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災害対策支援

東北技術事務所３つの支援
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－



４つの重点項目

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
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構造物の適切な維持管理・保全
維持管理・保全の技術的な支援

　東北技術事務所は東北地方における急峻な地形・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。

構造物の維持管理に係る情報基盤整備 
　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。

点検・診断・保全技術の開発促進
　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検討に取り組んでいます。

重要構造物における重大損傷発生時の調査支援
　東北地方における地方公共団体の要請により緊急かつ高度な技術力を要する橋梁等に対する

「直轄診断」の実施に参画し、技術的な支援に取り組んでいます。

地方公共団体への技術支援
　構造物の維持管理・保全について、地方公共
団体へ、予防保全対策の提供や技術支援を目的
とした橋梁上部などの研修に取り組んでいま
す。
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橋梁の点検・診断、予防保全

　東北地方整備局管内の橋梁は高齢化が進み、長寿命化のため、省
令に基づく定期点検・診断を行い健全度を把握し、橋梁の長寿命化
計画の策定や計画的な維持管理について技術支援をしています。

橋梁定期点検結果 
　東北地方整備局が管理する橋梁は、令和３年３月末現在
4,342 橋ですが、建設後 50 年以上を経過した橋梁数は、
現在の約 28％から 20 年後には約 62％まで急激に増加し
ます。令和２年度に定期点検を実施した 606 橋梁のうち、
緊急対策～早期に補修が必要な橋梁は 10％（Ⅲ判定：59
橋）となっています。

 予防保全対策の検討
　橋梁点検で得られたデータや、調査試験の結果を
基に橋梁の予防保全的な対策を検討しています。

　舗装による床版の長寿命化を目的として、施工方
法、舗装構成、舗装材料等について検証及び検討を
行います。

　コンクリート構造物の補修方法について、これま
での効果を検証し、新たな補修方法について、実験
を踏まえた検討を行います。
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道路保全の調査 

　道路陥没による事故防止のための路面下空洞調査及び、効率的
な舗装修繕計画策定のための舗装劣化状況調査を行い技術支援を
しています。
路面下空洞調査 

　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。

路面性状調査
　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。
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河川管理施設の点検・調査・予防保全 

　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しています。
　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。

河川管理施設の点検・調査・予防保全
【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」

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、健全度評価等
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】　
　「河川管理業務効率化検討」

新技術等を活用し、堤防・河道・構造物の状態を面的に把握する計測手法の検討
【河道の安定管理に向けた取り組み】　
　「河道掘削手法検討」

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
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河川、ダム用機械設備の診断・予防安全 

　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。

設備状態を評価する手法
◆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。

設備の劣化傾向を監視する手法
◆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、分解をすることなく機械内部部品の状態変化を評価します。

・傾向管理データの蓄積

・設備状態の評価

・点検整備技術の検証
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ＵＡＶ（ドローン）による所管施設の調査支援

　所管施設の維持管理の一環として、異常箇所等の状況調査のた
めＵＡＶ（ドローン）による調査支援を行っています。

１. ＵＡＶによる空中撮影

・上空からの調査が必要な目的物を迅速・効率的に撮影することができます。
・高画質で鮮明な４Ｋ動画や写真を撮影することができます。

 ２．操作講習会の実施

・災害や調査におけるＵＡＶ運用体制を確保するため、所内の職員を対象としたＵＡＶ操作講 　
　習会を開催し、航空法やＵＡＶに関する座学、実機による操作実習を行っています。
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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

　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

◆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。

東北技術事務所が行う意義
◆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）

現場コンクリートの品質向上に対する技術支援

◆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の改善事例が複数見られ
るなど、受入検査によるコンクリート品質確保の効果は確実に現れています。
　また、現場担当者（請負者）からの“声”として、品質再考の『場』・技術的情報取得とし
て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）が見られるとの評価もあり、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
保に寄与していきます。
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実物大の臨場感で！体験型河川堤防等実習施設

　近年、気象災害が頻発・激甚化し、災害に備えるためには、平常時
における河川管理施設の状態監視が重要とされています。
　この施設は、河川堤防等施設に再現された変状の状態を見逃すこと
なく、損傷の程度を適切に判断し、適期に必要な対策を実施するため、
いつでも実物の臨場感で体験可能な実習施設です。

体験型河川堤防等実習施設査

　河川における技術力向上・人材育成の一環として、“見て　触れて　考える”を実践で体験でき
る実習施設です。河川の変状は、複合的に発生する事象も多いため、発生要因や発生予兆が発見し
にくい異常の視点（ポイント）、東北地方整備局管内で発生した事例から再度災害防止を図るため
の対策等について実習可能です。

　実用技術の習得を求め、実習施設利用者の技術レベル、技術ニーズを把握し
たうえで、利用者が求めるテーマを主体とした実習を行います。
　どなたでも体験（無料）できます。
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実物大の体験型土木構造物実習施設
　コンクリートの施工不良箇所の再現や施工手順など、「見て・触れて・
考える」をコンセプトに橋梁下部工、橋梁上部工、函渠工などの構造
物が実物大で製作されている実体験施設です。
　工事監督・検査における対応技術の向上や施工手順、品質の良否判
定などの基礎技術や判断技術を習得することを目的とした、東北地方
唯一のものです。

体験型土木構造物実習施設
　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、函渠工など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。
※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。
　

利用希望の際は、利用申込書を東北技術事務所のホームページからダウンロードしてお申込ください。
ＵＲＬ：http://www.thr.mlit.go.jp/tougi/gijutsuryoku/jinzai/taikengata.html
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基礎技術講習会（聞く・見る・試す）
 全国初！ 官民合同の講習会を継続開催します。

～官民共同で若手技術者を育成！～
基礎技術講習会
　「第 11 回復興加速化会議」（令和２年 12 月 10 日）にて示された「東北復興『働き方・人づく
り改革プロジェクト』」の一環として、将来を担う若手技術者を育成する「基礎技術講習会」を加
盟 17 団体が連携して継続開催します。令和２年度は、延べ 577 人が受講しました。

　　　　　　　　● 講習会、研修などでサポート
　　　　　　　　　　・自治体職員を含む人材育成協議会の活動推進
　　　　　　　　　　・自治体職員の防災対応力向上試験（学び塾）
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高校生「橋梁模型」作品発表会

　未来の技術者である高校生を対象に、橋の模型づくりの体験（楽しさ、
創意工夫）を通じて、橋の知識の習得とともに、社会を支える基盤と
なる橋等の土木構造物への理解を深めて頂く育成支援を行っています。

高校生「橋梁模型」作品発表会
　高校生「橋梁模型」作品発表会は、未来の技術者である高校生を対象に、平成 14 年度から毎
年開催しています。これまでの出展数及び応募数は延べ 772 作品・378 校となっております。

第19回（令和２年度）橋梁模型作品発表会
　令和２年度の高校生「橋梁模型」作品発表会はコ
ロナ過を考慮し、例年開催している仙台市内会場（せ
んだいメディアテーク）での発表会に代えて、初の
試みである「WEB による表彰式」を開催しました
が、審査結果発表では受賞の喜びを身体全体で表し
ている姿や、表彰式授与での製作者による受賞コメ
ント、審査員長からの受賞全作品に及ぶ丁寧な審査
講評、そしてＷＥＢの画面越しにはなりましたが参
加者全員の笑顔あふれる記念撮影と、充実した内容
で開催することができました。

第19回受賞作品
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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

　災害対策用機械を配備し、災害時には速やかに現場へ出動さ
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

　東北地方整備局では、管理している河川や道路の災害対応の他に、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。

　災害対策本部（東北地方整備局）からの派遣
命令を受け、風水害による浸水被害を軽減する
排水支援等を実施しています。
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災害時に備えた操作訓練等の実施

　災害対策用機械の指揮・操作技術力強化のため、関係職員を対象とした
危機管理（機械）エキスパート講習を実施しています。
　また、災害に備え、応急組立橋の点検や災害協定を締結している建設業
者のオペレータに対し、遠隔操作式バックホウの講習会を実施しています。

危機管理（機械）エキスパート講習の実施

応急組立橋の点検実施
　東北技術事務所では、応急組立橋の出動に備え、事務所構内において応急組立橋の点検を実施
しています。

遠隔操作式バックホウ講習会
　東北技術事務所では、災害時より迅速に対応出来るオペレータ育成を図るため、災害協定を締
結している東北建設業協会連合会の協力を得て、東北６県の建設業者のオペレータに対して、平
成 25 年度から遠隔操作講習を実施しており、これまで、延べ 164 人が受講しています。

14



防災技術センター屋上を地域の一時避難場所に提供

　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しています。

　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、受入体制を整えています。

多賀城市と災害時の支援協力に関する協定書を締結

　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を行っております。
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技術力の向上
新技術活用に関する取り組み（ＮＥＴＩＳ）

　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。

新技術の活用の流れ

－技術開発の取り組み－

　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。

技術開発の取り組み
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－技術開発の取り組み－
除雪グレーダ用可変幅型
ブレードの開発
　従来の 2 人乗り除雪グレーダに代わり、新型の１人乗り土工用モータグレーダをベースとして、除
雪作業幅員を 4.0m ～ 6.0m に可変できる除雪用ブレードを開発しました。除雪作業幅を 4.0m ～
6.0m に可変できることにより、1 台で 1.5 車線分の除雪が可能となります。

近接車両検知システムの開発
　近接車両検知システムは、助手の役割を担う新たな支援システムであり、「後方から接近する車両
の監視と通知」を行うシステムです。このシステムにより、１人乗り除雪グレーダにおいて２人乗りに
近い環境を提供することが可能であり、これにより作業中の安全を確保することが可能となりました。

大型土のう設置装置の開発
　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】
◆操作スイッチの配置最適化
　　ハンドルから手を離さずに安全かつ直感的な操作を実現
◆伸縮速度の向上と均一化
　　ブレードの左右伸縮速度均一にし、操作性を向上

【装置の特徴】
◆除雪グレーダ以外の車両

に対しても搭載が可能
◆検知エリアは自車線＋左

右 1 車線 ( 常時 ) のため、
梯団作業時の走行位置に
関係なく使用可能

◆検知エリア内であれば、
路側を走行する軽車両等
も検知

◆交差点などで停止中の車
両や対向車は検知しない

【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
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河川 ･ ダムにおける水質調査
　水質調査は、河川等流水の総合管理の一環として実施するものです。
　環境基準達成の確認・監視のほか、水資源開発や利水計画などの基礎資
料について、技術支援を行っています。

水質分析 と 微量化学物質分析
◆水質分析
　東北管内の河川及びダムのち、
宮城県内を対象として、当事務
所の試験室にて水質分析を行っ
ています。

水質データの評価
◆水質データ評価

　東北管内 12 水系（河川・ダム）
を対象に、当事務所が一括して水
質の分析データの評価を行ってい
ます。
　確認を要するデータについて、
担当事務所で行う採水～分析～整
理一連での原因有無確認と分析
データ採用可否判断を支援しま
す。

水質調査技術向上 と 緊急時の水質分析
◆水質調査の技術向上
　水質関係業務に関わる担当者を対象とし、
試料採取が分析結果に与える影響やデータ
の見方などの講習を実施。

◆微量化学物質分析
　関係事務所の協力のもと、
東北管内１２水系（河川・ダム）
を対象にダイオキシン類の分
析を行っています。

◆緊急時の水質分析
　水質事故等の緊急時、当事務所の試験室に
て臨時水質分析を行います。
　担当事務所に対し、助言を通じて技術的支
援を行います。
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建設技術公開「ＥＥ東北」

　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

【ＥＥ東北‘２１の開催概要】　
　・「夢メッセみやぎ」ほかを会場に 6 月 2 日（水）～６月 3 日（木）の 2 日間開催
　・ 来場者：9,900 人　WEB 会場来場者：6,600 人

【出展技術】　
　・ 建設関連分野に係わる新材料、新工法、その他時代のニーズに応え開発された新技術を公開
　・ I ＣＴ（情報通信技術）やＡＩ（人工知能）などのＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）に関連  　
　　する技術を中心に、過去最大の 319 出展者による 934 技術が集結 

 【ＥＥ東北‘２１の特徴】　
・ 例年開催している新技術展示会や新技術プレゼンテーション等に加え、ＥＥ東北開催 30 回記念とし

て基調・特別講演、i-Construction、体験広場、インフラ点検・長寿命化技術デモンストレーション
等の記念プログラムを実施

・ 新型コロナウイルス感染症対策として、来場者の事前登録、QR コードによる入場者数管理、WEB 会
場の同時開催（配信）等を実施
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東北技術事務所　組織図

技術情報誌 WEB formosus（ウェブ フォルモス） 
WEB formosus は、東北技術事務所が取り組む様々な業務や新技術、
最新の話題等について、紹介しています。
WEB formosus はこちらでご覧いただけます。
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