャレンジしよう！

あったが、運輸省から来られた係長は出来の悪い私
に我慢強く付き合ってくださった。協議を終えて神

土木に限らずどんな仕事でも、気持ちが入らず

戸から京都へ帰る東海道線の終電（ボックス席では

嫌々やっていては、成果は上がらない。初めて担当

ない！）の中で、牛丼を一緒に食べたことは忘れら

する仕事や難しい課題解決を命ぜられたときは不安

れない思い出である。また、ヒアリングのために「韓

な気持ちになると思うが、それ以上に未知の仕事に

国大使館へ行くよ」と声をかけられたときは仕事の

対する興味や大事な仕事を任せてもらえたことのう

スケールの大きさに驚いた。この仕事をやり遂げた

れしさなどを感じて、思い切って取り組んでほしい。

ことで、公務員技術者としてやっていく自信がつく

特に、若い人にはちょっと背伸びするくらいの仕事

とともに、東アジアの政治情勢等に翻弄されながら

を積極的につかみにいってほしい。

も、京都府発展のために頑張る京都舞鶴港が大好き

＊一般財団法人 京都技術サポートセンター 理事長
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になった。

した写真を年賀状にしたものである。自分が担当し

京都舞鶴港は、その後の状況変化に応じて、計画

た橋梁が我が子のように思えて、ヘルメット、ドカ

見直しを行いながら整備が進められており、今では

ジャン姿の年賀状を送ったが、送られてきた方は新

コンテナ船やクルーズで賑わう立派な港（写真－１）

年早々さぞ迷惑だったと思う。

となっている。

写真－１

京都舞鶴港（舞鶴国際ふ頭）

２）トンネル工事の監督（入庁６～７年目）
２つめの配属は旧京北町にあった周山土木事務所
で、昭和63年京都国体を控え、多くの道路事業を

写真－２

平成２年年賀状（吉野橋にて）

３）京都縦貫道の整備（入庁９～13年目）

抱えていた。しかし、道路事業を担当する当時の技

３つめの配属は京都府道路公社。京都市と宮津市

術第１課は、課長を除いて全員入庁６年目までの若

を結ぶ高規格幹線道路「京都縦貫自動車道」の最北

手で、体力とやる気は十分だが、経験は不足してお

部にある綾部宮津道路（約25㎞）を整備するために

り、さながらクラブ活動のような雰囲気の職場で

平成２年に設立されたばかりのところに異動になった。

あった。

綾部宮津道路は京都府が建設する初めての高速道

私は現場に出て２年目で、普通の工事現場の管理

路で、事業着手から概ね10年間で完成することが

も満足にできないにもかかわらず、トンネル工事を

大命題となっていたが、京都府には高速道路を建設

担当することになった。トンネルや地盤に関する知

する設計基準すらなく、当時の道路公団福知山工事

識もほとんどなかったが、トンネル標準示方書や技

事務所に足繁く通い、設計要領や工程管理の極意な

術基準を片手に、現場立会や岩判定に奮闘した。ま

どを教えてもらいながら、事業を進めることとなった。

た、旧道のトンネルまでの離隔が最短で18ｍしか

約10年で25㎞の高速道路を完成するという無理

なく、坑口から極めて近い位置に住宅もあったため、

難題を克服するため、地元の協力を得て用地取得を

試験発破を行い、変状計測や騒音・振動対策を重ね

バリバリ進めながら、公団に教えてもらった座標式

ながら工事を進める、本当に厳しい現場であった。

工程表を使って全体工期内に収めるための工事計画

大きなトラブルなく完成したときは、うれしさより

を検討した。有料道路でもあったことから、工事費

ホッとしたというのが実感である。今思い返すと、

が少々増えても、全体工期を短縮することを優先し、

あの対応でよかったのかな？？と思うこともたく

工事用道路の追加や施工方法の変更などを行った。

さんあるが、この事務所でトンネルや橋梁など地図

新しい知識や経験を吸収することにより、自分がレ

に残る仕事を経験させてもらい、現場でものをつく

ベルアップしていることを実感するとともに、多く

る楽しさや工事が完成したときの達成感などを味わ

の人と協力してプロジェクトを成し遂げる面白さを

うことができた。

経験することができた。なお、綾部宮津道路は、関

写真－２は完成したばかりの橋梁現場で記念撮影

係者の努力により事業着手から13年後の平成15年
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後輩技術者に向けたメッセージ

で関わる国や他の自治体の方々との出会いは本当に
貴重であり、大きな力になる。インフラの整備・管
理やまちづくりの参考とするため、他の自治体の先
進事例を調査し、優れた部分を自分たちの特徴に合
わせて真似ることは決して悪いことではなく、極め
て効果的な方法である。私自身、港湾計画や高速道
路の整備、入札契約や技術者の確保・育成などの業
務で、他の府県や政令市の方から多くのヒントをい
ただき、成果を上げることができた。仕事を通じて
写真－３

綾部宮津道路（舞鶴由良川大橋）

に全線供用している（写真－３）
。
上記の入庁後３所属、13年間で得た知識や経験で、

深く知り合った皆さんとは今でも交流があり、まさ
に人との出会いは財産であることを実感している。
その際、こちらが持っている情報やノウハウも積

残る25年間の公務員生活における技術的課題に対

極的に提供することが大事である。観光振興や企業

応してきたと言っても過言ではない。技術的な仕事

誘致の分野では自治体間競争などと言われるが、道

に没頭した13年間であり、今思い出してもよく頑

路はネットワークを形成し、河川は流域全体で対策

張ったと思うが、それ以上に、こういった仕事を若

を図るなど、行政や府県の枠を超えて対応してこそ

手に任せ、しっかりフォローしていただいた上司・

大きな効果が発揮される。ＤＸや人口減少・高齢化

先輩に感謝、敬意を表する次第である。

が進むまちの再生など前例のない仕事が増えてくる

近年、多くの自治体で急速に世代交代が進み、技
術の継承や経験不足が問題になっているが、若い人
たちの力を信じ、上司やベテランが積極的にフォ
ローすることにより、ピンチをチャンスに代えてい

中で、自治体の技術者が組織を超えて連携し、情報
共有や新たな取り組みを行うことが必要である。

4．おわりに

くしかない。最近は、失敗や結果に対する責任をす

公務員技術者の仕事は、住民からの苦情対応や業

ぐに追求しようとする傾向があり、難しい面もある

者との折衝などそれぞれの場面で切り取ると楽しく

と思うが、土木に携わる公務員技術者の底力を見せ

ない仕事もある。しかし、それはあくまでも仕事を

るためにも、力をあわせて頑張っていただきたい。

構成する一場面であって、人々の生活や産業を支え

なお、上記エピソードは、当時の「京建会報・技

るインフラの整備・管理、安全で快適に暮らせるま

術報告会特集号」
（京都府建設技術協会発行）を基

ちづくりなどは、本当に重要で魅力あふれる仕事で

に書いている。業務多忙の中で報告書作成や発表の

ある。住民が自治体に求めるサービスの質や量は変

準備をするのは大変だが、仕事の過程や成果を総括

化しても、インフラの整備・管理やまちづくりを支

的にふり返るとともに、自分をＰＲする絶好の機会

える公務員技術者の役割は変わらない。

である。ぜひ積極的に取り組んでほしい。

3．人との出会いを大切に

ぜひ、皆さんにはその仕事の必要性や重要性を改
めて認識していただいた上で、前向きに楽しく仕事
に取り組んでいただきたい。住民に身近なところで

公務員技術者にとってもうひとつ大事なことは、

働く公務員技術者が輝いてこそ、土木全体のイメー

人との出会いやコミュニケーションを大切にするこ

ジアップや公務員技術者の評価アップにつながるも

とである。一緒に仕事をする同僚、上司との意見交

のである。一人ひとりが主役のつもりで頑張ってい

換や懇親が欠かせないのは言うまでもないが、仕事

ただきたい。

【著者紹介】 大石 耕造（おおいし こうぞう）
昭和57年京都府庁入庁（土木職）。港湾関係５年、道路関係19年（うち道路公社10年）、入札契約関係５年のほか、技術者の確保・育成な
どの職務に従事。乙訓土木事務所長、港湾課長、指導検査課長、技監等を経て令和２年３月に退職し、４月より現職。
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会計検査の指摘事例とその解説（109）
は

が

芳 賀

1．はじめに

あき

ひこ

昭 彦＊

同県は、Ｕ型水路の設計について、「土地改良事

今回は、２事例ともに農林水産省関係の交付金事

業計画設計基準

設計「水路工」」（農林水産省農村

業によるもので、ガードレールに係る設計不適切と

振興局監修）等に基づき行うこととしています。同

木造軸組工法による建築物の耐力壁に係る設計不適

基準によれば、水路の設計は、構造物の安全確保を

切を紹介します。

目的として、構造物に作用する荷重を適切に定めて、
構造物の形式、設計諸数値等を決定しなければなら

2．支柱の背面土質量が不足し支持力を得ら
れず

ないこととされています。そして、同県は、Ｕ型水
路の部材の応力計算に当たり、Ｕ型水路に接する道

この交付金事業（農山漁村地域整備交付金）は、

路側の土圧、及び道路を走行する車両の自動車荷重

Ｋ県が、平成27、28両年度に、Ｉ市Ｋ地内等Ｔ地

を考慮してＵ型水路の道路側の側壁の鉄筋に作用す

区において、老朽化に伴い漏水が発生するなどして

る引張応力度（注） を29.65Ｎ／㎟と算定し、許容引

いる農業用水路の機能を回復するために、既存の農

張応力度（注）157Ｎ／㎟を下回ることから応力計算

業用水路及び当該農業用水路に並行する県道に設置

上安全であるとして、これにより施工していました。

されている既存のガードレールを撤去して、それぞ

また、同県は、ガードレールの設計について、
「車

れの位置に新たにプレキャストコンクリート製のＵ

両用防護柵標準仕様・同解説」（社団法人日本道路

型水路（内空断面の幅1.0ｍ又は1.1ｍ、高さ0.7ｍ、

協会編。以下「防護柵設計標準」という。）等に基

延長計155.7ｍ。以下「Ｕ型水路」という。
）及び

づき行うこととしています。防護柵設計標準によれ

支柱を土中に埋め込む構造のガードレール（延長

ば、車両がガードレールに衝突する際の荷重（以下

139ｍ。以下「ガードレール」という。）を事業費

「衝突荷重」という。）に対する支柱の支持力は、

56,332千円（交付金28,166千円）で設置するなど

支柱の背面土が反力として抵抗するため、その背面

したものです（図−１）
。

土の質量と密接な関係にあるとされ、このことから

ガードレールの支柱
支柱が関与する背面土の質量
県道

1.0 m 又は 1.1 m
側壁

U 型水路

ガードレールの支柱が U 型水路の道路側
の側壁に近接していたことなどから、必
要とされる背面土質量を下回っていた。

0.7 m

水田
図−１

Ｕ型水路及び本件ガードレールの概念図

＊元会計検査院 農林水産検査第４課長
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支柱１本が関与する背面土の質量（以下「背面土質

検査報告の国土交通省関係の事業で指摘されていま

量」という。
）を算出するなどして支柱の支持力を

す。また、本件と類似の事態は、今後の紹介予定の

評価することとされています。そして、本件ガード

国土交通省関係の災害復旧事業でも指摘されていま

レールの構造等における支柱の支持力については、

すので、十分な注意が必要です。

背面土質量が0.82ｔ以上必要とされています。なお、
この背面土質量が確保できない場合は、他の構造を
選定することによりガードレールの支柱の支持力を
得ることとされています。
しかし、同県は、本件ガードレールについて、構
造等に応じた支柱の支持力についての検討を行うこ
となく施工していました。
そこで、本件ガードレールの支柱の支持力につい

3．耐力壁に適切な金物が使用されず
この交付金事業（東日本大震災復興交付金（水産
業共同利用施設復興整備））は、Ｏ冷蔵株式会社

て防護柵設計標準に基づき評価を行ったところ、延

（Ｉ県Ｏ市所在。以下「会社」という。）が、平成

長139ｍ全体において、支柱がＵ型水路の道路側の

26、27両年度に、Ｏ市において、水産物加工処理

側壁に近接していたことなどから、背面土質量が、

施設の衛生管理体制の向上等を目的として、柱、土

必要とされる0.82ｔに対して0.03ｔから0.07ｔと

台、筋交いなどの部材で骨組みを構成する木造軸組

大幅に下回っていて、本件ガードレールの支柱は背

工法により、木造平屋建ての現場事務所棟１棟（以

面土質量による所要の支持力が得られていませんで

下「事務所棟」という。）を事業費169,182千円（交

した。

付金107,696千円）で新築するなどしたものです。

また、上記のとおり、本件ガードレールの支柱が

木造建築物は、建築基準法（昭和25年法律第201

所要の支持力を得られていなかったことから、本件

号）等に基づき、地震や風により生ずる全ての方向

ガードレールに車両が衝突した場合、Ｕ型水路のう

の水平力に対して安全であるように、柱と柱との間

ち本件ガードレ－ルに近接している延長計134ｍの

に筋交いなどを設置した耐力壁を釣合い良く配置し

区間については衝突荷重が作用することになります。

なければならないなどとされています。そして、耐

そこで、この区間について改めて衝突荷重を考慮し

力壁を構成する柱については、水平力により生ずる

て応力計算を行ったところ、Ｕ型水路の道路側の側

引抜力に抵抗するために、同法等に基づく告示「木

壁の鉄筋に作用する引張応力度は723.40Ｎ／㎟と

造の継手及び仕口の構造方法を定める件」（平成12

なり、許容引張応力度259.05Ｎ／㎟（衝突時）を

年建設省告示第1460号）等に基づき、耐力壁の種類、

大幅に上回っていて、応力計算上安全とされる範囲

柱の位置等に応じて、必要な引抜耐力を有する金物

に収まっていませんでした。

等を選定して、梁、土台、基礎コンクリート等（以

したがって、本件ガードレールの全体、Ｕ型水路
の う ち 上 記134ｍ の 区 間 等（ 工 事 費 相 当 額 計

下「土台等」という。）と接合することとなってい
ます（図−２）。

21,600,531円）は、本件ガードレールの設計が適

そして、会社が事務所棟の設計及び施工を請け負

切でなかったため、所要の安全度が確保されていな

わせた建設会社は、柱と柱との間に筋交いを設置し

い状態となっていて、工事の目的を達しておらず、

た耐力壁を張り間方向（注１）に６か所及び桁行方向（注１）

これに係る交付金相当額計10,800,265円が不当と

に４か所それぞれ配置すれば安全であるとして設計

指摘されました。

し、これにより施工することとしていました。

このような事態が生じていたのは、同県において、

60

（注）引張応力度・許容引張応力度 「引張応力度」とは、
材に外から引張力がかかったとき、そのために材の
内部に生ずる力の単位面積当たりの大きさをいう。
その数値が許容される上限を「許容引張応力度」と
いう。

しかし、設計図面には、柱頭又は柱脚と土台等を

防護柵設計標準に基づく設計を行うことに対する理

接合する金物等を使用する箇所やその種類が示され

解が十分でなかったことなどによるとされています。

ていませんでした。そこで、事務所棟における実際

本件と同様に、ガードレールの支持力不足で水路

の柱頭又は柱脚と土台等との接合状況について確認

に影響を与えることとなった事態は、平成28年度

したところ、耐力壁を構成する16本の柱のうち４
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梁等
出隅の柱

出隅の柱以外の柱

筋交い
土台

基礎コンクリート

［告示に適合する金物の例］

［本件工事における施工］

柱

柱

金物
筋交い
土台

筋交い
基礎コンクリート

土台

金物
基礎コンクリート

アンカーボルト

図−２

耐力壁の概念図

本の出隅の柱（注２）を含む計５本の柱の計10か所の

置いたチェックリストを作成して事業主体がこれを

接合箇所において、必要な引抜耐力を有する金物等

活用した工事監理等の状況を設計事務所等に報告さ

が使用されていませんでした。

せてその内容の確認等を行うことができるようにす

このため、事務所棟は、土台等との接合方法が適

るなどの処置を執りました。この背景には、事業主

切でない上記５本の柱で構成された壁が耐力壁とし

体に建築技術系の専門知識を有した職員がいないこ

て機能しない状態となっており、桁行方向について

と、建築基準法等において、２階建て以下の場合は、

は耐力壁が全く設置されていない状態となっていま

建築基準法等に基づく項目の建築確認、完了検査が

した。

省略されたり、中間検査は県等の指定がなく実施さ

したがって、事務所棟は、設計が適切でなかった

れていなかったことなどによるものでしたが、処置

ため、所要の安全度が確保されていない状態になっ

後も所管官庁が異なるためか、文部科学省や農林水

ており、これに係る交付金相当額5,235,971円が不

産省の事業では同様の事態が見受けられております。

当と指摘されました。
このような事態が生じていたのは、会社において
建設会社による事務所棟の設計が適切でなかったの
にこれに対する検査が十分でなかったこと、Ｏ市に
おいて事業実績書等の審査が十分でなかったことな
どによるとされています。
木造建築物については、過去に設計、施工の指摘

（注１）張り間方向・桁行方向 一般的に建物の短辺方向
を張り間方向といい、長辺方向を桁行方向という。
（注２）出隅の柱 建物の外側の隅の柱

4．おわりに
新年度を迎えました。４月は人事異動や新採用職
員の配置などもあり、読者の皆様におかれましては、

が後を絶たず、むしろ増加傾向にあったため、平成

繰越や補正の事業に加えて令和４年度の新規事業に

27年度検査報告で、国土交通省に対して是正改善

も心機一転で取り組んでおられることと推察いたし

の処置が求められました。同省は、この指摘に基づ

ます。今年度こそは災害がないこと、コロナが収束

き、出隅の柱と土台等とを接合する金物等の設計や

することを切に願ってやみません。

施工が適切に行われているかなどの確認等に重点を
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事例から学ぶ

現 場 力 の 向上
工事現場に産業廃棄物が不法投棄された
事例の概要
バイパス道路の整備において、道路改良工

まるまでの間、その現場状況を放置していた
ことによるものです。

事と舗装工事を分割して発注しました。道路
改良工事が完了し、次の舗装工事の発注をし

対応策と教訓

ている間、現場に産業廃棄物である瓦が大量

・不法投棄者が分からないことから、土地の

に不法投棄されてしまいました。

権利者（所有者）が、廃棄物処理法に基づ
き処分しました。受注者がいない施工途中

原因
道路改良工事の受注者が、工事の完了に伴

62

の現場管理は、道路管理者が責任をもって
行うことが必要です。

いバリケード等を撤去したため、現場内に立

・関係者以外の人の立ち入りによる事故や建

ち入ることができる状況となっていました。

設資材の盗難などを防止するためにも、現

さらに、道路管理者が舗装工事の受注者が決

場の管理をしっかり行いましょう。
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建設技術者のための

この一冊

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

基礎から学ぶ
インフラ講座［第２版］
編 ：大石 久和
発刊：
（一社）全日本建設技術協会
定価：1,980 円（税込）
本誌に連載されている「基礎から学ぶインフ

概要や趣旨についても掲載しています。

ラ講座」を昨年、書籍化して出版しました。そ

また、出版化に当たり、編者である大石会長

の後も連載を継続しており、これらを加えて、

が「日本の自然条件」「インフラ整備の変遷」

この度、第２版を出版しました。

について書き下ろされました。

本誌の読者の中には、規模が小さい地方公共

この度の第２版では、掲載する事業数が約２

団体の若手職員もいます。専門知識を有する上

倍となり、より充実した内容となっています。

司や先輩が少なく、基礎知識の習得に苦労して

また、初版に掲載していた事業についても、最

いる等の声を受けて、連載をスタートしました。

新の統計値や最近の制度改正等を反映するよう、

連載開始後には、中堅・ベテラン職員から「今

加筆・更新していただいています。

さら聞けないような制度や基準等についてコン

本書を机の上に備えておくことにより、日常

パクトにまとめられている」
、地方整備局職員

の業務で疑問が生じたときに御覧いただくこと

から
「他分野の基礎を勉強する上で参考になる」、

ができます。また、採用内定者、新規採用職員、

他部局との調整が多い部署の職員から「他課と

若手職員、中堅職員向けの課題図書、副読本、

調整する際に、役立っている」などの声をお寄

研修用教材等としても活用できます。

せいただいております。

初版は、地方整備局や地方公共団体の他、建

本書は河川、道路、港湾、都市公園等の各事

設会社やコンサルタントなどの民間企業の皆様

業について、管理区分、事業制度、技術的基準

に活用していただいています。更に充実した第

などを、出典を含めて基礎から学ぶことができ

２版を、皆様の業務、研修等にお役立てください。

ます。分野横断的なものとして入札契約制度の
主な内容
第１章
第２章
第３章
第４章
第５章
第６章
第７章

基礎から学ぶ
基礎から学ぶ
基礎から学ぶ
基礎から学ぶ
基礎から学ぶ
基礎から学ぶ
基礎から学ぶ

日本の自然条件
インフラ整備の変遷
河川事業
砂防事業
道路事業
港湾事業
都市公園事業

第８章 基礎から学ぶ 街路事業
第９章 基礎から学ぶ 土地区画整理事業
第10章 基礎から学ぶ 水道事業
第11章 基礎から学ぶ 下水道事業
第12章 基礎から学ぶ 営繕事業
第13章 基礎から学ぶ 公営住宅事業
第14章 基礎から学ぶ 入札契約
太字：［第２版］で追加
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地区連の頁

北海道

−北海道−

佐幌川流域を洪水から守る！既設佐幌ダムを有効活用して治水機能を増強！
1．はじめに

着手しつつ、佐幌川流域のさらなる治水安全度の向

佐幌ダムが設置されている十勝川水系佐幌川は、
北海道の概ね中央に位置する新得町、清水町を流れ、

上のため、平成31年度よりダム再生事業に着手、
既設ダムを活用した治水機能の増強に取り組んでいる。

十勝川に合流する一級河川である。
雄大な山々に囲まれたこの地域は、有名なそばを
はじめ、温泉やリゾート施設があり、夏季はゴルフ
やラフティング体験が楽しめ、冬季は道東屈指のパ
ウダースノーを求めて多くのスキーヤーが訪れる。
現 在 の 佐 幌 ダ ム は、 堤 高46.6m、 総 貯 水 容 量
10,400千 ㎥ の 治 水 専 用 ダ ム で あ る。 昭 和45年
（1970）にダム建設へ向けた実施計画調査を開始し、

平成28年８月洪水による佐幌川流域の被害

ダム再生に当たっては、複数の対策案を比較し、

昭和52年（1977）に本体着工、昭和59年（1984）

コスト面や施工性から「同軸かさ上げ」案を採用す

９月に竣工し、完成後、約40年が経過している。

る こ と と し、 堤 高 を 現 在 よ り2.9mか さ 上 げ て
49.5m、総貯水容量を1,600千㎥増量し12,000千㎥
と設定した。

かさ上げ
佐幌ダム全景

洪水調節容量
9,600 千 m
再開発
ダム高

49.5m

位置図

計画

洪水時最高水位 EL296.5m（+2.0m）

同 軸 で
+2.9m
かさ上げ

総貯水容量

12,000 千 m3

3
3

3

（+1,600 千 m ）

（+1,600 千 m ）

堆砂位 EL277.5m（変更なし）
EL251.0m

3

堆砂容量 2,400 千 m （変更なし）

再開発後の容量配分

3．おわりに
佐幌ダム再生事業は令和４年度よりダム本体の設
計に着手する予定であり、引き続き、事業の早期完
成を目指す。これからも魅力あふれる北海道の地域
づくりの実現に向け、安全で安心な暮らしにつなが
る整備を進めていく。

左上から新得そば、トムラウシ温泉、ラフティング、スキー場

2．平成28年災害とダム再生の概要
佐幌川流域では、平成28年８月に河川の整備規
模を上回る洪水が発生し、沿川の家屋や農地、公共
交通機関に甚大な被害をもたらした。この災害を契
機に、河道の整備（災害助成事業等）にすみやかに
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毎年開催されているサホロ湖のワカサギ釣りの様子
せ

の

しんいち

北海道 建設部 土木局 河川砂防課 主任 瀬野 晋一

地区連の頁
地区連の頁−若手技術者のコーナー

北海道

−北海道−

社会人５年目を迎えて…
1．はじめに

次回の工事では、今回より少しでも現場に添った工

就職活動の際に特段やりたい事や携わりたい仕事

夫が必要なことや、地域住民・環境への配慮等、発

が決まっていなかった私は、工業高校に通っていた

注する前に十分に考えておかなければならない課題

という事もあり、北海道庁の土木系技術職の採用試

がたくさんあることに気付かされた。そして、淡々

験を受けた。その後、試験に無事合格し、平成30

と業務を進めるのでは無く、今後の業務に活かせる

年４月採用され、上川総合振興局旭川建設管理部事

よう、改善すべき課題を抽出し、それらをひとつひ

業課に配属となり４年が経過した。今回、私の業務

とつクリアしていきながら、年月はかかるかもしれ

内容と、業務を通じ得られたことについて紹介する。

ないが、いつか一人前の土木技術者になりたいと思

2．旭川建設管理部事業課での業務
事業課では、土木工事（私の場合は主に河川系）
の予算要求、委託や工事の発注・監督業務、施設の
維持管理業務にあたっている。未熟な私にとっては、

うようになった。このように、私は目の前の仕事に
取り組んでいるうちに、自分の目標を見つけること
ができた。

4．おわりに

建設コンサルタントとの打合せや住民対応等、円滑

目標のある人とない人とでは、将来の仕事の質や

に進めることができず、悩む場面も数多くあるが、

作業効率に差が出てくるのではないかと私は思う。

上司にサポートしてもらいながら、忙しくも充実し

新人職員にとっては、わからないことばかりで、

た毎日を過ごしている。

すぐには目標ややりがいを見つけられないことも
多々あると思う。だが、どのような仕事に携わった
としても、そこで得られる経験は貴重なものであり、
是非、反省や失敗を忘れずに、次回に向けた改善点
を考えて欲しい。
私も気が付けば入庁して５年目に突入したが、ま
だまだ、知識・経験不足を日々痛感している。
これからも新しい仕事に積極的に挑戦し、様々な
問題に立ち向かい、技術を磨いていく。

監督業務の様子

3．私の目標
社会人として理想的なのは、しっかりと目標を
持って業務に携わり、そのなかでスキルアップを
図っていく姿かとは思うが、実際はそうではない方
も少なくないのでは無いかと思う。
前段で述べたとおり、私も明確な動機がないまま、
この道（土木系技術職）を選んだため、入庁当初は、
自分の目標も将来像も思い浮かべてはいなかった。
しかし、工事の発注や監督業務をこなしていくうち
に、工事が完成した時に得られる充実感とともに、

橋梁架設状況（比布川広域河川改修工事）

前北海道 上川総合振興局 旭川建設管部 事業室 事業課
（現北海道 十勝総合振興局 帯広建設管理部 事業室 事業課）
技師

すず き はやて

鈴木 颯
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全建 NEWS

全建本部の令和４年度 事業計画・予算が承認されました
令和４年度の事業計画・予算が、第252回理事会（令和４年３月24日開催）において承認されました。
以下の方針のもと、令和４年度事業を進めてまいります。
基本方針

③機関誌月刊「建設」を活用し、視察現場の写真や講習会

毎年のように激甚な災害が発生するなど、建設技術関係者

参加者の意見・感想を掲載するなど、建設技術講習会の

の役割はますます重要となっている。

魅力を発信する。

一方、地方整備局、地方公共団体等においては、長年にわ

④講習会ごとに講義や現場視察のセールスポイントを１枚

たる厳しい定員事情のもとで、専門的な知識を有する技術者

にまとめた「講習会のポイント」を作成するとともに、

の不足や組織内の年齢構成の偏り等が見られ、人材の確保や

建設技術講習会概要（講師名、講義題目）及び参加者同

技術の伝承が大きな課題となっている。このような状況を踏

士の交流会の参加講師などを早期に公表し、全建ホーム

まえ、会員の多様な要望に応え、技術力の向上、連携・交流

ページ等で積極的なPRを行う。

の推進に資する活動等を展開する。

⑤賛助会員や一般の建設業者等の参加促進を図るため、

なお、新型コロナウイルス感染症に関する動向は予断を許

（一社）全国土木施工管理技士会連合会継続学習制度

さないが、社会情勢等を踏まえ、必要な対策を講じた上で、

（CPDS）プログラム認定登録を行うとともに、若手割

会員や地方協会の役に立つ活動を行うよう努める。

引や地元割引（地区連割引）等の各種割引を実施する。

⑴ 建設（公共）事業を取り巻く諸課題に対応するとともに、

なお、合同研修委員会等において討議するなど、参加促

会員のニーズに応え、技術研修、機関誌の発刊、出版等

進に向けた検討を進める。

の諸事業について一層の充実を図る。
⑵ 全建活動の活性化を図るため、顕彰事業、建設関係者
表彰、地方協会等の活動支援を推進するとともに、全建
活動の積極的な広報を進め、また地方協会との連携強化
を図り、会員の維持・拡大に努める。
事業計画の概要
１．技術研修事業
建設技術に関する知識の向上等を図るため、新型コロナウ

【建設技術講習会】
年月

開催地

４年
８月

秋田市

第683回

これからの社会インフラの維持管理・更新

熊本市

第684回

公共工事の品質確保と入札契約の適正化

福井市

第685回

これからの公共事業と建設技術者のあり方

第686回

Society5.0に向けた公共事業における新技
術の活用

第687回

工事積算（土木･建築）の動向と
i-Constructionの取り組み

第688回

道路行政の課題、港湾・漁港行政の課題
< ２会場>

第689回

災害に強い安全な国土づくり

第690回

 市行政の課題・河川行政の課題
都
< ２会場>

第691回

 水道行政の課題・下水道行政の課題
上
< ２会場>

第692回

災害復旧

９月

10月

イルス感染症に関する動向等を踏まえつつ、建設技術講習会
を10回、実地研修会を５回開催する。また、研修内容の充
実を図るため、研修委員会において研修テーマや研修のあり
方を検討するとともに研修参加者や地方の会員の意見を採り
入れるため合同研修委員会を開催する。
①建設技術講習会では、公共事業における新技術の活用、
これからの社会インフラの維持・管理更新など、建設行
政や建設技術に関する喫緊の重要課題や最新情報を取り

５年
１月
２月

年月

るとともに、タイムリーな話題や具体的な取組み事例を

４年
６月

②インフラ整備・管理の歴史的経緯や諸外国との比較等に
より、我が国のインフラ整備・管理のストック効果やフ
ロー効果が有している社会・経済上の意味についての講
義を取り入れる。
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松山市
新潟市
佐賀市
津市
宇都宮市
山口市

【実地研修会】

上げ、講義にはアンケート等を踏まえ、内容の充実を図
積極的に取り入れる。
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11月

仙台市

開催テーマ

７月
８月

開催地

コース

神戸市

他

明石海峡大橋

新潟市

他

大河津分水路改修事業

仙台市

他

東日本大震災の復興と現状
令和２年７月豪雨の災害復旧と南九州西回り
自動車道の建設

熊本県八代市

他

富山県立山町

他 立山カルデラ

※開催テーマ等については、研修委員会において検討し、状況に応じて変
更する場合がある。

⑥実地研修会では現地視察のみではなく、事前に概要説明

４月

技術の伝承・技術力の向上にむけて
～技術・知恵の伝承～

５月

地域活性化の推進
～まち・ひと・しごとの創生～

６月

災害に強い安全な国土づくり
～防災・減災～

７月

インフラの魅力が伝わる広報へ
～地域の成功例に学ぶ～

８月

令和３年度表彰

⑧研修資料（PDF）を会場においてタブレット等で閲覧

９月

社会資本の戦略的な維持管理
～維持管理の高度化・効率化～

できるよう、リンク先をテキストに記載し参加者の利便

10月

公共工事の品質確保に向けた取組み
～担い手確保の推進に向けて～

11月

地域活性化の推進
～観光資源の魅力を極める～

⑨事務の効率化、参加者へのサービス向上を図ることがで

12月

社会資本のストック効果
～ストック効果の最大化、見える化～

きるよう、WEBを活用した申し込みシステムについて

１月

公共工事の生産性の向上にむけて
～インフラ分野におけるDXの推進～

２月

社会資本の戦略的な維持管理
～持続可能なインフラメンテナンス～

３月

災害に強い安全な国土づくり
～復旧・復興～

等の講義を行うとともに、アンケート等を踏まえ内容の
充実を図る。
⑦建設技術講習会や実地研修会では、技術者同士の連携・
交流を図り、意見交換や情報交換を行うことにより知見
と人脈を広げ、今後の業務に役立ててもらうことを目的
に「参加者同士の交流会」を実施する。

性を図る。また、研修資料（PDF）をホームページに
掲載するなど、その有効活用を図る。

検討する。
２．機関誌事業
機関誌月刊「建設」については、関係機関、地方協会の協
力を得て、国内外の社会インフラに係る情報を幅広く調査し、

※特集テーマについては、編集段階（編集委員会）
で検討し、状況に応じて変更する場合がある。

提供する。機関誌編集委員会を開催して編集計画を策定し、
編集内容の充実を図る。また、「会員だより」に寄せられる
意見等をより一層活用し、合同編集委員会で検討すること等

３．調査研究事業
⑴ 建設関係諸調査

により、全国の会員のニーズを反映した編集となるよう努め

公共事業に関する最新の施策等について広く情報収集に

る。具体な記事については、主に以下の内容を掲載し、誌面

努め、その結果等について、ホームページならびにメール

の充実を図る。

マガジン等にて情報提供を行う。

①機関誌月刊「建設」では、建設関係施策の周知と建設技

⑵ 管理瑕疵事故調査

術の習得・向上を基本的なコンセプトとして、今日的課

適正な公物管理に資することを目的に、これまでの調査

題である「維持管理」「自然災害」「地方創生」を中心に

成果である「公共事業及び公共施設に係わる事故事例（民

特集として取り上げ、最新の行政情報をはじめ全国各地

事事件及び刑事事件）事例集」を、会員の要望に応じ情報

で実施されている建設事業や地域情報等についても広く

提供を行うとともに、管理瑕疵事故事例集の収集を引き続

取り扱う。また、「特集の趣旨」を引き続き掲載し、特

き依頼する。

集を企画するに至った当該テーマを取り巻く社会情勢、

また、地区連合会が主催する管理瑕疵問題に関する事業

主要な施策、特集の構成等を掲載することにより、読者

に対し助成を行う。

が特集の内容を体系的に理解できるようにする。

⑶ 地方協会実態調査

②特集以外の主な掲載記事として、会員の技術の研鑽に寄
与するため、資格取得に関する合格体験記や諸外国の

地方協会の維持・拡充に資するよう、組織の現状を把握
するなど、地方協会の実態調査を行う。

インフラ情報、i-Constructionに関する話題をはじめ
とした最新の技術を活用した生産性の向上を目指す取組
事例についても随時掲載する。

４．出版事業
建設技術関係者の業務の円滑な執行に資するため、建設技

前年度に新設された「災害発生！そのとき」を随時掲載

術及び業務をサポートする図書を編集・発行する。
「災害査

するとともに、会員からの意見等を踏まえ「公務員技術

定添付写真の撮り方（-令和４年改訂版-）
」
「基礎から学ぶ

者の訴訟リスク」等について引き続き掲載する。

インフラ講座（第３版）
」
「令和４年災害手帳」及び「令和５
年2023全建手帳」の内容の充実を図り改訂を行うとともに、
必要に応じて重版を行う。
また、新規図書の発行について、検討する。
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発行にあたってはリーフレットを作成し、積極的なPRに

７．組織強化・全建活動支援事業
今後の建設技術関係者を取り巻く諸課題を踏まえ、各地方

努める。
出版物名
（改訂予定）
「災害査定添付写真の撮り方（-令和４年改訂版-）｣
（改訂予定）
「基礎から学ぶインフラ講座（第３版）｣
（改訂予定）
「令和４年 災害手帳」
（改訂予定）
「令和５年 2023 全建手帳」

協会と協力して全建活動の根幹である会員の加入促進に努め、
組織の充実・強化を図り、会員の技術力向上、連携・交流に
資する事業を強化・促進する。
⑴ 組織の充実・強化
地方協会との連携を一層深め、下記の①〜④の方針に基

５．顕彰・広報事業
⑴ 顕彰事業（事業表彰）
良質な社会資本の形成、建設技術の向上等を図るため、
顕彰事業の制度の充実に努め、優れた建設技術の創意工夫
をこらした活用並びに事業の進め方やインフラの運用の工
夫等により、優れた成果の得られた事業及び施策等を実施
した機関並びに賛助会員に対して、全建賞審査委員会の選
考を経て、全建賞を授与し、顕彰する。
事業の内容については、機関誌月刊「建設」、冊子「表彰」

づき会員の加入促進に努める。
①新規採用者のほか、再入会者・未加入者の加入促進に
努める。
②未加入市町村の加入促進、都道府県管内市町村職員の
加入促進に努める。
③豊富な経験・技術力を有するOBの活用を推進し、
OB会員の加入促進に努める。
④異動等に伴う自然退会の抑制・再入会の促進に努める。
④については、昨年度試行した「転入者通知」を本格的

及びホームページに掲載するとともに、記者会を通じ広報

に実施し、他機関へ異動した会員について各地方協会から

を行う。

受けた報告をとりまとめて異動先機関の地方協会へ通知す

⑵ 公共事業に関する広報関係事業

ること等により、異動に伴う自然退会の抑制・再入会の促

公共事業が国民の生活に果たす役割、経済の発展や地域
の再生・振興等に果たす役割等について国民の理解の促進

進に努める。
⑵ 地方協会等活動支援

を図るため、建設関係施策に関してホームページ、メール

地方協会等が実施する、会員の技術水準及び社会的地位

マガジン、講習会等の充実に努め、情報提供を実施する。

の向上、並びに会員相互の交流事業等に対して、地方協会

具体的には、「地域活性化に寄与するインフラの整備」
「災

等事業助成制度により支援を行う。

害に強い安全な国土づくり」「持続的・効率的なインフラ
メンテナンス」等について情報を収集し広報に努める。

会員の貴重な体験や経験について技術の伝承を図るため、
地方協会間を講師派遣の出前講座で結ぶ「伝承プロジェク
ト」助成制度を活用して支援を行う。

６．公共工事品質確保技術者資格制度事業
「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づき、発
注関係事務を適切に実施することができる者が公共工事の発

技術力の向上、
連携・交流に資する取組について検討する。
特徴ある地方協会活動については、機関誌月刊「建設」
等を通じ広報する。

注者を支援することによって、工事の品質確保が図られるこ

さらに、新型コロナウイルス感染症に関する動向等を踏

とを目的に、品質確保技術者（Ⅰ及びⅡ）の資格試験・認定

まえつつ、地方協会総会への参加、８月頃に開催予定の全

を行う。新型コロナウイルス感染症に関する動向等を踏まえ

国事務局長会議、全建の意義や事業についてのパンフレッ

つつ、令和４年度の資格試験を全国９都市において実施する

トや事務局長の手引き等を活用した地方協会への協会活動

とともに、登録更新講習については、内容の充実や運営の効

の周知等により、地方協会活動の支援に努める。

率化を検討して実施する。
また、公共工事品質確保技術者資格制度の周知を図るとと
もに、品質確保技術者の活用が図られるよう取組みを進める。

地方協会の活動事例、データ等を収集、整理し、各種会
議等において地方協会に情報を提供する。
新型コロナウイルス感染症に関する動向等を踏まえつつ、

さらに、認定登録した品質確保技術者に対して、業務の円

全建活動の改善に資するよう、本部役職員による事務局担

滑な執行や技術力の向上等に資するため、メールマガジン等

当者からのヒアリング、幹部との面談を行い、地方協会の

を活用して入札契約制度の改善や品質確保の向上に向けた施

活動や事務の実態、課題等の把握に努めるとともに、地方

策に関する最新の情報を適宜提供するとともに、資格保有者

協会の疑問、悩みに対して情報の提供等を行う。

のCPD（継続学習）制度の利用促進に努める。

⑶ 建設関係者表彰
全建活動に対する指導・運営、建設技術の進歩発展、建
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設行政の推進、災害支援活動等に関して、功

令和４年度 予算

績が顕著なる会員等に谷口賞、小沢賞及び全

（令和４年４月１日から令和５年３月31日まで）

建功労賞を授与し、顕彰する。

科

目

に掲載する。

事業活動収支の部
１．事業活動収入
会費収入
正会費収入
特別会費収入
賛助会費収入
広告料収入
講習会聴講料収入
出版物売上収入
資格試験受験料等収入
資格試験更新料等収入
雑収入
助成金収入

⑷ CPD制度の運営

事業活動収入計

また、長期にわたり、建設行政の発展と建
設技術関係者の社会的地位の向上に尽力した
会員に長期会員表彰を授与し、顕彰する。
これらの表彰は、全建賞と同じく機関誌月
刊「建設」
、冊子「表彰」及びホームページ

社会資本整備・管理に携わる建設関係技術
者が、公共事業の変化に対応した新しい技
術・知識の習得や各自の保有する技術水準の
維持・向上に資するため、全建CPD制度に
ついて、会員や多くの技術者に利用されるよ
うPRするとともに、制度やシステムの適切
な運営に努める。
また、建設系CPD協議会での活動を通して、
技術者の継続教育の社会的な認知度の向上を
図る。
⑸ 建設系公務員賠償責任保険制度
建設系公務員賠償責任保険制度及び建設系
機構・公社等職員賠償責任保険制度について、
地方協会ならびに会員に対し、機関誌月刊「建
設」
（毎月掲載）や地方協会総会等の場を活
用し、積極的なPRに努める。
⑹ 会員サービス等の実施
①本会発行の技術図書を会員価格で提供す
るとともに、他機関発行の技術図書につ
いて割引斡旋を行う。
②会員の死亡等への見舞金の支給、大規模
な災害で被災した地区に関係する地方協
会への支援等を行う。
③会員サービスの向上や長期的観点に立っ
た事務の効率化に資するよう、会員の入
退会の報告、会費の徴収等に関する事務
の改善を図る。
④全会員を対象に、建設系公務員求償補償
サポートと弁護士・医師等電話相談サ
ポートをサービスとする「全建会員安心
サポート制度」を運用する。

令和４年度予算額

（単位：円）
令和３年度予算額

Ⅰ

（Ａ）

２．事業活動支出
①事業費支出
実施事業会計
技術研修事業費支出
事業費支出
事業人件費支出
事業管理費支出
機関誌事業費支出
事業費支出
事業人件費支出
事業管理費支出
その他会計
調査研究事業費支出
事業費支出
事業人件費支出
事業管理費支出
出版事業費支出
出版物作成費支出
販売費支出
事業人件費支出
退職金支出
事業管理費支出
顕彰・広報事業費支出
事業費支出
事業人件費支出
事業管理費支出
公共工事品質確保技術者資格制度事業費支出
事業費支出
事業人件費支出
事業管理費支出
組織強化・全建活動支援事業費支出
組織の充実・強化費支出
地方協会等活動支援費支出
建設関係者等表彰事業費支出
会員サービス等の実施事業費支出
事業人件費支出
事業管理費支出
事業費支出計
②管理費支出
法人会計
人件費支出
退職金支出
経費支出
管理費支出計
事業活動支出計
（Ｂ）
事業活動収支差額
（C）=（A）-（B）
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
地方協会等事業助成積立預金取崩収入
品質確保技術者制度運営積立預金取崩収入

退職給付引当資産取崩収入
投資活動収入計
（Ｄ）
２．投資活動支出
固定資産取得支出
退職給付引当資産積立支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 予備費
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

（Ｅ）
（F）=（D）-（E）
（Ｇ）
（Ｈ）
（Ｉ）

243,520,000
226,500,000
3,310,000
13,710,000
4,070,000
19,260,000
47,890,000
2,780,000
14,740,000
1,810,000
1,100,000

244,050,000
228,500,000
3,270,000
12,280,000
4,070,000
19,260,000
41,870,000
3,160,000
18,400,000
1,810,000
1,100,000

335,170,000

333,720,000

139,660,000
50,530,000
20,940,000
20,100,000
9,490,000
89,130,000
62,740,000
18,700,000
7,690,000
183,090,000
10,120,000
1,000,000
6,600,000
2,520,000
56,860,000
16,940,000
4,600,000
13,500,000
14,000,000
7,820,000
20,450,000
8,000,000
9,100,000
3,350,000
20,700,000
9,840,000
7,200,000
3,660,000
74,960,000
12,600,000
19,640,000
4,500,000
5,000,000
23,300,000
9,920,000
322,750,000

145,710,000
52,250,000
21,280,000
21,200,000
9,770,000
93,460,000
66,000,000
19,660,000
7,800,000
168,810,000
10,300,000
1,000,000
6,770,000
2,530,000
40,640,000
13,850,000
6,110,000
12,650,000
0
8,030,000
19,530,000
7,650,000
8,680,000
3,200,000
23,750,000
11,860,000
7,900,000
3,990,000
74,590,000
12,100,000
19,330,000
4,500,000
5,200,000
23,500,000
9,960,000
314,520,000

29,800,000
31,800,000
30,700,000
92,300,000

31,500,000
5,100,000
30,600,000
67,200,000

415,050,000
△79,880,000

381,720,000
△48,000,000

8,000,000
4,000,000
38,500,000

8,000,000
2,000,000
4,200,000

50,500,000

14,200,000

1,000,000
6,900,000

1,000,000
10,200,000

7,900,000
42,600,000
10,000,000
△47,280,000
99,533,149
52,253,149

11,200,000
3,000,000
10,000,000
△55,000,000
119,023,149
64,023,149

月刊「建設」22-04

69

全建 NEWS
「基礎から学ぶインフラ講座」第２版を発行
全建では、月刊「建設」に連載中の「基礎から学
ぶインフラ講座」をとりまとめて、書籍として出版
しておりますが、この度、第２版を出版することと
なりました。
本書は河川、道路、港湾、都市公園等の各事業に
ついて、管理区分、事業制度、技術的基準などを、
出典を含めて基礎から学ぶことができます。また、
分野横断的なものとして入札契約制度の概要や趣旨
についても掲載しています。
第２版では、掲載する事業数が約２倍となり、よ
り充実した内容となっております。また、初版に掲
載されていた事業についても、最新の統計値や最新
の制度改正等を反映するよう、加筆・更新しています。
◦第２版の概要
・形式 ： Ａ４判、111頁
・発行 ： 令和４年３月
・定価 ： 1,980円（税込） 送料本会負担
【問い合わせ先】 企画課 露木、小沢
TEL：03-3585-4546 E-mail：kikaku@zenken.com

運営審議会を開催し、令和４年度
事業計画及び予算（案）等を審議
−運営審議会−
令和４年２月９日（水）
、後藤敏行議長（元国土
交通省大臣官房技術調査官）をはじめ委員９名の出
席のもと、運営審議会がWEB会議で開催されました。
審議会では下記の議案が審議され、すべて了承さ
れました。
議案１ 社員総会及び理事会の議長に当たる順序
について
議案２ 規則・規程の一部改正について
議案３ 令和４年度事業計画（案）について
議案４ 令和４年度予算（案）について

企画委員会を開催し、理事会に諮る
−企画委員会−
議案等を審議
令和４年２月14日（月）、廣瀬昌由委員長（国土
交通省大臣官房技術審議官）をはじめ委員19名の
出席のもと、第246回企画委員会がWEB会議で開
催されました。
委員会では下記の議案が審議され、すべて了承さ
れました。
議案１ 会員の入会について
議案２ 社員総会及び理事会の議長に当たる順序
について
議案３ 委員会委員の選任について
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議案４
議案５
議案６

規則・規程の一部改正について
令和４年度事業計画（案）について
令和４年度予算（案）について

理事会を開催し、令和４年度事業計画
−理事会−
及び予算などを承認
令和４年２月24日（木）、大石久和会長と後藤敏
行副会長（元国土交通省大臣官房技術調査官）の代
表理事をはじめ、理事18名と監事１名、さらに企
画委員会の廣瀬昌由委員長（国土交通省大臣官房技
術審議官）、長尾純二副委員長（国土交通省大臣官
房技術調査官）の出席のもと、第252回理事会が
WEB会議で開催されました。
理事会では大石久和会長の挨拶の後、議案が審議
され、すべて承認されました。議案については、企
画委員会の議案と同じです。

機関誌編集委員会の開催
−機関誌編集委員会−
令和４年３月３日（木）、杉中洋一委員長（国土
交通省港湾局技術企画課長）をはじめ委員15名の
出席のもと、機関誌編集委員会がWEB会議で開催
されました。
委員会では下記の議事が審議され、すべて了承さ
れました。
◦月刊「建設」６月号編集計画
＊特集 災害に強い安全な国土づくり
◦月刊「建設」７月号編集計画
＊特集 インフラの魅力が伝わる広報へ
◦月刊「建設」８月号編集計画
＊特集 令和３年度表彰

研修委員会の開催
−研修委員会−
令和４年３月４日（金）、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11名
の出席のもと、第271回研修委員会がWEB会議で
開催されました。
委員会では下記の議事が審議され、すべて了承さ
れました。
◦令和４年度建設技術講習会実施計画骨子（案）
について
◦令和４年度実地研修会実施計画（案）について
・明石海峡大岸
・大河津分水路改修事業
・東日本大震災の復興と現状
◦令和３年度研修事業実施結果について（報告）

「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･･･
◎ ２月末日現在の加入者は、 4,576 名 と昨年の同時期と比べ378名も増加しています。
この保険は、毎月１日付の中途加入をいつでも受け付けています（保険料は月割り計算）
。
◎ 全建ホームページ（http:www.zenken.com/）の「建設系公務員賠償責任保険制度」をぜひ、
ご覧下さい！ 2021 年度新規パンフレットをご覧いただけるほか、インターネット
によるお申し込みができます！！ そのほか「よくあるＱ＆Ａ」も備えています。

＝異動のあった皆様へお願い＝
人事異動等により、地方協会の変更があった場合は、異動先（派遣先）の地方協会において、
引き続き全建会員としての入会（継続）手続きを忘れずにお願いします！
また、地方協会や所属など、お申し込み時から変更がありましたら、下記取扱代理店へご連絡ください。

ねぇ知ってる？！日本の国土のこと

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

問題
日本で一番可住地面積割合が大きい都道府県はどこでしょうか？（2020年時点）
１．千葉県
２．愛知県
３．大阪府
４．福岡県
※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！！

技術力向上の取組事例が
勉強になったにゃ

３月号の答え

１. 北海道
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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公務員(一般職)でいた全期間
×
採用

事
故

特別職でいる期間

×
保険に加入

事
故

退職 （５年間）

退職後の8/1から５年目となる8/1

← この期間（公務員）に起因した事故が対象です →

退職後は５年間、この部分について、保険が継続します！
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全建への加入をお誘いください
《建設技術関係者を取り巻く情勢に対応していくためには…》
自然災害の増加・激化、老朽化するインフラが急増するなど、建設技術関係者を取り巻く情勢に対応していくため
には、全国の技術者が相互に連携・交流し、より多くの知見や工夫等を広く共有することにより、技術者全体の技術
力向上を図ることが重要です。

《全建とは…》
①技術水準の向上

②社会的地位の向上

③連携・交流の促進

等を目的とし、建設技術関係者のために活動している団体です。
会員は、主に国、地方公共団体、機構・公社等に勤務する約60,000名の建設技術関係者です。また、地方整備局、
都道府県、政令市、市、機構公社等に多くの地方協会が組織されており、地方協会では、それぞれ独自の活動が
実施されています。全建本部は、助成制度等を通じて地方協会の活動を支援しています。

一人でも多くの知見や工夫等を広く共有するため、未加入の方がいらっしゃいましたら、全建
をご紹介ください。

《主な特典》（詳細は、次頁以降をご参照ください）
①建設技術講習会に会員価格で参加できます
全国で年間10回開催。公務の役に立つ知見等を体系的に身に付け、現地研修によって視野を広げ、全国の技術者
とつながりを広げることができます。

②機関誌月刊「建設」をお届けします
建設技術関係者が抱える課題に対応した特集や連載により、実務の遂行や技術力の向上に役立ちます。

③地方協会等が実施する資格取得の助成が受けられ、各種行事に参加できます
資格取得に関する助成を受けることができます。また、現場見学会・分野を超えた交流活動等に参加できます。
※助成制度のない地方協会もあります。実施状況については地方協会等事務局へお問い合わせください。

④「伝承プロジェクト」（出前講座）に参加できます
東日本大震災や熊本地震から直接学んだことや伝えたいことを中心に、本プロジェクトでのみ聞くことができる
貴重な内容です。

⑤「全建会員安心サポート制度」が利用できます
「建設系公務員求償補償サポート」（国家公務員・地方公務員の全会員）と「弁護士・医師等電話相談サポート」
（全会員）を利用することができます。

⑥「建設系公務員賠償責任保険」へ加入できます
管理瑕疵、手続きミス、住民説明に起因する賠償責任等に対して、安心して公務に従事していただくことができ
るよう、創設された保険制度です。

⑦無料で全建CPD制度に登録できます（建設系CPD協議会加盟）
全建CPD単位は、土木学会・建設コンサルタンツ協会等の単位として認定されるため、取得資格の更新に利用できます。

⑧提携出版社（㈱鹿島出版会

等）の技術図書（７社：約200冊）が４割引

提携出版社の技術図書が４割引で、全建発行の一部の技術図書が２割引で購入することができます。

特 典
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建設技術講習会に会員価格で参加できます

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

分

会

一般（非会員）

員

正会員

特別会員

賛助会員
13,700円

通常料金

18,800円

13,700円

13,700円

開催県内の国・県・政令市に勤務

13,700円

2,100円

2,100円

2,100円

０円

—

—

開催地区連合会管内の市町村に勤務

18,800円

2,100円

—

—

30歳未満（若手割引）

18,800円

2,100円

—

—

—

—

開催県内の市町村に勤務

学生

０円

【建設技術講習会
月

年間予定（令和４年度）】

開催地

回数とテーマ

８月 秋田市 第683回
９月
10月
11月
１月

—

—

開催日

これからの社会インフラの維持管理・更新

８ 月24日〜26日

熊本市 第684回

公共工事の品質確保と入札契約の適正化

９ 月 ７ 日〜 ９ 日

福井市 第685回

これからの公共事業と建設技術者のあり方

９ 月28日〜30日

仙台市 第686回

Society5.0に向けた公共事業における新技術の活用

10月12日〜14日

松山市 第687回 工事積算（土木・建築）の動向とi-Constructionの取り組み 10月26日〜28日
新潟市 第688回

道路行政の課題・港湾・漁港行政の課題〈２会場〉

11月16日〜18日

佐賀市 第689回

災害に強い安全な国土づくり

11月30日〜12月 2 日

津

都市行政の課題・河川行政の課題〈２会場〉

１ 月11日〜13日

上水道行政の課題・下水道行政の課題〈２会場〉

１ 月25日〜27日

災害復旧

２ 月15日〜17日

市 第690回

宇都宮市 第691回

２月 山口市 第692回

注）上記予定は、今後変更する場合がありますので予めご了承ください。
※上記、建設技術講習会は全て若手割引（30歳未満）の対象となっています。

実地研修会（全建ならではの現場へ）
一般には視察が困難な現場等を少人数で視察する実地研修会を開催します。
【実地研修会

年間予定（令和４年度）】

年月
６月
７月
８月

開催地

テーマ

開催日

神戸市

他

明石海峡大橋

６ 月 ２ 日〜 ３ 日

新潟市

他

大河津分水路改修事業

６ 月16日〜17日

仙台市

他

東日本大震災の復興と現状

７ 月14日〜15日

熊本県八代市

他

令和２年７月豪雨の災害復旧と南九州西回り自動車道の建設

７ 月28日〜29日

富山県立山町

他

立山カルデラ

８ 月 ９ 日〜10日
注）上記予定は、今後変更する場合がありますので予めご了承ください。

特 典
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機関誌月刊「建設」
をお届けします

建設技術関係者が抱える課題に対応して、毎月、特集テーマを設定し
ています。

●令和４年度の主な特集テーマ

⃝課題を取り巻く背景、経緯や主要な施策を全国的な視点で解説
⃝整備局、地方公共団体等が取り組んでいる具体的な事例
⃝地方公共団体への支援の取組
等に関する記事を豊富に掲載しています。

特 典

3

•技術の伝承・技術力の向上にむけて
•地域活性化の推進
•災害に強い安全な国土づくり
•社会資本の戦略的な維持管理
ほか

地方協会等が実施する資格取得の助成が受けられ、
各種行事に参加できます

（１）資格取得に関する助成
技術力向上のため、地方協会から資格取得の助成を受けることができます。
（主な資格：技術士、土木施工管理技士、建築士 等）
※助成制度のない地方協会もあります。実施状況については地方協会等事務局へお問い合わせください。

（２）講習会・現場見学会等
①講習会・講演会
技術力の向上のため、様々な講習会・講演会が開催されています。
〈例１〉島根県と松江市が連携し、技術研究発表会を開催（島根県）
〈例２〉管内協会と連携し「管理瑕疵」に関する講演会を開催（東北地区連合会）
②現場見学会・測量競技会
現場力の向上のため、様々な現場見学会・測量競技会が開催されています。
〈例１〉高校生も参加した測量競技会を開催（弘前市）
〈例２〉若手技術者を中心とした現場研修を開催（福井県）
（３）交流活動
会員相互の交流を図るため、地方協会等では各種スポーツ大会等様々な交流活動が実施されています。
（４）上記以外にも地方協会等ごとに次のような活動があります
〈例１〉機関誌の発行 〈例２〉住民等を対象とした現場見学会等のイベント

特 典

4

「伝承プロジェクト」
（出前講座）
に参加できます

「伝承プロジェクト」とは、技術の伝承を目的に、貴重な体験や取り組みをした官公庁等技術者が、他の地方協会
で行われる出前講座の講師となり技術等を伝え、また地方協会間を結んでいく事業です。
出前講座テーマ例

東日本大震災から学んだこと

伝えたいこと（宮城県）

平成28年熊本地震の対応や復興（熊本県）
平成30年７月豪雨災害からの復旧・復興（広島県）

詳しくは全建HP（地方協会事務局のページ）をご覧ください。

特 典
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「全建会員安心サポート制度」
が利用できます

会員が安心して職務を遂行することができるよう、建設系公務員求償補償サポート（国家公務員・地方公務員の全
会員を対象）と弁護士・医師等電話相談サポート（全ての会員を対象）からなる「全建会員安心サポート制度」を令
和２年からスタートしました。
①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。
②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。
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。

特 典
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「建設系公務員賠償責任保険」
へ加入できます（保険料別途）

国家公務員・地方公務員の会員を対象に、安心して公務に従事していただくことができるよう、平成25年に「建
設系公務員賠償責任保険制度」を創設し、約４千人の会員が加入されています。
建設系機構・公社等の職員を対象にした保険制度もあります。

特 典
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無料で全建CPD制度に登録できます
（建設系CPD協議会加盟）

〈全建CPD制度の主な特徴〉
①全建会員（正会員及び特別会員）は、利用者登録料・年間利用料が無料
②発注関係事務等の実務経験も対象
③WEBシステムによる記録・管理
④「業務経歴記録機能」による自分の業務経歴の記録・管理が可能（無料）
特に「業務経歴記録機能」は、自身の貴重な経験を記録しておくことができる他にはないシステムです。利用者
の方々の技術力の確認、今後の研修等に役立ててください。
全建は、「建設系CPD協議会」に加盟しており、全建CPD単位が他の加盟団体（土木学会・技士会連合会・建設コ
ンサルタンツ協会 他 ）の単位として認定（一部例外あり）されるため、保有資格の更新に利用できます！
現役会員だけでなく、OB会員の資格保有者の方々にも役立つ制度です！

特 典

8

提携出版社（㈱鹿島出版会 等）
の
技術図書（７社：約200冊）
が４割引

会員は、提携出版社（㈱鹿島出版会等）の技術図書（７社：200冊）が４割引で、全建発行の一部の技術図書が２
割引（正会員が個人で購入の場合のみ）で購入することができます。

全建へのご入会方法
入会を希望される方は、所属する機関等の事務局にお申し込みください。

全建本部会費は、1人月額320円です（地方協会会費は各事務局へお問い合わせください）
。

令和４年度研修事業のご案内

令和４年度 研修事業年間予定
【建設技術講習会】
年月
４年
８月

開

催



地

回数と開催テーマ

秋田市
秋田市文化会館

熊本市
くまもと森都心プラザ

第６８３回

これからの社会インフラの維持管理・更新

８月24日
25日
〔
26日〕

第６８４回

公共工事の品質確保と入札契約の適正化

９月７日
８日
〔
９日〕

第６８５回

これからの公共事業と建設技術者のあり方

９月28日
29日
〔
30日〕

第６８６回

Society5.0 に向けた公共事業における新技術の活用

10月12日
13日
〔
14日〕

第６８７回

工事積算（土木・建築）の動向と i-Construction の取り組み

10月26日
27日
〔
28日〕

第６８８回

道路行政の課題・港湾・漁港行政の課題＜２会場＞

11月16日
17日
〔
18日〕

第６８９回

災害に強い安全な国土づくり

11月30日
12月１日
〔
２日〕

第６９０回

都市行政の課題・河川行政の課題＜２会場＞

１月11日
12日
〔
13日〕

第６９１回

上水道行政の課題・下水道行政の課題＜２会場＞

１月25日
26日
〔
27日〕

第６９２回

災害復旧

２月15日
16日
〔
17日〕

９月

福井市
福井商工会議所

仙台市
日立システムズホール仙台
10月

松山市
松山市民会館

新潟市
新潟ユニゾンプラザ
11月

佐賀市
佐賀県立美術館ホール

津市
５年
１月

三重県総合文化センター

宇都宮市
栃木県総合文化センター

２月

山口市
KDDI 維新ホール

開催日
〔現場研修〕

※上記、建設技術講習会は全て若手割引（30歳未満）対象となっています。

【実地研修会】



年月

開催地

４年
６月

神戸市教育会館

神戸市
新潟市

コ

他
他

駅前オフィス貸会議室

仙台市

他

フォレスト仙台

ー

ス

開催日

明石海峡大橋

６月２日
３日

大河津分水路改修事業

６月16日
17日

東日本大震災の復興と現状

７月14日
15日

令和２年７月豪雨の災害復旧と南九州西回り自動車道の建設

７月28日
29日

立山カルデラ

８月９日
10日

７月

熊本県八代市

他

桜十字ホールやつしろ
８月

富山県立山町
富山県農協会館

他

会員だより

２月号の「学ぶ・つなぐ・広げる」の「「技術は人なり」人材
育成の取り組み」を読みました。技術力向上に向けた技術発表
会の枠組み、参加者の感想等が紹介されていて、参考となりま
した。
匿名希望（市町村勤務、55）

１月号の大石会長の「新年の御挨拶」では、アメリカは５年で
100兆円のインフラ投資を決定したことを背景に、日本でも積
極財政論が堂々と議論できるようになりつつあるといったこと
を書かれていて、まさにそのとおりだと思いました。積極財政
に直ぐに対応できるよう、インフラ投資に対する準備を怠らな
いようにすべきだと再認識しました。

匿名希望（都道府県勤務、50）
１月号の「水門・陸閘自動閉鎖システムの整備と今後の課題」
は自身の専門分野以外の話でしたが、実運用における課題を
しっかりと見極めた内容で、このような着眼点を持つことを忘
れないよう心掛けたいと思います。

匿名希望（高速道路会社勤務、52）
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」が参考になりました。土木職員ではない視点で書かれ
た、非常事態での時系列にそった発生事案とその対応であり、
なおさら生々しく感じました。このような記事を参考にするこ
とで、頻発化・激甚化する災害への備えができるのではないか
と思います。
匿名希望（都道府県勤務、53）
２月号「巻頭言」の中村教授の「サステイナブルなインフラメン
テナンス」を読みました。技術者が減少していく中で、計画だ
けでなく、組織のサステイナブルについて考えていくことが非
常に重要と感じます。
匿名希望（市町村勤務、32）
２月号の「特集」の「道路橋石橋（石造アーチ橋）の定期点検
に関する技術資料の作成」では、今のような基準が明確でない
時代に、職人の技術・経験が垣間見られる仕事に感銘を受けま
した。また、その芸術的構造物を今の基準や職人で修繕するこ
との難しさを感じました。
堀貴宏（和歌山県勤務、48）
２月号の「特集」で「ふくしまME」を読んで、産学官連携に
よる取組が大変重要であると再認識しました。当市からも職員
がこの育成講座に参加し技術の習得に努めています。

渡部敏裕（市町村勤務、57）
２月号の大石会長の「上徳不徳」の「全建会員として知ってお
きたい家康の江戸建設」はとても興味を持って楽しく読むこと
が出来ました。歴史と絡めて土木の大切さを知ることが出来て
良かったと思います。
臼井初美（仙台市勤務、27）
２月号の「技術資格試験合格体験記」の「大事なことはモチベー
ションの維持！」では、人それぞれに様々なきっかけで資格取
得を目指していることが印象的でした。

匿名希望（都道府県勤務、44）

２月号の「あーきてくと通信」の「健康寿命の延伸とカーボン
ニュートラルの実現に向けて」は「住宅は命に直結する」を真
剣に考えた認証であると思います。
山形独自の認証制度ですが、
他県も学ぶべきことがあると思います。

匿名希望（都道府県勤務、24）
２月号の「ひろば」の「地域に根差したICT施工普及促進」を読ん
で、これまでICT施工は、ある程度大規模な工事でないと生産
性向上に繋がらないと認識していました。ICTの採用工事は増
えてきていますが、小規模工事では採用事例が少ないのが現状
です。初期コストを抑えることができれば、小規模工事でこそ
活きる技術だと思います。匿名希望（高速道路会社勤務、32）
２月号の「後輩技術者に向けたメッセージ」の「退職して思う
こと」を読みました。そこにでてくる「社会との契約」という
言葉に、これまであまり意識してなかった公務員技術者として
の責任を再確認させられました。この言葉を忘れずに、日々の
業務に励みたいと思います。 匿名希望（都道府県勤務、32）
２月号の「会計検査の指摘事例とその解説」は「施工管理の怠
慢とコスト意識の甘さが多額の無駄を生む」という無駄につい
ての良い気づきになりました。踏襲や無知による無駄はゼロを
目指したいと思いました。
匿名希望（都道府県勤務、57）
毎月「技術資格試験合格体験記」を読んでいます。全国で頑張っ
ている人の声が励みになり、私も１級土木施工管理技士に今年
合格しました。
匿名希望（東京都勤務、34）
「公務員技術者の訴訟リスク」は、公に出にくい事例が掲載さ
れており、とても参考になります。道路管理瑕疵や河川管理瑕
疵についても、取り上げて欲しいと思います。

古賀忠直（九州地方整備局勤務、53）
「基礎から学ぶインフラ講座」は毎回勉強になります。経験の
浅い分野を学ぶ取っ掛かりとしていいと思います。

匿名希望（都道府県勤務、49）
「事例から学ぶ現場力の向上」を毎月の係の勉強会に活用して
います。基礎的な事が多いのですが、今だにハッとするような
事案が紹介されており、助けられています。

吉和弘道（倉敷市勤務、52）
「地区連の頁」の「若手技術者のコーナー」を読むと初心に戻れ、
業務に対する気持ちが引き締まります。これからも続けて欲し
いと思います。
駒崎哲也（福井市勤務、43）

「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

月刊「建設」22-04

79

詰碁解答

詰将棋解答

（問題は13頁）

〈正解〉

〈正解〉

2
1 4
3

３三角成 同玉 ２二角成 ２四玉 １四銀
成 三四玉 ２四成銀 同玉 ２三馬までの九
手詰め。

まず黒１のキリが手順で
す。白４と黒２子を取ら
せた後、黒５の打ち欠き
でゴールです。

〈解説〉

３三角成から ２二角成が手順の攻め。次の
１四銀成が本題の急所。どちらで取っても
２三馬で早詰み。 ３四玉に ２四成銀がトド
メで待望の ２三馬が実現し解決。

5（ 3 ）
〈失敗〉

1

一般社団法人
全日本建設技術協会
令和３年度理事・監事等構成
会

長 大石 久和

副 会 長

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

（問題は13頁）

事 加藤 利弘
花井 徹夫

2
4 a
3

黒１のアテには白２が冷
静で、白４まで生きられ
てしまいます。なお白２
で３につぐのは、黒２と
アテられ次いで白ａのコ
ウになるのでご用心。

編集後記
今年も４月号の特集は「技術の伝承・技術力の向上にむけて」です。
人口減少社会を迎え、社会全体で働き手が減少する状況において、生産性の向上は喫緊の課
題です。これまでi-Construction、更にDXの推進が図られており、インフラの整備や管理に
携わる技術者もデジタル技術など多様な技術を習得していくことが必要になっています。一方
で、新型コロナウイルス感染症の拡大により、従来の方法では職員の育成がうまく進まないこ
とが各機関では悩みとなっています。また、人員の削減が進んできており、限られた時間で効
率的に技術を習得することが必要になってきています。さらに、気候変動に伴う豪雨の激甚化
やカーボンニュートラルなど新たな政策課題に応じた対応も求められています。これらのよう
に、新しい施策や技術の動向に関する情報を収集していくことは重要ですが、新しいツールだ
けでインフラが適切に整備・管理できるわけではありません。現場に根差したベースとなる技
術があってこそ、最新の技術を有効に活かすことができます。
このような時代における土木技術者のあり方について、本号の巻頭言で廣瀬技術審議官から
方向性を示していただいています。また、矢吹教授、松田前会長、成田総括災害査定官から貴
重なメッセージを頂いています。さらに、各地方整備局、地方公共団体等の取組を掲載してい
ます。これらの中には、AIなど新たな技術を学ぶ研修（例えば21頁）
、VRなど新たな手法を
用いた研修（例えば18頁）
、ブルーカーボンなど新たな課題に対応した技術開発（例えば28頁）
、
地に足をつけた基礎となる技術の習得（例えば15頁）等が多く盛り込まれています。
時代は変化していきますが、月刊「建設」では、４月号で特集を組むとともに、年間を通し
て「後輩技術者に向けたメッセージ」
「学ぶ・つなぐ・広げる」などを連載し、全国の会員の
技術力向上を後押しします。
（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
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公共工事 と会計検査

公共調達と会計検査

芳賀 昭彦

芳賀 昭彦

編著

A5判 626頁 定価 4,950円

公共工事に
関する会計検査の
指摘事例を
ピンポイント解説

編著

A5判 372頁 定価 4,730円

公共事業に
携わるすべての
受検者必読の書
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第1章

会計検査院調査官による座談会

第2章

工事の過去5年間の指摘事例（平成27〜令和元年度）

第3章

事態別指摘事例

第4章

用地・補償の過去5年間の指摘事例

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

（平成27〜令和元年度）
第5章

用地・補償の事態別指摘事例

第5章 令和2 年次会計検査の基本方針

第6章

会計検査院の概要
令和3年次会計検査の基本方針

第6章 コロナ禍で見えたものデジタル化の

第7章

取り組みとソフトウェア開発費

会計検査に係る講習会（令和 4 年4 月以降）
講

4
13

名

開

催

香川県高松市

水

広島県広島市

水

公共調達と会計検査
／公共工事と会計検査

北海道札幌市

水

会計検査の指摘事例から学ぶ
施工不良・設計不適切の改善策

5
25

会

公共調達と会計検査
／公共工事と会計検査

4
27

習

地

申込み・問合せ先
四国支部

香川産業頭脳化センター

TEL 087(821)4074
FAX 087(821)6241

中国支部

広島商工会議所

TEL 082(227)5951
FAX 082(227)8505

北海道支部

北海道経済センター

TEL 011(241)9491
FAX 011(241)2346

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

設計変更と会計検査講習会
講

5
18

水

習

会

名

開

公共工事における
設計変更と会計検査

催

地

岡山県岡山市
岡山商工会議所

申込み・問合せ先
中国支部
TEL 082(227)5951
FAX 082(227)8505

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

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

講 習 会 Plaza
BookけんせつPlaza

