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「県域統合型GIS」が生まれ変わり、高機能に強化します！
（公財）岐阜県建設研究センターでは、現在運用中の県域統合型GISの再開発を進めています。新しく
なる県域統合型GISは行政事務を強力にサポートします。
この度、平成２６年１０月より下記（１）について運用開始します。又、（２）、（３）、（４）については、引続
き、開発を進めます。

↓グリッド表示機能

↑密度表示機能

例えば、交通事故がどこでどれだけ
起きているか解析するための機能と
して、密度表示やグリッド表示ができ
ます！

（注）黄：土砂災害警戒区域 赤：土砂災害特別警戒区域 を示す。

（１）高速・高機能なインターフェイス
新しくなる県域統合型GIS庁内システムでは、高速で
高機能なインターフェースが全ての利用者に提供さ
れます。大容量のデータも高速表示が可能で、従来
の１/２の所要時間で地図が表示されます。（※1）
又、これまでの県域統合型GISで特に時間の掛かっ
ていたマップ作成も高速処理が可能で、データの一
括登録においては従来の１/３０の所要時間で処理
が完了します。（※2）

新旧県域統合型GISの所要時間比較（※）
旧システム

３５秒

マップ閲覧

新システム

１８秒
マップ作成・更新

旧システム

600秒
２０秒

新システム
処理時間（秒）
※ 大容量データ閲覧／登録時

（３）モバイルＧＩＳ
県域統合型GISで作成したマップをスマートフォンと
連動させます。モバイルGISは日常業務で地図を活
用するための強力なツールになります。
（２）３Ｄ-ＧＩＳ
岐阜県の特徴である海抜0mから標高
3000mを超える山脈をリアルに表現す
る3D-GISを開発しています。
特に急傾斜地においては防災の観点
から対策や有事の際に判断材料とし
て活躍が期待されます。

（４）研修設備
センターではGISの更なる普
及促進を推進するために大
型ディスプレイを含む研修体
制を構築し、旧システムから
のスムーズな移行をサポー
トします。

※1：デモ環境において25万件のデータ表示時
※2：デモ環境において50万件のデータ登録時
画面は全て開発中のものであり、実際のものとは異なる場合があります。数値はPC、ネットワーク環境により必ずしも同一の結果とならない場合があります。
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岐阜県自然共生工法研究会では、失われた環境機能・生態
系機能を小規模な対策で自然再生を図る「小さな自然再生」
の取組については、平成２６年５月号〔第１０号〕でご紹介
させていただきました。
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魚道を登ってきたオイカワ
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岐阜県自然共生工法研究会 「小さな自然再生」の取組み

建設研究センターで６人目のＭＥとなりました！！
私、岡本裕司は、平成２６年度前期のＭＥ養成講座を受講し、そして認定試験も合格し、はれて建設研
究センターで６人目の社会基盤メンテナンスエキスパート（ＭＥ）になることができました。
今回ＭＥ養成講座を受講して、発注者、建設コンサルタント、施工業者
の立場が違う土木技術者が、今後、目標を持って、つながっていくことが
出来るネットワークが得られたことが貴重な財産であると感じました。
ＭＥ養成講座は、２０日間という、他ではないような講座を受講しなけ
ればならないというプレッシャーがあり、どうなるものかと、最初は不安
でした。しかしいざ始まってみると、あっという間に２０日間が過ぎ、毎
日が充実した日々でした。毎日のレポートを書くのに大変苦労しましたが、
講義で使用した資料を読み返し、復習とまではいきませんでしたが、何と
なくでも理解を深めることが出来、この講義ごとのレポート提出は良かっ
たと思っております。
講義の内容については、座学がメインでしたが、その座学を実際のフィールドで確認することが出来る
実習があったことが、かなり私に充実した知識等を与え
て頂いたということを実感しております。社会資本を的
確に維持管理していく上では、現在「予防保全型」が不
可欠であり、継続的、定期的な点検による的確な情報収
集をおこない、その情報を記録・管理していくことが重
要であることを学びました。
私は、ＭＥになれたとしてもまだまだビギナーであり、
今後、全体を見渡す力、本質を見抜く力、豊富な経験、
高度な知識に基づく判断力が持てるよう現場経験等を積
み、技術力の向上を目標とし、真のエキスパートとなれ
トンネルの維持管理フィールド実習の様子
本巣市根尾 小鹿トンネルにて
るよう努力していきたいと思っています。

理事長
金森
吉信
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オカリナは心地よい脳のマッサージ
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特に素朴な土で作ったオカリ
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県・市町村建設技術職員研修「ニューブリッジ」
当センターでは、県・市町村の建設技術職員の技術力向上のため、様々な研修を行っています。今回は本年９月
９日に実施しました「ニューブリッジ」研修について紹介します。
ニューブリッジは名古屋大学にある「橋梁の維持管理を学ぶための施設」です。当施設では実際に使用されてい
た橋梁の一部を各地から集め、橋梁の各構造や劣化・損傷の状況を学習することができます。
今回の研修では、国土交通省中部地方整備局のご協力のもと、国内の橋梁の現状や国の施策に関する講義を設け
ました。また、県内の橋梁の状況に精通されている岐阜大学の村上准教授を講師に迎え、コンクリート部材及び鋼
部材の劣化機構の推定方法などについてご講義を賜りました。実地研修では、研修参加者の方に近接目視や打音に
よる点検を行ってもらいました。受講者からは、実際に劣化しているモデル的な橋梁を使っての研修で大変わかり
やすくためになったとの高い評価をいただきました。
○研修日
平成２６年９月９日（火）
実物大の橋梁で研
○場 所
名古屋大学（東山キャンパス）
修ができるってす
○参加者
県・市町村等の建設技術職員 計２６名
ばらしいね！！
○研修内容・講師
・日本の橋梁の現状～建設から管理の時代への移行～
国土交通省中部地方整備局道路構造保全官 鈴木康芳氏
・橋梁構造の概説・橋梁の基本構造
中日本ハイウェイエンジニアリング㈱ 和田和幸氏
・橋梁点検のポイント・橋梁点検十訓
岐阜大学CIAM技術研究センター准教授 村上茂之氏
・ニューブリッジでの実地研修

岐阜県自然共生工法研究会 「植物生育環境勉強会」の開催報告
自然共生工法研究会で毎年１回実施しています「植物生育環境勉強会」について紹介します。今回の勉強会では、
徳山ダムのコア材（粘性土）を採取したコア山の植生回復などを題材に、森林の植生について学ぶ勉強会を９月１
１日、１２日の２日間で開催しました。（参加者：２日間延べ３５名）
初日は、座学として、講師には徳山ダム管理所の高橋所長より、「徳山ダムの役割
やダム周辺の自然環境」について、自然学総合研究所の西條所長より、「コア山で試
験的に行った緑化」について、「生育種の推移や現存する植物量と土壌有機物量との
関係」についてなどを学びました。その後、ダム堤体内を見学しました。
２日目は、現地実習として船でコア山に渡り、各行政機関、団体が取組まれている
植生回復について説明を受け、その現状を確認しました。枯死してしまったものから
要因を検討し、植栽時期、苗の規格、シカ対策についての考察を聞き勉強しました。
また、平成１５年の秋に蒔いたススキと平成１６年の春に蒔いたススキについて、実
際にコドラート法により残っている株数の調査を行いました。
今回は、協賛をいただきました独立行政法人水資源
機構徳山ダム管理所様を始めとし、揖斐川町様、生命
の水と森の活動センター協議会様、県揖斐農林事務所
様に多大なるご支援、ご協力いただき、充実した勉強
会となりました。本当にありがとうございました。
（事務局：（公財）岐阜県建設研究センター）
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