平成 ３０年 ７月２４日
東 北 地 方 整 備 局

記者発表資料

インフラメンテナンス国民会議

東北フォーラム《設立フォーラム》を開催!

～地域のインフラを地域とともに守る～
地方自治体が管理する土木構造物・公共施設等のメンテナンスを効率的、効果的に行う体制を
確保するため、「産・官・学・民」が連携する全国的なプラットフォームとして、平成 28 年 11 月
28 日「インフラメンテナンス国民会議」が設立され、各地方に活動主体となる「公認フォーラム」
が設置されています。東北では、平成30年4月27日にフォーラム設置が決定され、活動準備を進め、
この度、「設立フォーラム」を開催し、活動を開始します。
「東北フォーラム」は、東北各県・市町村、地域で活躍する企業・団体、これを支援していただけ
る大学等や地域の皆さんの参加を得て、インフラメンテナンスに関する課題解決に貢献して行きた
いと考えております。
設立フォーラムでは、「東北フォーラム」が目指すものについて紹介するとともに、東北における
インフラメンテナンスの現状や課題、取り組んでいる活動等について、ご講演をいただき、産・学
・官・民によるインフラメンテナンスの着実な推進について考えていきます。

【日時】
【会場】

平成 30 年 8 月 21 日（火）
東北地方整備局 12F 大会議室

15:00～17:00

（仙台市青葉区本町３丁目３番１号

仙台合同庁舎B棟）

【主な内容】
１、「東北フォーラム」についての説明等
インフラメンテナンス国民会議「東北フォーラム」フォーラムリーダー
東北学院大学
石川 雅美 教授
２、講 演
①「東北におけるインフラ・メンテナンスの取組み体制と国民会議への期待」
東北大学
久田 真
教授
②「橋のセルフメンテナンスふくしまモデル」の構築と実践
日本大学
岩城 一郎 教授

平成 30 年 7 月 24 日（火）

受付

【申し込み】

～

平成 30 年 8 月 3 日(金)まで

＊申し込み先等は、別添チラシ参照（FAX、メールにて申し込み受付）
【参加対象】

インフラメンテナンス国民会議会員 及び インフラメンテナンスに関心のある皆さん。

【募集人員】

入場無料、募集定員：先着１００名

資料１ー
資料２ー
資料３－

「インフラメンテナンス国民会議」
インフラメンテナンス国民会議東北フォーラム「設立フォーラム」チラシ
インフラメンテナンス国民会議東北フォーラムの紹介

※ インフラメンテナンス国民会議は、社会全体でインフラメンテナンスに取り組む機運を高め、未来世代により良いインフラを引き
継ぐべく、産学官民が有する技術や知恵を総動員するためのプラットフォームです。
詳細は、次のホームページに掲載されています。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/im/

※ 取材にあたっては、受付をした上でご入場いただくようお願いいたします。

発表記者会 ： 宮城県政記者会・東北電力記者会・東北専門記者会
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資料－１

「インフラメンテナンス国民会議」とは
○インフラメンテナンスに産学官民の技術や知恵を総動員するプラットフォームとして活動しています。
本会議は活力ある社会の維持に寄与することを目的とする組織として、平成２８年１１月に設立されました。

①革新的技術の発掘と社会実装
②企業等の連携の促進
③地方自治体への支援
④インフラメンテナンスの理念の普及
⑤インフラメンテナンスへの市民参画の推進
○国民会議の趣旨に賛同して十分な意欲を持って活動に参画して頂ける企業、団体、行政機関（国を除く）
又は個人が会員となることができます。

(1)企業会員
(2)行政会員
(3)団体会員
(4)個人会員

国民会議の目的に賛同して入会する企業
国民会議の目的に賛同して入会する行政機関（国を除く）
国民会議の目的に賛同して入会する団体（(1)及び(2)の団体を除く）
国民会議の目的に賛同して入会する個人

インフラメンテナンス国民会議
■

会長

推進体制

総

会

■

副会長

※2018年4月1日時点

実行委員会
企画部会

国民会議 会員
1,330者（企業517、行政575、団体125、個人113）

広報部会
公認フォーラム

革新的技術

自治体支援

技術者育成

市民参画

海外市場展開

地方フォーラム
北海道

東北

関東

北陸

近畿

中部

中国

四国

協力
国（国土交通省および関係省庁）
※2018年4月1日時点

九州

沖縄

インフラメンテナンス国民会議 東北フォーラム

東北フォーラム

「設立フォーラム」

東北フォーラムは、インフラを良好な状態で持続的に活用することを目
指し、平成３０年４月２７日に設立されました。産学官民が一丸となって
メンテナンスに取り組む社会の実現に向けて、活動してまいります。

活動の目標
インフラメンテナンスの理念の普及、課題の解決及びイノベーションの
推進を図り、活力ある社会の維持に寄与するとともに、society5.0に向け
て Iotを活用した活動を積極的に推進していきます。

日時：2018年8月21日（火）15：00～17：00

平成30年度活動計画

会場：国土交通省東北地方整備局12階大会議室
＜仙台市青葉区本町3丁目3番1号仙台合同庁舎B棟＞

会場参加費：無料 先着 100名

次第
１，開会
２，挨拶

国土交通省 東北地方整備局企画部長

３，インフラメンテナンス国民会議「東北フォーラム」についての説明等

フォーラムリーダー 東北学院大学 石川 雅美 教授
・フォーラムの活動体制、今後の活動方針
・各自治体へのニーズ調査、企業等へのシーズ調査の実施
・マッチングイベントの事例紹介 等

久田 真

初年度である本年は、活動体制の確立を図るとともに、自治体の課題
を調査して「見える化」し、これに対する対応策を、会員企業・団体の
技術やノウハウ、大学の研究成果等を積極的に活用し、見出してまいり
ます。

フォーラムリーダー
石川 雅美
（東北学院大学工学部教授）

〇８月21日（火）設立フォーラム 内容：活動体制の確立、活動方針等
〇第３四半期および第４四半期
内容：ニーズとシーズのマッチング
マッチングイベント等開催
SIP研究成果の紹介 等

構成員

フォーラムリーダー 石川
事務局長（企画委員）遠藤
企画委員
小野
小野
加納
新銀
林
山口
赤羽

お問合せ先

渉外担当
遠藤 敏雄
Mail:endo@sendai.fgc.co.jp
TEL:022－262-1234
赤羽 修
Mail:akaba.o@nichireki.jp
TEL:022-388-8101

【問合せ】インフラメンテナンス国民会東北フォーラム事務局
「設立フォーラム」 担当企画委員
㈱復建技術コンサルタント （代表） 022-262-1234 （平日9：00～17：00）

担当 遠藤敏雄、池澤紀幸
担当 桐山久夫、金子俊秋

教授

Ｅ-ｍａｉｌ参加申込

（内線 3156,3236）

thr-tohoku-f@mlit.go.jp

メールに下記事項を記載し送信してください

②「橋のセルフメンテナンスふくしまモデル」の構築と実践

日本大学

岩城 一郎 教授

ＦＡＸ：０２２－２２１－９８９０
ＦＡＸ用参加申込書 応募締切：平成30年8月3日(金)

日本大学工学部
大学院担当
博士（工学）

氏名：
住所：
所属：

５，閉会

講師紹介
東北大学大学院
工学研究科・工学部
博士（工学）
久田 真 教授

電話番号：

.

岩城 一郎 教授

ＣＰＤ・ＣＰＤＳ受講証明が必要な場合
内閣府 SIP研究開発テーマ「東北インフ
ラ・マネジメント・プラットフォームの構築
と展開」の研究責任者等としてご活躍。

雅美
敏雄
泰太郎
晃良
実
武
昭宏
恒太
修

東北地方整備局企画部企画課 （代表） 022-225-2171 （平日9：15～18：00）

４， 講演
①「東北におけるインフラ・メンテナンスの取組み体制と国民会議への期待」

東北大学

資料２

ご講演テーマで、本年5月、第２回「インフ
ラメンテナンス大賞」のメンテナンスを支え
る活動部門「国土交通大臣賞」を受賞。

会社名：

申請中

インフラメンテナンス国民会議
「東北フォーラム」の紹介

東北フォーラム
東北フォーラムは、
インフラを良好な状
態で持続的に活用す
ることを目指し、平
成３０年４月２７日
に設立されました。
産学官民が一丸と
なってメンテナンス
に取り組む社会の実
現に向けて、活動し
てまいります。

フォーラムリーダー：石川 雅美
（東北学院大学工学部 教授）

東北フォーラムは、インフラ全般を対象とし、
主にメンテナンスの実施段階について情報交換
等を行い、実証試験等を支援します。

・設立フォーラム
・行政ニーズと企業団体等シーズの調査
・マッチングイベント等開催
・SIP研究成果の紹介 等

活動イメージ

資料３

「インフラメンテナンス国民会議」とは、社会全体でインフラメンテナンスに取り組む機運を高め、未来世代によりよい
インフラを引き継ぐべく、産学官民が有する技術や知恵を総動員するために設立されたプラットフォームで、国土交通
省や関係省庁が支援しています。地方フォーラムを設立し、地域を支援する活動を実施しています。

会員となるメリット
民間企業
・インフラメンテナンスや国民会議の
最新動向の情報を得ることができます。
・施設管理者等の実情やニーズについて
の情報を得ることができます。
・施設管理者や他の企業等に自社の技術
や製品、サービスを知っていただくこと
ができます。
・新たなビジネスチャンスやビジネス
パートナーを発掘することができます。
＊年会費はかかりませんが、旅費等は自己j負担と
なります。

施設管理者
・最新の技術や新たな取り組みの試行を行うモデル自
治体として国や企業等からメンテナンスの支援が受け
られます。
・アドバイザー等からの専門的アドバイスが受けられ
ます。
・自治体職員が最新のメンテナンス技術を学べる研修
を受講できます。
・先端的なメンテナンスの取り組みを行う自治体等の
情報が得られます。
・最新のメンテナンス技術の情報を得られます。

市民団体等
・他の団体との交流及び活動企画の機会を得ることが
できます。
・行政の最新動向の情報を得ることできます。

他の会議体との連携

「マッチングイベント」

メンテナンス関する取り組みを行っている下記の会議体とは、連携（役割分担）して活動しま
す。
■道路施設を対象とし、メンテナンスの実施を推進している「道路メンテナンス会議」
■国交省交通インフラを対象とし、調査・測量から設計・施工・維持管理までのあらゆる
プロセスでICT等を活用して建設現場の生産性向上を図ることを目的としている
「東北i-Construction推進コンソーシアム」
■インフラ全般を対象に各種検討・調査・技術研鑽などを目的としている「東北インフ
ラ・マネジメント・プラットフォーム」

申し込み方法と詳しい情報は、「インフラメンテナンス国民会議」のHPで、
御確認下さい。

「ピッチイベント」

問い合わせ先：東北フォーラム事務局
復建技術コンサルタント （代表） 022-262-1234

（平日9：00～17：00）

担当 遠藤敏雄、池澤紀幸

東北地方整備局企画部企画課 （代表） 022-225-2171 （平日9：15～18：00）

担当 桐山久夫、金子俊秋

（内線 3156,3236）

