
体験型河川堤防等実習施設は、常に異常箇所（変状）が確認できる不具合を再現した実物大の
河川管理施設であり、「見て、触れて、考える」をコンセプトに河川管理施設の点検・評価に関
する技術習得、河川における技術力向上、人材育成を目的として令和２年度に整備した東北唯一
の体験型実習施設です。

体験型河川堤防等実習施設の概要

R3体験型河川堤防等実習施設《河川講習会》総括

河川講習会内容

近年、頻発・激甚化する災害に備える為には、平常時における河川管理施設の状態監視が重要であるとともに、早期の変状
発見・確実な対応が必要不可欠とされ、河川管理施設の点検・評価に関する技術向上のニーズが高まっています。
そのため、体験型河川堤防等実習施設を活用した河川講習会を実施しました。

【河川講習会】
〇座 学：H25改正の河川法及び河川における維持管理の背景・課題等の現状及び点検・評価に関する技術指導。
〇現地実習：変状の発生要因、河川堤防等への影響事例等について、実事例等から実技講習を交えた技術指導
〇意見交換：日頃から抱えている課題等について情報共有を図り、危機管理に備える為に必要な共通認識の確認。

令和３年利用状況（内訳） 令和３年６月より本格運用開始

河川講習会
講習内容（標準）

座学：３０分 現地実習：１２０分 意見交換：３０分

・背景、課題
（関係法令、河川維持管理の課題 等）
・点検の流れ「堤防の状態監視」
（状態把握～維持管理対策の流れ 等）

・河川施設の変状
・点検実施
・点検結果の評価
・対策工実施 等

・日頃から抱えている課題等の
情報共有や意見交換

・河川管理等の経験談から話題
提供及び意見交換

河川講習会 ６月～１２月、１６回（１４日）開催 １６団体 受講者数 ２００名
※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、８月～９月は一時休止
【受講者】
・国土交通省
・地方公共団体
・民間企業（施工業者、河川巡視、監督補助 等）
・環境省（委託業者含む）

※受講後、各種研修（地方公共団体・民間等）での継続活用を目的とした問合せが多数発生。

国交省職員

37%

（７４名）

地方公共団体

34％

（６７名）

民間企業

16％（３３名）

環境省

13%（２６名）



河川講習会実施状況

【運用開始宣言：東北技術事務所長】

R3体験型河川堤防等実習施設《河川講習会》総括

〇本格運用開始（R3.6.22）

【現地実習状況】

【報道】
各報道機関からの
取材があり報道さ
れました。

【取材状況】〇実施状況（R3.7～R3.12）

【関係法令説明】 【土堤：①コンクリート打音調査（空洞確認）②樋管抜け上がり計測 ③法面変状計測】

① ② ③

【樋管：函体内部変状の確認】

座学 現地実習

現地実習

【座学：④変状解説 ⑤ひび割れ計測 ⑥ロールプレイング実施】

【意見交換】
日頃から抱えている
悩み・課題につい
て、講師と気兼ねな
い率直な意見交換を
実施しています。

④ ⑤ ⑥

室内実習



R3アンケート結果（182名）

【河川講習会の効果】 【講習会後の意識変化】

体験型河川堤防等実習施設（河川講習会）

【内訳：①国交省職員58名・②地方公共団体67名・③民間企業31名・④環境省（委託業者含む）26名】

主な意見（※重複回答含む）

・現地実習で現場視点の捉え方が出来た。１２８件

・実事例紹介や意見交換等が参考になった。５７件

・必要な技術情報が新たに取得出来た。 ７２件

内訳（①45件、②47件、③20件、④16件）

内訳（①12件、②24件、③11件、④10件）

内訳（①26件、②22件、③14件、④10件）

主な意見（※重複回答含む）

・堤防等の変状や危険箇所に関する意識が変わった。 １０１件

・河川管理者視点、管理に対する取り組み姿勢に意識が変わった。 ９４件

・災害時における対処の考え方や方法に関して意識変化があった。 ４６件

内訳（①33件、②28件、③25件、④15件）

内訳（①12件、②18件、③9件、④7件）

内訳（①32件、②35件、③15件、④12件）

アンケート調査を受講生毎（河川業務従事者、学校関係者、研修対応、地方公共団体等河川管理
者）に様式を定め実施しています。参加者からのご意見は今後、運用の参考とさせていただきま
す。※その他（自由回答）をクリックすると内容が確認できます。

回答：参加者全員が役に立った。

評価：人材育成に寄与

回答：①９割に意識変化あり
⇒“気づき”への繋がり

②常に危機意識の高い技術者
が《変わらない》に回答

※その他（自由回答） ※その他（自由回答）

成果

講習会は、一定
の効果があった
と判断されま
す。

成果

実践を踏まえた講
習会により改めて
河川管理の重要性
等に“気づき”平
時に取り組むべき
備えの意識付けが
共有出来ました。

大変役に立った

63%

（１１４名）

役に立った

37%

（６８名）

変化があった。

91%

（１６６名）

変わらない。

8%（１５名）

無回答

1%（１名）

https://www.thr.mlit.go.jp/tougi/gijutsuryoku/jinzai/pdf/【R3】jiyukaitou_A.pdf
https://www.thr.mlit.go.jp/tougi/gijutsuryoku/jinzai/pdf/【R3】jiyukaitou_B.pdf


アンケート結果（182名）

【河川に関わる技術支援の必要性ついて】

【その他要望】

・実習内容は同じで構わない ５４件

・作業従事している河川の特性に合わせた
事象で集中的に実習したい ５４件

・出前講座的に現地実習をお願いしたい ５０件

・意見交換の時間を増やしてほしい ７件

体験型河川堤防等実習施設（河川講習会）

主な意見（※重複回答含む）

・実事例（好事例）紹介や現場で役立つ品質・施工管理
事例の紹介 ９８件

・技術・情報の入手手段や重点ポイントの情報提供等 ９８件

・特化した内容に関わる技術指導等の強化 ６４件

・「意見交換の場」の提供や勉強会の開催
(定期的な情報発信） ３７件

内訳（①31件、②34件、③16件、④17件）

内訳（①30件、②29件、③23件、④16件）

内訳（①21件、②21件、③11件、④11件）

内訳（①7件、②18件、③7件、④5件）

内訳（①15件、②21件、③14件、④4件）

内訳（①20件、②21件、③6件、④7件）

内訳（①14件、②22件、③7件、④7件）

内訳（①1件、②3件、③3件、④0件）

【内訳：①国交省職員58名・②地方公共団体67名・③民間企業31名・④環境省（委託業者含む）26名】

回答：８割越から継続した技術
支援の要請
⇒出前講座の要望多数

成果

人材育成、技術力向上
に苦慮する技術者か
ら、東北技術事務所に
対して継続した技術支
援を求められている結
果が確認されました。

※その他（自由回答）

※その他（自由回答）

【実習カリキュラムについて】

体験型河川堤防等実習施設内容で参考になった項目ついて

・座学（講義、意見交換）、現場実習とも参考となった。 １３０件

・更に詳しく聞きたい。（講習、現場実習、意見交換等） ４６件

内訳（①44件、②39件、③25件、④22件）

内訳（①11件、②27件、③5件、④3件）

必要である。

85%

(１５５名）

どちらでもよい。

11%（２０名） 必要ない。

1%（２名）

無回答

3%（５名）

※その他（自由回答）をクリックすると内容が確認できます。

https://www.thr.mlit.go.jp/tougi/gijutsuryoku/jinzai/pdf/【R3】jiyukaitou_C.pdf
https://www.thr.mlit.go.jp/tougi/gijutsuryoku/jinzai/pdf/【R3】jiyukaitou_D.pdf


アンケート結果（１３２名）

体験型河川堤防等実習施設（河川講習会）

【内訳：国交省職員11名・地方公共団体64名・民間企業31名・環境省（委託業者含む）26名】

【《参考》H25河川法改正後の維持管理に関する質問】
Q1：河川法改正による河川管理等の取り組み変化について

・不十分若しくは不足と感じるが、
対処は出来ていない。 ８件

主な意見

・取り組みに変化があった。 １７件

・河川法改正前と変わらない。 ４１件

・取り組みが十分とは感じていない。１６件

《取り組みに変化があった事例》
・職員による巡視（徒歩含む）を
義務化し実施。

・堤防点検、施設点検、台帳整理
等の充実。

・管理計画等を見直し、巡視計
画、頻度、実施箇所等の明確化。

Q2：現時点で管轄の河川管理水準（状態)の認識について

主な意見（※重複回答含む）

・改善（向上）しなければならないという認識がある ３２件

・満足しているとは言えない。 ３２件

・十分に満足して認識している。 ３２件

・不十分である。もしくはどのように対処したらよいか解らない。 ９件

５割超が現時点で課題を抱えている現状！

Q3：Q2において満足できない理由として挙げられる要因について

主な意見（※重複回答含む）

・河川管理に関わる意識の希薄 ２９件

・河川技術等に関する情報の入手が困難 １５件

・人材不足若しくは河川管理専門技術職員に限りがある
４９件

・費用負担困難 ４６件

東北技術事務所
で支援可能

取り組みに

変化があった。

13%（１７名）
河川法改正前と

変わらない。

31%（４１名）

取り組みが十分とは感じていない。

（河川法改正に関わらず）

12%（１６名）不十分若しくは不足

と感じるが、対処は

出来ていない。

6%（８名）

無回答

38%（５０名）

十分満足している

と認識している。

24%（３２名）

満足しているとは

言えない。

24%（３２名）

改善（向上）しな

ければならないと

いう認識はある。

24%（３２名）

不十分である。もしく

はどのように対処した

らよいか解らない。

7%（９名）

無回答

20%

（２７名）

費用負担困難

32%（４６名）

人材不足若しくは河川管理専門の技術職

員に限りがある。

35%（４９名）

河川管理（災害等の備えも含

む）に関わる意識の希薄

20%（２９名）

河川技術等に関する情

報の入手が困難

11%（１５名）

その他

2%（３名）

支援
可能



アンケート結果（１３２名）

体験型河川堤防等実習施設（河川講習会）

Q4：河川の維持管理水準を確保・向上するために維持管理についての専門技術をもつ河川技術者資格(河川維持管理技術者、河川点検士)について。

Q5：知っている方で、活用した経験について

知っている。

27%

知らなかった。

67%

無回答

6%
経験がある。

22%

経験がない。

78%

・知っている ３６件

主な意見

・知らなかった ８８件
主な意見

・経験がある ９件

・経験がない ３２件

【内訳：国交省職員11名・地方公共団体64名・民間企業31名・環境省（委託業者含む）26名】

《活用事例》
・自ら河川点検士の資格をとり河川巡視を実施
・堤防点検時に有識者と協同で実施。
・堤防除草に関わる助言を頂いている。
・工事着手前の現地調査等で活用。

職種等 利 用 団 体 名 職種等 利 用 団 体 名 職種等 利 用 団 体 名

国土
交通省

仙台河川国道事務所 国土交通省 東北技術事務所 民間企業 （株）パスク山形支店

北上川下流河川事務所 環境省 環境省 （株）丸本組

鳴瀬川総合開発工事事務所 地方公共団体 ①仙台河川国道事務所管内 みちのくコンサルタント（株）

宮城南部復興事務所 ②北上川下流河川事務所管内 （一社）東北地域づくり協会 福島
支所「中間貯蔵・環境安全事業
（株）含む」

岩手河川国道事務所
（現場技術員等含む）

上記①、②以外 宮城県内の
地方公共団体

河川管理実務者研修
（地方公共団体職員含む）

宮城県仙台土木事務所
（単独）

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、８月～９月に
おいて、河川講習会を一時休止とした。
⇒この間に予約していた複数団体において、再度の日程確
保が出来ず、取りやめとせざるを得ない状況が発生。

R3体験型河川堤防等実習施設利用者内訳

周知不足を改善する必要がある。 【参考】
河川技術者資格
（河川維持管理技術者・河川点検士）

https://www.ree.or.jp/
（一財）河川技術者教育振興機構


