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内容

1. JACICにおけるプロジェクトチーム

2. 本プロジェクトチームの活動内容
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1. JACICのプロジェクトチーム

• 平成２３年度から。

テーマ毎の課題に対し、組織横断的なチーム

• 平成２６年度は４回目

テーマ:システム連携、CIM、国際化、JACICの内部事務
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2 .本プロジェクトチームの活動内容

維持管理のための電子情報活用を目的

2-1. 公共施設等の維持管理の現状

2-2. 総務省の施策 (自治体向け)

2-3. 公共施設等の課題に対し、

JACICが貢献できること
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2-1 .公共施設等の維持管理の現状

それぞれの分野での維持管理業務の経験者から
ヒアリングや現場見学

2-1-1. 河川の維持管理

2-1-2. ダムの維持管理

2-1-3. 道路の維持管理

2-1-4. 先進事例
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2-1-1 .河川の維持管理
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河川の流域 • 河川法に基づく現況台帳及び水利台帳

河川の維持管理 • 定期的な巡視、
河川カルテ(過去の経緯や現況)、
河川工作物(堤防や護岸、構造物)、

許可工作物(民間や都道府県の共同工作物)、
官民境界（官地、民地）、不法投棄等、
水利（水の利用）、
環境・生態系の調査



2-1-2 .ダムの維持管理
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ダム本体・
貯水池周辺の

土木構造物

• 定期巡視：目視、記録はデータベース化されていない
• 付属施設(管理用道路や手すり、フェンス)：通常予算、
大規模な貯水池の法面崩壊やキャットウォークの全面更新等は

特別予算を要求
• 堆積土砂、流木：規模・頻度に左右
• 地滑り監視など特殊なもの：ダム毎に監視メニューにより対応

電気通信設備・
機械設備

• 考え方
• 状態監視による保全予防
• 点検・診断及び整備による延命
• 終期状態を判断して更新
→ゲート操作不能、各種情報の未送信といった致命的状況を回避

• 点検要領：日常、月毎、年次
• 基本な事項（経過年、点検・障害・修理記録等）はデータベース化
• 設備の健全性評価：データベースより点数が算出され評価

→継続使用、部分更新及び全面更新の判断



2-1-2 .ダムの維持管理
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キャットウォーク ゲートの手動操作用レバー



2-1-3 .道路の維持管理
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通常時
定期的パトロール

• 毎日レベル：落下物、住民の問い合わせ対応、
道路占有、除雪

• 毎年レベル：草刈り、梅雨入り前や
台風シーズン前点検

通常時
他

• 数年レベル：橋梁、トンネル、ボックス等の
構造物点検及び構造物補修

• 十数年レベル：舗装や橋梁床板の打ちかえ
• 数十年レベル：橋梁の架け替え、拡幅、

路盤や路床の打ちかえ

非常時 • 交通事故、除雪、大雨による通行規制と
関係機関への通知

様々な関係者が関与
対象物と関係者を明確にして行動することがポイント



2-1-4 .先進事例

・ 国土交通省：河川維持管理データベース

・ NEXCO中日本：道路資産管理システム

・ 千葉市：ちば市民協働レポート
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2-1-4 .河川維持管理データベース

巡視の記録をタブレット端末から入力

記録は蓄積され

統計処理に活用

平成２５年から順次利用開始

参照：国土交通省関東地方整備局関東技術事務所

http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000076620.pdf
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2-1-4 .道路保全情報システム

• データ処理系、

業務処理系、

マネジメント系の

１６システム

• 戦略系の

データウェアハウス

• 総合的な維持管理の

情報システム

参照：NEXCO 中日本ホームページ

http://media2.c-nexco.co.jp/images/news_old/1531/12345989424e291c567bde7.pdf

http://www.c-nexco.co.jp/koushin/infrastructure/pdf/infrastructure.pdf
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2-1-4 .ちば市民協働レポート

• 千葉市内の道路や公園に関するレポート、サポート活動を支援

• 平成２６年９月開始、今年６月で登録者が約３,０００名

• 登録できる対象者：

市内在住、在勤、在学

• スマートフォンの専用アプリにより、

写真によるレポートを送信

• サポート活動中の事故、けが等の

賠償制度を整備
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2-1-4 .ちば市民協働レポート
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除草の例

他に落書き消し等の協力者を募るサポート機能



2-2 .総務省の施策 (自治体向け)
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•公共施設等の全体状況を把握、計画的な更新・統廃合・長寿命化
•財政的負担の軽減・平準化、公共施設等の最適配置

「公共施設などの総合的かつ計画的な管理の推進について」

・例：山形県、愛知県、さいたま市、川崎市、静岡市、他５機関

「公共施設等総合管理計画」の策定を要請



2-2 .総務省の施策 (自治体向け)

•国の「インフラ長寿命化基本計画」を

基本とする地方自治体の行動計画

参照：内閣官房・総務省ホームページ

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/infra_roukyuuka/

http://www.soumu.go.jp/main_content/000287575.pdf
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2-2 .総務省の施策 (自治体向け)

•計画の内容

「公共施設等の管理」

「まちづくり」

「国土強靭化」の３つに分類

•関係する省庁では財政的支援、

技術的支援等を実施

参照：総務省ホームページ

http://www.soumu.go.jp/main_content/000287575.pdf
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2-3 .公共施設等の課題に対し、
JACICが貢献できること

2-3-1.市町村の公共施設等、

維持管理体制の課題

2-3-2. コリンズ・テクリスを参照する

維持管理システムのイメージ
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2-3-1 .市町村の公共施設等､
維持管理体制の課題

・橋梁保全業務において

町では約５割

村では約７割、

土木技術者が

勤務していない

参照：国土交通省 社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術部会社会資本メンテナンス戦略小委員会

第１８回メンテナンス戦略小委員会（第２期第９回） 配布資料

「参考２－２ 市町村における持続的な社会資本メンテナンス体制の確立を目指して ５ページ」 http://www.mlit.go.jp/common/001066223.pdf
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2-3-2 .コリンズ・テクリスを参照する
維持管理システムのイメージ

JACICがががががががががががが
ががががががががががががががががががががががが

20

•コリンズ・テクリスは契約単位で実績が登録されている
→河川や道路等の対象単位で実績をまとめる

•電子納品等の容量の大きいデータはクラウド等を活用
→保存負担の軽減（長期保存のコスト、メンテナンスやバックアップ負担）

•住民からの通報やスマートフォン等の写真を活用

•土木技術者が不在の機関を想定し、数機関をまとめて共同利用
→システムの初期立ち上げや運営負担の軽減

想定



2-3-2 .コリンズ・テクリスを参照する
維持管理システムのイメージ

コリンズ･テクリス 維持管理（別に開発）

コリンズ・テクリス
システム

維持管理
システム

クラウド等
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メタデータ
(管理対象の
現物を中心に)

台帳･図面･写真等
(成果品の一部、点検

ﾃﾞｰﾀ等)

実績検索
維持管理用

検索・ﾃﾞｰﾀﾒﾝﾃﾅﾝｽ

竣工後:工法・型式
完了後:技術データ

実績
(契約単位)

関係する設計・
工事の各段階の

内容を参照

関係する図面・写真等をﾘﾝｸ
(運用として、竣工登録及び完了登録に成果の内容にリンクを付加して登録)

台帳・図面・
写真を参照

入札契約用
日々の点検記録
問い合わせ対応



2-3-2 .コリンズ・テクリスを参照する
維持管理システムのイメージ

動作の種類 維持管理 コリンズ・テクリス クラウド等

機関職員による
点検、
住民問い合わせ
対応等

住民による通報、
スマートフォン等
写真送付
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許可台帳、
道路台帳、
電子成果品、
設計図書、
点検記録、
通報内容
（文字、写

真）

調査・工事
記録

点検記録

点検の際、記録・資料参照

対象物件
に対する
記録

通報、状況送付
一時
保存

内容を判断して記録

写真の概要とリン
ク情報を登録

点検の際、記録参照

点検記録

職員向け
点検通知



2-3-2 .コリンズ・テクリスを参照する
維持管理システムのイメージ
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想定画面イメージ

地図上の
経度・緯度から
対象を検索



2-3-2 .コリンズ・テクリスを参照する
維持管理システムのイメージ
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• 長期的な検索性、類似事例の検索
コリンズ・テクリスでは発注機関の新設、合併、民営化、
企業の合併、事業譲渡があっても検索ができるようメンテナンス

類似事例の検索：「工種、工法・型式」、「技術データ」
• データ精度向上

長所

• システム立ち上げ時
データ整備、機関や関係企業との運用調整

• 電子化されているのは過去２０年程度
実績:２０年、電子納品:１５年 → 過去の紙資料の電子化は必要

短所



国土交通省 インフラ長寿命化計画（行動計画）
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（１）不足情報の収集
情報収集に当たっては、センサーやロボット、ICT（Information and Communication 
Technology）の活用等により高度化・効率化を図ることが求められるが、現状では安全性・信頼
性・経済性が確保されているとは言えず、試行的な活用に留まっている。
定期的な点検・診断、修繕・更新等を実施する中で、ICT 等の技術も活用しながら、如何に必
要な情報を効率的・効果的に収集していくかが課題である。

（２）情報の蓄積、地方公共団体等も含めた一元的な集約
国土交通省では、収集した情報を確実に蓄積し、積極的に活用していくため、維持管理・更新

等に必要な情報のデータベース化や、施設横断的に情報を集約する情報プラットフォームの
構築を進めている。

（３）情報の利活用と発信・共有
情報プラットフォームの構築に当たり、GIS（Geographic Information System）を活用して地図情
報と結びつけることで、情報共有を容易化する取組についても検討を進めている。
今後、これらの取組を進めるに当たっては、基準類の体系的整備や新技術の開発・導入等と
如何に関連付け、新規整備、維持管理・更新等の各段階において、情報管理等の効率性にも
配慮しつつ、システムの利便性や汎用性を高めていくかが課題である。

３.情報基盤の整備と活用(一部抜粋)

Ｈ２６．５



おわりに
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既に運用されている
維持管理をサポートする情報システム

• 日々の運用
コストや手間(事務やセキュリティ)は軽く
データ精度や検索性は確保

• 新しい技術
センサーや写真により更なるデータ収集と精度を向上させたい
クラウド等により機器の運用負担やバックアップの負担を減らしたい

• 既存の関連システムや紙資料の連携
一元的集約した活用

情報システムの共同利用による負担軽減が必要に



ご清聴、ありがとうございました

27


	維持管理のための�電子情報活用に関する�プロジェクトチームの活動　
	内容
	1. JACICのプロジェクトチーム
	2 .本プロジェクトチームの活動内容
	2-1 .公共施設等の維持管理の現状
	2-1-1 .河川の維持管理
	2-1-2 .ダムの維持管理
	2-1-2 .ダムの維持管理
	2-1-3 .道路の維持管理
	2-1-4 .先進事例
	2-1-4 .河川維持管理データベース
	2-1-4 .道路保全情報システム
	2-1-4 .ちば市民協働レポート
	2-1-4 .ちば市民協働レポート
	2-2 .総務省の施策 (自治体向け)
	2-2 .総務省の施策 (自治体向け)
	2-2 .総務省の施策 (自治体向け)
	2-3 .公共施設等の課題に対し、�　　　　　　JACICが貢献できること
	2-3-1 .市町村の公共施設等､�　　　　　　　　維持管理体制の課題
	2-3-2 .コリンズ・テクリスを参照する�　　　　　維持管理システムのイメージ
	2-3-2 .コリンズ・テクリスを参照する�　　　　　維持管理システムのイメージ
	2-3-2 .コリンズ・テクリスを参照する�　　　　　維持管理システムのイメージ
	2-3-2 .コリンズ・テクリスを参照する�　　　　　維持管理システムのイメージ
	2-3-2 .コリンズ・テクリスを参照する�　　　　　維持管理システムのイメージ
	国土交通省 インフラ長寿命化計画（行動計画）
	おわりに
	スライド番号 27

