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業務概要



構造物に係わる点検・補修等の情報をデータベース化し、維持管理のためのプラットフォームを
構築します。

情報の共有・活用を促進することで、管内事務所が行う劣化・損傷状況等を踏まえた維持管理を
支援します。

東北技術事務所は急峻な地形・積雪寒冷地など厳しい自然条件にあ
る道路構造物や河川構造物の維持管理・保全について、技術的な支援を
行っています。

安全で安心できる強く美しい東北をめざして
－３つの支援を基に、東北の管内各事務所・自治体と　　
　　建設技術をつなぐ絆となり社会資本整備を支えます－

①構造物の適切な維持管理・保全
②工事の品質と担い手の確保
③防災・減災に資する技術
④技術力の向上

適時・適切な維持管理・更新の推進を行うため、点検・診断やメンテナンス・長寿命化に係る技術
開発、長寿命化やライフサイクルコスト低減のための調査研究に取り組んでいます。

構造物の維持管理に係る情報基盤整備

点検・診断・保全技術の開発促進

重要構造物における重大損傷発生時の調査支援

構造物の適切な維持管理・保全東北技術事務所３つの支援
維持管理・保全技術についての技術的な支援

４つの重点項目

橋梁等の点検・診断、予防保全対策の検討 体験型実習施設による人材育成支援 排水ポンプ車による災害対策支援

人材育成支援

災害対策支援

技術支援
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東北地方整備局が管理する橋梁は、平成27年12月現在
4,159橋ですが、建設後50年以上を経過した橋梁数は、現
在の約19％から20年後には約63％まで急激に増加しま
す。平成27年度に定期点検を実施した543橋梁のうち、緊
急対策～早期に補修が必要な橋梁は17％（Ⅳ～Ⅲ判定：
91橋）となっています。

空洞による路面陥没を防止するため、電磁波レーダを搭載した路面下空洞探査車等を用いて、事
前に空洞を発見しています。

空洞調査や空洞（陥没）補修箇所の結果についてはデータベース化し、道路管理者等がパトロー
ル時において注意すべき箇所を把握することや、効率的な調査の立案に活用できるよう、取り組ん
でいます。

区分 定義

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
道路橋の機能に支障が生じていないが、
予防保全の観点で措置を講じることが望
ましい状態

Ⅲ 早期措置段階
道路橋の機能に支障が生じる可能性が
あり、早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
道路橋の機能に支障が生じている、又は
生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を
講ずべき状態

高齢化が進む橋梁の長寿命化を図るため、橋梁定期点検・診断により
変状や損傷の基礎データを蓄積し、得られたデータを基に予防保全対
策をとりまとめ、管内事務所の維持管理に技術支援しています。

路面下の空洞調査を実施し、道路陥没による事故防止のための技術
支援及び、舗装の劣化状況を調査し、効率的な舗装修繕計画策定のため
の技術支援をしています。

橋梁点検で得られたデータを基に予防保全的な
対策を検討しています。

定期的に路面性状を調査し舗装の劣化状況を把握することにより、効率的な舗装の修繕計画策
定に役立てています。

調査は路面性状測定車により、わだち掘れ、ひび割れ、平たん性のデータを収集しています。

鋼道路橋の桁端腐食対策として、凍結抑制剤の
散布量と防食機能の劣化状況に応じた予防保全対
策を検討します。

ＲＣ床版の抜け落ちにつながるひび割れ、漏水・
遊離石灰、舗装の異常などの損傷に対し、道路利用
者被害の未然防止対策として適切な維持補修方法
を検討します。

橋梁定期点検結果 路面下空洞調査

予防保全対策の検討 路面性状調査

凍結抑制材による鋼橋の塩害対策

ＲＣ床版の維持補修に関する検討

管理橋梁数（上部工使用材料別）

年齢別橋梁割合

鋼橋桁端部の腐食

建設後50年以上の橋梁数の推移
Ｈ27橋梁点検結果（健全性診断）

桁端腐食のメカニズム

舗装の異常

予防保全の例（桁端洗浄）

床版の抜け落ち ▲調査結果（わだち掘れ量、ひび割れ率）から修繕工法を選定

コンクリート橋桁のひび割れ

道路保全の調査橋梁の点検・診断・予防保全
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【樋門、樋管等の長寿命化に向けた取り組み】
　「樋門等点検」「樋門等分析診断」「空洞化調査」

東北管内約1,300施設の樋門、樋管等の定期点検、詳細点検及び劣化原因の推定、健全度評価を実施
　「河川施設点検」（堤防、護岸、樋門等）

完成後3年間継続的に点検を実施し、初期劣化傾向の把握及び変状を防止する改善案の検討

【堤防、河道の適正な管理に向けた取り組み】
　「堤防計測解析（ＭＭＳ）」「横断側線間河道管理」

モービルマッピングシステム（ＭＭＳ）をはじめとする新技術の活用により、堤防の沈下・はらみだし
護岸損傷、側方侵食等面的な計測･解析を行い、堤防・河道状態監視を高度化

【河道の安定管理に向けた取り組み】
　「河道特性把握」「河川樹木等管理」

植生状況、河道形状や河床材料、河道特性に応じた再堆積を抑える最適な河道掘削手法を検討

管内の直轄で管理する河川には、約1,300施設の樋門、樋管、水門があり、50年以上経過した施
設は全体の約4割弱であり、20年後には約6割へと老朽化が進行して行きます。

樋門等施設が適正に機能を発揮し、長寿命化を図るためには、適切な点検と診断、補修が不可欠
であり、河川事務所との連携により、点検、診断技術の確立とPDCAサイクルによる点検手法の統
一化を目指して検討を進めています。

その他堤防保全や河道管理について検討し、予防保全技術の向上に取り組んでいます。

河川用機械設備であるゲート設備やポンプ設備は、国民の生命と財産を守るため、洪水など非常
時に確実な稼動が求められるものです。設備の信頼性をより高いものとする、状態監視保全による
維持管理を東北全体で実施していくための体制構築に向けて取り組んでいます。

老朽化が進む河川管理施設の点検・調査業務を推進し、施設の状態を
統一的に判定することで、管内事務所の計画的な予防保全（補修）を技
術支援しています。

管内機械設備の維持管理データを分析・評価することで、管内事務所
が行う計画的な維持管理を技術支援しています。

河川施設の点検・調査・予防保全

【管内機械設備の維持管理データベース】
　管内機械設備の維持管理データの一元管理を実施しています。
　蓄積データを分析することで、劣化や変状を数値化し、設備状態を定量的に評価します。

【設備診断技術の導入】
　高度な診断技術（振動周波数解析 、潤滑油分析）による傾向監視を実施します。
　運転状態の計測値を利用して、分解整備を必要としない内部部品の状態変化を評価します。

設備状態を評価する手法

設備の劣化傾向を監視する手法

河川、ダム用機械設備の維持管理河川施設の点検・調査・予防保全
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・水中探査装置は陸上から有線遠隔操作により、140mの範囲で潜ることができます。

・水中探査装置にはカメラと水中照明付を装備しており、濁度10ppm程度まで鮮明に水中の状況
をリアルタイムで陸上に設置したモニターで迅速・安全に確認することができます。

・設置から運転開始までは約30分程度の時間を要します。

管理施設の維持管理の一環として、水門・堰・ダム・橋脚等の水中構造
物の現状を把握し、異常及び損傷を早期に発見するために、水中探査装
置による調査支援を行っています。

水中探査装置の概要

水中探査装置（本体前部） 水中探査作業状況

◆目的
コンクリート構造物の更なる品質向上を目指し、技術

支援として監督職員が実施するコンクリート打設時の受
入検査をサポートしています。
◆受入検査の意義

構造物に要求される品質及び耐久性を確保するため、
誤った品質のコンクリートの使用を未然に防止するもの
です。

◆効果
コンクリート受入検査の実施により、品質安定に苦慮するプラントが数年かけて改善した事例

が複数見られることから、受入検査によるコンクリート品質確保の効果は確実に見受けられます。
現場担当者（請負者）からの“声”として、品質再考の『場』・技術的情報取得により役に立ったと

いう意見、検査後に意識変化（コンクリートの性状確認、プラントと密な打合せ増）が見られると評
価されたため、継続した取り組みを行い、東北管内のコンクリート品質確保に寄与します。

東北地方における厳しい自然環境の中にあるコンクリート構造物の
更なる品質向上、耐久性向上を目的に、現場生コンクリートの品質確保
に資する技術支援を行っています。

コンクリート打設現場での受入検査

・発注者自らが品質チェック（試験技術力・試験機器保有）
・東北管内（直轄工事）の生コン品質の実態把握
・不合格要因の分析と改善策の助言（品質改善）
・生コン品質・試験技術の意見交流（技術力向上）

東北技術事務所が行う意義

◆実施内容

現場コンクリートの品質向上に対する技術支援

工事の品質と担い手の確保
コンクリート品質確保の取り組み

水中探査チームによる水中構造物の調査支援
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エリア１（コンクリート、橋梁上部工モデル他）

エリア２（土工モデル他）

公共工事の品質確保、若手技術者の技術力向上、技術力の伝承を目的として設置され、橋梁下部
工、橋梁上部工、函渠工、L型擁壁など、15種類の構造物を配置した実習施設です。

不適切施工、施工手順等を再現しています。

座学に加え、実モデルや試験実習を中心に、座学を加え、日常業務に直結する基礎的な技術を習
得できる講習会です。

これまで、104コースを開催し、延べ1,292人が受講しています。（平成28年3月末時点）

※コンクリートモデルの構造物では、コンクリートの施工不
良箇所を故意に再現し、その不具合と原因、対策について考
えます。

工事監督・検査に対応する技術の習得や施工手順、品質の良否判定等の
基礎技術や判断技術を習得することを目的とした、実践的な施設で、実
物大の構造物を使用した実習施設としては東北地方唯一のものです。

若手技術者の「作る時に必要な技術力」を養い、適切な判断ができる
ように基礎技術講習会を開催しています。

体験型土木構造物実習施設 基礎技術講習会

・設計図面を見て、内容を把握できるようにする
・設計の基本条件が判るようにする
・設計の変更内容について、コンサルタントと打合せができるようにする
・工事の品質確保のためのチェックの要点や具体的な方法が判るようにする
・各講習で、演習及び実技体験を取り入れ、実務の要点を理解できるようにする

基礎技術講習会
コース名 講習内容

①コンクリート基礎技術 コンクリート構造物の品質管理に係わる基礎技術

②アスファルト舗装基礎技術 アスファルト舗装の基礎知識、品質管理に係わる基礎技術

③土工基礎技術 土工（盛土、掘削）、土質、残土処理、品質管理に係わる基礎技術

④水質調査技術 水質調査の基礎知識、採水作業のポイント、水質試験方法等についての講習

⑤新技術活用 新技術の活用促進を図るため、NETISの活用方法、新技術活用にあたり技術の
効率的な広報選定・新技術活用効果調査の内容についての講習

⑥構造物設計基礎技術 一般構造物設計（擁壁、ボックスカルバート、仮設構造物）における基礎技術

⑦CAD基礎技術 発注図面作成等に必要な基礎操作演習

⑧機械設備基礎技術 予防保全型維持管理の考え方と設備診断技術の習得

基礎技術の目標レベル

コンクリート基礎技術講習 土工基礎技術講習

基礎技術講習会（聞く・見る・試す）実物大の体験型土木構造物実習施設

事業所構内施設配置図
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本発表会は、土木技術を学ぶ高校生に橋の模型づくりを通じて、橋の知識やものづくりの楽しさ
を体験してもらうことを目的として、平成14年度から毎年開催しています。

将来の社会資本づくりを担う高校生に、模型づくりを通じて、橋の種
類や構造に関する知識を深めてもらい、建設業界の担い手の育成支援
を行っています。

高校生「橋梁模型」作品発表会

第15回目の記念となる平成28年度は、より地域
に根ざした発表会とするため、「東北に実在する橋」
が新たな課題として加わりました。

東北6県の高等学校17校から32作品の応募があ
り、1次審査を通過した10作品については、一般の
方々からの投票審査と、高校生自らによる製作の創
意工夫などについてのプレゼンテーションを行い、
最優秀賞等が決定しました。

表彰名 作品名 学校名
最優秀賞 青岩橋 秋田県立大館桂桜高等学校
優秀賞 東福寺通天橋 青森県立青森工業高等学校
優秀賞 城ケ倉大橋 福島県立平工業高等学校

審査委員特別賞 桃介橋 仙台市立仙台工業高等学校
審査委員特別賞 十綱橋 秋田県立大館桂桜高等学校

努力賞 二荒山神社神橋 青森県立八戸工業高等学校
努力賞 梼原木橋 仙台市立仙台工業高等学校
努力賞 ホーエンツォレルン橋 宮城県石巻工業高等学校
努力賞 The Rolling Bridge 秋田県立大館桂桜高等学校
努力賞 ハーバーブリッジ 秋田県立能代工業高等学校

東北の橋梁賞 青岩橋 秋田県立大館桂桜高等学校
プレゼンテーション賞 城ケ倉大橋 福島県立平工業高等学校

第15回（平成28年度）橋梁模型作品発表会

第15回受賞作品

一次審査会の様子

平成27年9月15日　涌谷町鳥坂地内での排水状況

平成27年9月11日～ 12日
大崎市古川米袋地内での排水状況

東北地方整備局では、管理している河川の災害対応の他に、自治体等との間で大規模な災害が発
生した場合（又はその恐れがある場合）における相互応援の申し合わせを締結し、災害対策用機械
の派遣支援を行っています。

東北技術事務所では、東日本大震災の影
響により排水機能が著しく低下した地域
や、台風等により浸水の恐れがある地域の
浸水リスク緩和、並びに、風水害による浸水
被害を解消するため排水支援を行っていま
す。

Ｈ27年度支援実績

災害名等 自治体支援地区 対応期間

局地的降雨 石巻市蛇田字新谷地前地内 4月20日

関東・東北豪雨

大和町落合桧和田地内
角田市角田字町田地内
大崎市古川米袋地内

9月11日～12日

涌谷町鳥谷坂地内 9月15日～16日

災害時には速やかに現場へ災害対策用機械を出動させ、災害対応の
支援をしています。

１．災害対策用機械の配備・運用

２．排水ポンプ車をはじめとする派遣支援

災害対策用機械出動イメージ

排水ポンプ車

照明車

対策本部車

防災・減災に資する技術
災害対策用機械の配備・運用・派遣支援

高校生「橋梁模型」作品発表会

最優秀賞・東北の橋梁賞
（秋田県立大館桂桜高等学校）

優秀賞・プレゼンテーション賞
（福島県立平工業高等学校）

青岩橋

城ケ倉大橋
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応急組立橋は台風などによる橋梁の損壊、地震による道
路崩壊などに、道路機能の復旧用仮橋として使用されてい
ます。

地域住民の強い要望から、多賀城市が当事務所へ要
請を行ったもので、当事務所は3.11東日本大震災時に
も地域住民約50名の一時避難を受入した経緯もあり、
地域防災を支援するため、受入体制を整え、平成25年
8月29日に多賀城市役所にて災害協定締結式を行い
ました。

東北技術事務所構内には、災害時の一次避難のため、構内に津波避難案内標識を整備するなど、
受入体制の整備を整えています。

型　　式 単純下路式組立ワーレントラス橋

桁　　長
40.0m
10mから2mごとに40m
取付桁（14m×2）

車道幅員 4.0m（車道）

主構高さ 2.0m

設計荷重 B活荷重

◆主構の各パネルは、中間が2ｍ・4ｍ・8ｍ、端部が5ｍのパ
ネルで構成されており、最小10ｍから2ｍごとに、40ｍ
まで架設可能です。

◆車道幅員を4ｍ（片側通行）として、橋梁全体を軽くし従来
の6.5ｍ幅の組立橋より架設時間を大幅に短縮しました。
従来40時間程度かかっていたものを本応急組立橋では
22時間程度で架設できます。

◆主構のパネル接合はピン接合とし、他ボルトも極力統一
化を図り架設時間短縮に配慮しました。

緊急災害対策派遣隊（TEC－FORCE）を対象に、災害対策用機械の操
作技術力強化、TEC－FORCE研修・セミナーを実施しています。

地域防災支援として防災技術センターの屋上を災害時の地域住民の
一時避難場所として提供するための協定を多賀城市と締結しました。

災害時に備えて操作訓練の実施

応急組立橋の概要

多賀城市と災害時の支援協力に関する協定書を締結

応急組立橋の特徴

組立作業フロー （左から東北技術事務所長、多賀城市長、
塩釜港湾・空港整備事務所長（H25当時））

支援協定書

東日本大震災時の避難状況

一時避難場所（屋上）に登る外階段 構内に整備した避難場所案内標識

防災技術センター屋上を地域の一時避難場所に提供災害時に備えた操作訓練の実施

200tｸﾚｰﾝによる主構架設対策本部車設置訓練排水ポンプ設置訓練

応急組立橋（ワーレトランス橋40m×4m）
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新技術開発者及び工事実施事務所の担当者に対して、新技術の登録・
活用・活用効果調査・評価の各段階で技術支援を行い、新技術の活用促
進を図っています。

施工現場における技術的課題やニーズに対応した技術開発に取り組
んでいます。

新技術の活用の流れ

技術開発の取り組み

http://www.netis.mlit.go.jp

近年、除雪機械オペレータの高齢化並びに、除雪グレーダの仕様変更による除雪体制への影響な
ど、確実かつ安定した作業体制を確保するための取り組みが求められております。

道路除雪体制確保の一環として、除雪機械の安全性向上に向けた検討を実施しております。

応急復旧工事で多く採用されている大型土のう工において、無人化施工を可能にする、油圧ショ
ベル用「アタッチメント」の開発を行ったものです。

【装置の特徴】
◆危険な現場に立ち入ること無く土のう工を実施
◆開発ベースと同等機種であれば装着が可能
◆磁力による吊ひも吸引の機構で確実な玉掛けを実現
◆両フック仕様、先端を噛合わせ形状とすることで、確

実な玉掛けと荷役時の落下防止を実現
◆吊ひもは、複数回の吊上げ可能なため、現場内仮置き

撤去時にも作業可能

ライン型ロードヒーティングは、タイヤ通過部のみを融雪対象としており、大幅なコスト縮減と
工期短縮が可能となります。

除雪作業の安全性向上に向けた検討

大型土のう設置装置の開発 平成28年度文部科学大臣表彰 創意工夫功労者賞受賞

ライン型ロードヒーティング

オペレータの作業実態の分析新型(一人乗)グレーダ導入に向けた検知システム検討

技術力の向上
新技術活用に関する取り組み（NETIS）

－技術開発の取り組み－

－技術開発の取り組み－
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◆河川法に基づき、宮城県内の河川・ダムの監視のた
めに水質・底質分析を行っています。

◆ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、現状を
把握するために、東北管内12水系の水質・底質の
調査を実施しています。

◆魚の斃死などの河川・ダムの水質の異常時に、臨時
の分析を行っています。

◆東北管内12水系（河川・ダム）の水質・底質分析
データに問題がないか、技術事務所が一括して評
価を行っています。

住民の生活環境を守るための水質保全について、水質試験・底質試験
を行っています。
良好な水質が確保できるよう支援を行っています。

水質・底質分析及びデータ評価

水質調査技術向上の取り組みとサポート

河川事務所の分析データを技術事務所が
チェック、及び原因解明の指導等を通じ、河
川事務所の分析データ精度の確保と分析技
術の向上を図ります。

技術事務所では、水質特性マップ作成
や手引き（案）の作成を通じ、技術向上を
サポートしています。

【水質特性マップの作成】
河川の水質特性把握のため水系毎の季

節別の特徴的な水質項目、流域内の情報
のマップを作成

【水質データ評価の手引き（案）】
◆水質担当者対象に分析データの水文水

質DB入力前の異常値、人為的ミス等
の判定に活用

◆水質調査技術講習（水質担当者対象）に
おける活用（データの見方・試料採取が
分析結果に与える影響等）

水質調査指導を通じた技術向上 技術向上のサポート（独自の取り組み）

EE東北来場者数等の年度別推移

EE東北16技術分野別出展者数、技術数

水質変化状況とデータの評価

分析においてはすばや
く分析を行い、またビン
を間違うことの無いよ
う細心の注意が必要

採水時には異質混入の
防止や流況が標準的な
ところの採水などの留
意が必要

第26回目の開催となる「ＥＥ東北’16」では「復旧復興」や建設現場の生産性を向上させる取り
組み「i-Construction」対象技術など、建設事業に係る832の新技術が公開展示され、大勢の来場
者（延べ14,200人）が見学体験しました。

空撮や測量などの分野におけるUAV（ドローン）活用が普及していることから、建設事業にお
けるUAV技術の利活用と開発促進のため、UAV競技会も同時開催しています。

EE東北は、建設事業に係わる新材料、新工法、その他自体のニーズに
対応して開発された新技術を公開し、その普及を図ることにより、さら
に新たな技術開発の促進と、良質な社会資本の整備を通じて、地域社会
の発展に寄与することを目的として、平成2年から毎年開催しています。

※EEとはEngineering Exihibition（エンジニアエキシビジョン）の略で新技術を広く公開するという意味

技術分野
EE16

出展者数 技術数

（Ａ）復旧・復興に関する技術分野 57 145

（Ｂ）建設段階の技術分野 57 147

（Ｃ）維持管理・予防保全の技術分野 102 279

（Ｄ）建設副産物・リサイクル等の技術分野 13 33

（Ｅ）防災・安全等の技術分野 57 168

（Ｆ）その他共通の技術分野 18 60

計 304 832

EE東北16　屋内展示場の全景

EE東北16　屋外展示場の全景

UAV競技会の状況

建設技術公開「EE東北」河川･ダムにおける水質調査
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昭和　9年　4月 内務省仙台土木出張所塩釜機械工場が設置される
昭和18年11月 塩釜工作事務所に改称される
昭和25年　2月 建設省東北地方建設局塩釜工作事務所を統合し仙台機械整備事務所が設置される
昭和39年　7月 仙台機械事務所と改称される
昭和41年　4月 仙台技術事務所と改称される
昭和46年10月 東北技術事務所と改称される
平成13年　1月 国土交通省東北地方整備局東北技術事務所と改称され現在に至る

事務所の沿革

総　務　課　【☎ ０２２－３６５－８１５８】
総括的な窓口、及び職員の福利厚生関係、職員の研修に関す
る業務を担当しています

事 務 所 長

総括技術情報管理官

保 全 対 策 官

建 設 専 門 官

技 術 情 報 管 理 官

上 席 専 門 職

副 所 長（ 事 務 ）

副 所 長（ 土 木 ）

副 所 長（ 機 械 ）

経　理　課【☎ ０２２－３６５－７９６７】
予算管理及び支払事務、請負業務、物品の購入等の契約、財産
管理に関する業務を担当しています

維持管理技術課【☎ ０２２－３６５－７９７１】
技術系の総括的な窓口として、技術管理業務及び道路の保全

（舗装等）に関する業務、橋梁の点検・診断に関する業務を担
当しています

施工調査・技術活用課【☎ ０２２－３６５－７９８３】
施工技術や建設機械に関する調査・検討、機械設備の計画的
な維持管理支援、新技術の活用促進・民間開発技術の受付審
査を担当しています

品質調査課【☎ ０２２－３６５－７９８８】
河川施設の点検・診断や予防保全業務、水質調査の精度管理、
また公共工事の品質確保のためコンクリート、アスファルト
試験の実施、体験型土木構造物実習施設の管理運営業務など
を担当しています

防災・技術課【☎ ０２２－３６５－５８９７】
災害対策用機械や資機材の管理・運用並びに現地対策の支
援、防災対応技術者の育成業務、所内の電気・通信・情報施設
の管理を担当しています

東北技術事務所　組織図


