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「橋梁情報収集支援アプリ」の開発
スマホによる橋梁点検支援システム

◆アプリ開発の概要

道路法の改正（Ｈ２６年５月改正）により、橋長が２ｍ以上の橋梁については５年に１回の点検が義務化されました。県
及び県内市町村における対象の橋梁数は約２万橋もあり、点検作業の効率化が必要となります。しかし現状の橋梁台帳に記
された情報だけでは、現地の橋梁を短時間に探すことが困難です。そこで、当センターではスマートフォンのＧＰＳ機能を
活用し、現地確認作業を支援するシステム、橋梁情報収集支援アプリを開発し、県内の市町村に無償で提供しています。
■開催概要
アプリに登録できる情報は、橋梁位置（緯度、経度）、橋の諸元、写真など、橋梁台帳として必要な項目で、簡単に入力
することができます。また、情報を登録した橋梁については、スマートフォンのＧＰＳ機能によって現場までナビゲーショ
目 的：ハード整備とは対極にあるソフトの面からみた街づくりの考え方を学ぶことにより、これからの都
ンすることができます。
市整備に必要なものは何か、効果的な都市整備をするにはどうすればよいか多面的に考える能力を
これらの橋梁情報を収集、蓄積し、橋梁諸元や設計・工事・点検・補修履歴をデータベース化して県域統合型GISとの連携
身につける。
を行うことにより、効率的な維持管理の実現を図るものです。
開催日：平成25年11月22日（金）13:00～
当センターでは、市町村の上
◆起動の手順
会 場：ソフトピアジャパンセンター 1F セミナーホール
記業務を支援するためスマホ
の無料貸出を昨年１１月から
講 師：佐藤 徳昭氏 ひとひとの会代表／ラデッキ株式会社代表 ／岐阜大学 非常勤講師【左】
行っています。ぜひ一度使用
久世 良輔氏 ラジオパーソナリティー【右】
してみて下さい。
主 催：岐阜県都市計画協会/(公財)岐阜県建設研究センター
詳しくは技術部までお問い合
■講演内容
わせ下さい。
13:30～14:10「人で人を呼ぶ街づくり」佐藤 徳昭氏
●問い合わせ先●
技術部 北折、小池
・やななの誕生と街づくり
TEL:0584(81)1368
やななは柳ヶ瀬商店街活性化をねらいとし、音楽家の小島勇司氏が「アーケードのマーメード」として、商

店街にある人魚の像をモチーフに誕生した。頭はダンボールというゆるキャラとしては斬新的なデザインで
人気を集め、全国各地のイベントで活躍した。フランスで行われたジャパンエキスポに参加し海外にも活動
を広げ、一躍柳ヶ瀬の有名キャラクターとなる。佐藤氏はやななと街づくりについて「やななはあくまでも
一つのきっかけであり、街づくりに一番大事なことは商店街の人の意識が変わることにある。」と強く主張
④マップ画面に登録済
③情報を閲覧する
①アイコンをタップ
②起動画面
された。
みの橋梁が表示される
市町村を選択
・やななの引退
◆検索＆ナビ機能
◆橋梁詳細情報表示
活動開始から引退の話があり、佐藤氏は「やなながゆるキャラとして10年20年先も活動でき
スクロール表示
るかはわからない。各地のゆるキャラも、知らぬ間に消えていることもある。人気が無くなり、自然消滅す
③
①現在地へ移動
②
ることは、柳ケ瀬商店街にとってマイナスイメージとなってしまうので避けたかった。」と述べ、実際に、
現在地がマップの中心になるようにマップ上を移動
引退の日には全国各地のゆるキャラも柳ヶ瀬に集い、多くのファンに惜しまれながらの引退となった。
①
④
14:20～15:00「取材で出会った人たち」久世
良輔氏
②住所検索
揖斐川町の揖斐川マラソン、郡上市の郡上踊り、他にも中津川市など各市町村で出会った人とのエピ
入力した住所にマッチする地点に移動
ソードを中心とした講演であった。
15:15～16:00 トークセッション
③ID検索
氏がとりあげ、それに対して佐藤、久世の両氏が回答
参加者からの質問を久世
入力したIDにマッチする橋梁に移動
する形式で行われた。久世氏が進行役を務めたことにより、ラジオを生で聴いて
いるような感覚で、会場を楽しませた。また一方で、佐藤氏からは柳ヶ瀬商店街
④ナビ
の今後の展望やこれからの岐阜県の在り方など、県民・市民として興味深い話も
現在地から選択中の橋梁へのナビを開始
数多く聴くことができ、とても充実したトークセッションであった。
(GoogleMapを起動)

編集・発行 公益財団法人
担当：企画部 伊藤・北川

岐阜県建設研究センター
TEL 0584(81)1332
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東海学院大学学長 神谷 眞弓子
若者にとって魅力的な地域づくりに必要
不可欠なものは、①人口減少時代に対応し
た適切な規模及び量のインフラの整備や公
共財の再配備と供給、②ソフト・ハード両
面での子育てしやすい環境の整備、であろ
う。前者は、例えば地域と地域を結ぶ道路
や地域の人々のニーズに合った交通手段の
整備、電力、上下水道供給方法や見直し、
公共箱モノ施設の有効活用、住環境の整備
などにより、「その地域で暮らせる、そし
て、暮らしたい」環境を整えていくこと、
また後者では、地方自治体の様々な行財政
政策の他に、買い物、教育、医療、福祉、
娯楽に関する情報に基づいて具体的に活動
できるためのヒト、モノの提供のためのネ
ットワークづくり、などである。長年、建
設研究センターで展開されてきた主要事業
である、公共工事の品質確保、コスト縮減
等のための技術開発の研究などの調査研究
事業、また「岐阜県ふるさと地理情報セン
ター」の設置とシステムの開発・運用を中
心とするＧＩＳ事業は、特に人口減少時代
において県内の自治体が活力を持ち続ける
ためになくてはならない事業である。人口
減少時代における岐阜県建設研究センター
の活躍に大きな期待が寄せられるところで
ある。
理事

（公益財団法人岐阜県建設研究センター

先月号より新企画「地域情報のコーナー」を開始しました。今回は、枡の専門メ
ーカーである「有限会社 大橋量器」さんをご紹介します。
皆さんは大垣市の“ます”の生産量が全国シェア８０％を誇っていることをご存
知でしょうか？明治時代に一人の枡職人が大垣の地にやって来て枡作りを始めたの
が大垣の枡作りの起源とのことです。現在大垣市には５社の枡の製造者があり、そ
れぞれ遠い親戚の間柄にあるとのことです。
今回ご紹介する大橋量器さんは、大垣市役所の横を流れる一級河川水門川の西側
に位置しています。メディアでも多数紹介され、また平成２６年７月にフランスで
開催された「ＪＡＰＡＮ ＥＸＰＯ 2014」にも出展されるなど、大垣の枡の魅
力を世界に発信されている大変元気のある会社です。
枡の材料は、防菌効果が期待でき耐水性の高いと言われる檜が使用され、建築材
や建具材から出る切り落とし（端材）を利用した環境にやさしいエコな道具なので
す。店内には、檜特有の香りがたちこめ、幸せな気分にな
ります。枡の形も多様で、普通の四角形に加え、五角形や
八角形のものや、ハート型のもの、右の写真のように時計
にしたものもあります。枡の表面は、レーザー光による焼
付け印刷で自分の好きなようにデザイン出来るので、贈り
物にも適していると思います。また、ここではます作り体
験教室も行われていますので、興味のある方は、一度体験
されてみては如何でしょうか。

「人口減少時代における建設研究センターの重要性」
日本は未曾有の人口減少時代を迎え、根
本的解決策を見出せないまま、問題は深刻
化している。２０１３年の出生率は、１・
４３、出生数は１０２万９８１６人である
が、出生率が２・１を切っている現状のま
までは、今後の急激な減少を止めることは
できない。とりわけ、２０００年以降の日
本の経済社会は、財政悪化による公共事業
の減少、円高、産業の空洞化、そして少子
高齢化に伴う、特に地方経済の疲弊や雇用
状況の悪化などの要因によって地方から東
京などの大都市圏への若年層を中心とする
人口移動が再び起こり、地方の経済活動や
雇用の崩壊が加速化している。
出生数の減少や大都市圏への流入に伴っ
て人口が減り続け、経済活動が成り立たな
くなった地域は消滅する。建設省ＯＢの増
田寛也氏は、このような現象を「人口のブ
ラックホール化」として警鐘を鳴らしてい
るが、この状況を回避するためには、まず
地方がその地域の特性や多様性を活かして
経済的自立をしなければならない。活発な
経済活動によって雇用環境を良好に保つ一
方で大都市圏では不可能な、地方ならでは
のきめ細やかな住生活環境の整備や子育て
等政策を行う等によって、その地域に若者
を中心にヒトが集まってくるような魅力的
な地域（街）づくりが地方都市の生き残り
にとって重要になってくる。

地域情報のコーナー（地元の会社紹介！！）

建設研究センターで７人目のＭＥが誕生！！

この度、私奥村真樹は、平成２６年度後期に社会基盤メンテナンスエキスパート（ＭＥ）の資格を取得しまし
たのでご報告致します。（建設研究センターで７人目）

今回、ＭＥ養成講座を受講して感じたことですが、アセットマネジメントに関係する

講義内容は、普段の業務でもあまり縁のない内容でしたので不安もありましたし、また

１コマの講義が９０分と長いこともあり、最初のうちは慣れず少し疲れました。しかし、
どの講座も有意義なものばかりで、特にフィールド演習では、実際に点検や弾性波試験

の解析を行うことなど貴重な経験ができ、大変勉強になりました。毎日のレポート提出

は正直大変でしたが、そのために講義のテキストを最初から読み返すことをしており、

自然と講義の復習をする形となっていて、勉強したことが身についていたんだと思いま

す。今から思えば、２０日間はあっという間で、それだけ充実した日々を過ごせたと思
います。

また、ＭＥ養成講座の受講を通して、公務員の方、設計コンサルタントの方、施

工業者の方など様々な立場の方々と知り合うことが出来たことも、私にとって貴重
な財産になったと思います。

今後は、ＭＥの名に恥じぬよう、社会資本整備に貢献していきたいと考えていま

す。そのためにも、ＭＥの会の活動に積極的に参加し、自分にも出来ることからや
っていきたいと考えています。

最後に、熱心にご指導頂きました先生方やＭＥの先輩方、毎日の講義等の準備を
していただきました事務局の方々に感謝を申し上げたいと思います。

「穏やか」な年であるために

理事長 金森 吉信

な逆境になっても生き残れる強靭な

あけましておめでとうございます。 ん。力をため、能力を伸ばし、どん

旧年中は大変お世話になりました。

測し、今なすべきことに全力を注ぎ

体質に作り上げることが必要です。

今年は羊年。羊は縁起の良い動物

たいと考えています。建設研究セン

今年も岐阜県建設研究センターをよ

で、家族の安泰、平和、穏やかで人

ターが従来から得意としている研修

そのために将来起こりうることを予

情に厚いとされていますが、ぜひ今

や設計、積算、現場管理、台帳管理

ろしくお願いします。

年はそんな穏やかな年であってもら

満足していただくため更なる充実を

業務などについては発注者の皆様に

昨年は広島の土石流、御嶽山の火

図って参ります。その上で新しい業

いたいと思います。

山噴火などで多くの方々が犠牲にな

務にも積極的に取り組んで参ります。

らされた一年でした。穏やかに保つ

を保つことがいかに難しいか思い知

な中で当たり前のように「穏やか」

いつでもどこでも発生します。そん

報の提供などさまざまなアプリケー

域統合型ＧＩＳの改良による防災情

フラ長寿命化のための共同研究、県

質の確立、大学や民間企業とのイン

積極的な受注活動と安定した財務体

策が進められています。われわれ建

るための防災、減災等、あらゆる施

「確かな信頼」に基づき誠実に活動

「高度な技術」、「丁寧な対応」、

新しい年もセンターの行動指針
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られました。改めてご冥福をお祈り

します。最近は思ってもみない災害、 平成 年に新しく公益財団法人化さ
事故、事件等が予想を超える規模で、 れたセンターのガバナンスの強化、

ためには日頃から周到な準備としっ

ションの開発、橋梁点検の地域一括

発注や総合的なアセットマネッジメ

設研究センターなどの企業も同じこ

してまいりますので皆様の絶大なる

ントの提案などです。

とです。世の中のどんな変動にも耐

ご支援をよろしくお願いします。

体質の強化を図らなければいけませ

えられるよう、強くしなやかな企業

強くしなやかな国民生活の実現を図

今、国土は強靭化基本法に基づき

かりとした防御対策が必要です。
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弾性波試験の様子

【技術部：奥村 真樹】
本当にありがとうございました。

土木事業啓発事業 親子土木見学バスツアーを開催しました！
◆見学箇所２：東海環状自動車道 下宮高架橋（神戸町）

建設研究センターでは、土木事業の重要性を啓発す
る取組みとして、「小中学生とその親御さんを対象と
した土木施設をバスで見学するツアー」を平成２２年
度より実施しています。
今年度は、「地球環境保全の取組みを学ぶツアー」
をテーマとして、汚泥やごみの資源化といった環境保
全への取組みの重要性を学ぶツアーを企画しました。

２箇所目は、東海環状自動車道の神戸町下宮地内の
高架橋工事を見学しました。リフト車に乗って上部工
の工事中の橋を上から見ていただきました。完成した
橋と違って、鉄筋等が複雑に入っている構造に驚いて
いる様子でした。
また、床版の型枠に使用されるＰＣ構造のコンクリ
ートの板に上に乗り、その強度や弾力性について体験
していただきました。

開催日：平成２６年１１月１５日（土）
主 催：（公財）岐阜県建設研究センター
後 援：（公社）土木学会 中部支部

参加者は、６家族１４名と例年に比べると少数でし
たが、参加者の方から、「普段では行けないような施
設で貴重な体験ができた」など、好印象の評価をいた
だき、土木事業の大切さを楽しく学んでいただきまし
た。

◆見学箇所１：神戸浄化センター（神戸町）
最初に神戸町の下水道施設である浄化センターで
、反応タンク設備や沈殿池設備などの水処理設備及
び汚泥処理施設を見学し
ました。
下水を浄化する微生物
を顕微鏡で見てもらった
り、水処理されて出た汚
泥を炭にして、それが肥
料になっていることを学
んでいただきました。

研

◆見学箇所３：西濃環境保全センター（大野町）
最後に、大野町にあるごみ処理施設を見学しまし
た。紹介ビデオや各種施設を見て、ごみがどのよう
に処理されているかを学
んでいただきました。ご
みが溶かして処理され、
溶融スラグとしてコンク
リート製品などに使われ
てるなど、ごみが資源に
なることなどについて学
んでいただきました。

修 等 の 報

告

本研修は、県・市町村職員のほか一般の方にも参加いただき、ソフトの面からみた街づくりの考え方を学び、こ
れからの都市整備に必要なものは何か、効果的な都市整備をするにはどうすればよいか等多面的に考える能力を身
につけるため毎年開催しているものです。今年度は、以下の概要で実施しました。延藤先生の講演は、２台のプロ
ジェクターを使い、２つの画像を２００インチの大きなスクリーンに映し出し、街の変化を比較するという斬新な
ものでした。名古屋市の行政と住民とが共に考えて街を作っていった事例についての話で、街づくりに必要なこと、
大切なことについて学びました。杉戸先生の講演は、東海・東南海、南海地震のことを正しく理解でき、「備え」
の重要性など地震防災への認識を深めることができました。
開催日：平成26年12月5日（金）13:30～
会 場：じゅうろくプラザ ５階 大会議室
講 師：◆延藤 安弘氏 NPO法人まちの縁側育くみ隊代表理事・愛知淑徳大学 非常勤講師
「住民主体で街を育む 住民の感性が地域を変える」
◆杉戸 真太氏 岐阜大学理事・副学長兼流域圏科学研究センター教授
「地震防災の鉄則 自分達の街は自分達で守る」
主 催：岐阜県都市計画協会/(公財)岐阜県建設研究センター
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