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イ ン フ ラ メ ン テ ナ ン ス 国 民 会 議  北 海 道 フ ォ ー ラ ム が 設 立 ！ 

～北海道の地方公共団体におけるインフラメンテナンスの課題解決を目指して～  

 

 

 
 
 
 

 北海道フォーラムは、全国組織である「インフラメンテナンス国民会議」※の地方部における活動の

活性化を図るため、地方組織として公認・設立されました。 
 

記 
 

活動内容：北海道内の地方公共団体が管理する土木施設・公共施設の適切なメンテナンスを継続して 

いくため、産学官民の技術や知恵を総動員するプラットフォーラムとして活動 

運営体制：【フォーラムリーダー】北海道大学大学院工学研究院 横田 弘 教授 

【フォーラム企画委員】公募により選定された２３の企業・団体 

資料１：北海道フォーラム設立について 

資料２：北海道フォーラムリーフレット 

 

※ インフラメンテナンス国民会議は、社会全体でインフラメンテナンスに取り組む機運を高め、未来世代により良いイ

ンフラを引き継ぐべく、産学官民が有する技術や知恵を総動員するためのプラットフォームです。 

詳しくは、以下のホームページに掲載されています。 

  http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/im/ 

※ 「北海道フォーラム（案）」については、別添の参考資料をご参照ください。 

 

 

 

地方公共団体が管理する橋などの土木構造物や公共施設は、老朽化による管理費用の増大や維持管

理を行う技術者不足により、メンテナンスの継続が課題となっています。 

北海道開発局では、メンテナンス分野に関心のある企業・団体を中心とした、北海道の地方公共団

体におけるインフラメンテナンスの課題解決の後押し等に取り組む、「インフラメンテナンス国民会

議 北海道フォーラム（以下、北海道フォーラム）」を設立するための準備を進めてまいりました。 

この度、北海道フォーラムが設立されましたので、お知らせします。 

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局  電話（代表）011-709-2311 

       開発監理部 開発調整課 課長補佐    布施 純  （内線 5494） 

                   開発計画専門官 大部 裕次 （内線 5479） 

       事業振興部 技術管理課 課長補佐    五十嵐 光徳（内線 5653） 

北海道開発局ホームページ http://www.hkd.mlit.go.jp/ 



○企画委員を公募し、２回の準備会で体制と方針を決定

◆フォーラム企画委員(23の企業・団体)

◆抽出されたニーズやシーズ(主なもの)
（ニーズ）
・橋梁における安価な点検・補修技術やマネジメント方法を知りたい
・寒冷地特有の舗装ポットホールの安価な点検・補修技術を知りたい
・コミュニティ施設メンテナンスの住民参加によるコスト縮減を検討したい
・学校など公共施設統廃合の事例を知りたい
・道路など公共性の高い施設におけるPPP/PFI導入の手法を知りたい
（シーズ）
・公共施設等総合管理計画の実施における課題を共有する場を提供したい
・コンクリート構造物の凍害などの予防保全の技術や考え方を普及したい
・舗装の管理区分毎の点検、診断、補修などの考え方を普及したい

インフラメンテナンス国民会議 北海道フォーラム設立！

○平成30年3月23日にインフラメンテナンス国民会議 北海道フォーラムが設立されました！

○北海道内の地方公共団体が管理する土木施設・公共施設の適切なメンテナンスを継続していくため、
産学官民の技術や知恵を総動員するプラットフォーラムとして、活動を開始します。

第２回準備会(H.30.1.25)

北海道大学大学院工学研究院
横田 弘 教授

フォーラムリーダーのコメント

テーマ 対象範囲

ଅ

ঢ়
৴

①道路構造物 橋梁、トンネル、その他本体構造物、付属物 等

②その他構造
物

上下水道、港湾管理施設、公園施設、河川管理施設、
農業管理施設 等

③舗装 土木関連全般の舗装

૦
ണ

ঢ়
৴

④公共施設
／住宅

市民利用施設、行政施設、供給処理施設、公営住宅
等

⑤自治体支援
個別施設計画、補修･修繕･更新とLCC把握、インフラ
の集約・再編、インフラストック・点検データの活用、
PPP/PFI、包括的民間委託、技術者育成、市民参画 等

○テーマは大きく５つに分類し、テーマごとにフォーラムを展開

◆グループ討議などで課題の共有・明確化
◆ピッチイベントなどで技術・ノウハウのマッチング
◆フィールドでの実証試験などで効果を検証
◆得られた成果はセミナーなどで情報発信

北海道フォーラムの活動内容

これまでの経緯

資料１

・このフォーラムで皆さんが連携して北海道
のインフラの将来像を考えていきたい。

・インフラメンテナンスに関する北海道特有
の課題の解決に向けた技術開発などに取り
組みたいと考えている。

○行政会員ヒアリングを実施
※H30.3.2発足会議が荒天で中止のため

◆対象地方公共団体（10団体）
北海道、札幌市、小樽市、釧路市、
恵庭市、石狩市、積丹町、古平町、
余市町、足寄町

企画委員長 (一社)北海道建設業協会

㈱ドーコン、㈱構研エンジニアリング、㈱南組、
ニチレキ㈱、積水ハウス㈱、NPO法人公共環境研究機構

㈱北海道技術コンサルタント、㈱ダイヤコンサルタント、
コンクリート・鋼構造物超耐久化工法研究会、勇建設㈱、
㈱ノース技研、㈱土木技術コンサルタント、西江建設㈱、
北電総合設計、㈱開発工営社、西松建設㈱

岩田地崎建設㈱、㈱中山組、㈱エスイーシー、
伊藤組土建㈱、サンエスホールディングスグループ、
㈱ティーネットジャパン

企画担当

自治体担当

企業担当



【メリット】
・現場の課題の把握
・新技術の地域への普及
【役割】
・技術的助言

【メリット】
・身近なインフラの安全安心

向上
・メンテナンスの理解促進
【役割】
・市民参画の推進

【メリット】
・他の施設管理者の動向

把握や民間等の技術に
よる課題解決

【役割】
・課題(ニーズ)の提示
・優良事例の横展開(国等)
・フォーラムの運営支援(国)

【メリット】
・施設管理者のニーズを把握
・新技術の情報収集
・技術の売り込み
【役割】
・技術･ノウハウ(シーズ)

の提供
・フォーラム企画・運営

建設業・地元メンテナンス業、
建設コンサルタント、
橋梁メーカー、舗装事業者、
資材メーカー 等

ICT、ベンチャー、
保険、素材、金融
ロボット 等

大学、研究機関
学術団体
SIP地域実装支援チーム
等

国土交通省及び関係省庁
インフラメンテナンス国民会議(親会)

道路メンテナンス会議
等

道内市町村、札幌市、北海道

市民・団体

官

学
民

連携
課題

の共有

解決策
の提案

ノウハウ
の活用

新たな
市場展開

技術連携
の後押し

新技術実装
の後押し

実証

技術的
助言

支援

地域
貢献 市民

参画

インフラメンテナンスの継
続のため、産学官民の技術
や知恵を総動員する
プラットフォーム

産

○地方公共団体が管理する道路・橋梁、舗装、上下水道、建物などの土木構造物や公共施設は、
老朽化による管理費用の増大や技術者不足などにより、メンテナンスの継続が課題です。

○北海道フォーラムでは、産学官民が連携し、これらの課題を共有・明確化、技術マッチングな
どによる課題解決の後押し、また、新たな技術の開発・現場試行などをコーディネートします。

総会
会長・副会長

総会
会長・副会長

企画部会企画部会

広報部会広報部会

革新的技術革新的技術

自治体支援自治体支援

技術者支援技術者支援

市民参画市民参画

海外市場展開海外市場展開

インフラメンテナンス国民会議

○北海道フォーラムは、インフラメンテナンス国民会議の公認フォーラムとして設立。国民会議
の会員(行政、企業・団体、個人等)が北海道フォーラムのメンバーとして参加できます。

○フォーラムの企画・運営は、フォーラムリーダーのもと、産業界の会員を中心としたフォーラ
ム企画委員が担います。

公認フォーラム公認フォーラム

実行委員会実行委員会

フォーラムメンバー

フォーラムリーダー
北海道大学大学院工学研究院 横田 弘 教授

フォーラム企画委員

北海道フォーラム ※全国10ブロックの地方フォーラムのうちの一つ

企画委員長 (一社)北海道建設業協会
企画担当 ㈱ドーコン、㈱構研エンジニアリング、㈱南組、

ニチレキ㈱、積水ハウス㈱、NPO法人公共環境研究機構
自治体担当 ㈱北海道技術コンサルタント、㈱ダイヤコンサルタント、

コンクリート・鋼構造物超耐久化工法研究会、勇建設㈱、
㈱ノース技研、㈱土木技術コンサルタント、西江建設㈱、
北電総合設計、㈱開発工営社、西松建設㈱

企業担当 岩田地崎建設㈱、㈱中山組、㈱エスイーシー、
伊藤組土建㈱、サンエスホールディングスグループ、
㈱ティーネットジャパン

メンター
(SIP地域実装
支援チーム、
寒地土木研究所、
その他有識者)

国
(国土交通省本省
・北海道開発局)

※フォーラムに参加するには「インフラメンテ
ナンス国民会議」の会員登録(無料)が必要です。

インフラメンテナンス国民会議 入会インフラメンテナンス国民会議 入会 検索検索

国民会議会員 1295者
企業 507 行政 564（うち北海道内 54）
団体 116 個人 108（平成30年3月13日現在）

メンバー参加

技術的
助言

支援

インフラメンテナンス国民会議 北海道フォーラム
～北海道の地方公共団体におけるインフラメンテナンスの課題解決を目指して～

資料２

北海道フォーラムとは～産学官民の技術や知恵を総動員するプラットフォーム～

北海道フォーラムの構成



テーマ 対象範囲

土
木
関
連

①道路
構造物

【道路構造物】
・橋梁
・トンネル
・その他本体構造物、道路付属物

②その他
構造物

【上下水道】上水道、下水道
【港湾】港湾管理施設、海岸施設
【公園】都市公園、普通公園
【河川】河川管理施設、水力発電施設
【農業】農業管理施設

③舗装 【土木関連全般】舗装

建
築
関
連

④公共施
設／住宅

・市民利用施設(集会所・会館、体育館、学校、
医療施設など)

・行政施設（役所庁舎、消防庁舎など）
・供給処理施設（浄水・下水・ごみ処理施設など）

・公営住宅

⑤自治体支援

【キーワード】
個別施設計画の策定、補修･修繕･更新とLCC把握、
インフラの集約・再編、インフラストック・点検
データの活用、PPP/PFI、包括的民間委託、技術
者育成、市民参画 など

○北海道フォーラムでは、テーマを５つに分類し、テーマごとにフォーラムを展開します。

○グループ討議などで課題の共有・明確化や技術・ノウハウのマッチング、フィールドでの実証
試験などで効果の検証を行い、得られた成果はセミナーなどで情報発信し、メンテナンス技術
の社会実装を促進します。

道内自治体の課題(ニーズ)の公募・ヒアリング

→課題(ニーズ)の把握
道内自治体の課題(ニーズ)の公募・ヒアリング

→課題(ニーズ)の把握

フォーラム開催(グループ討議)

→課題(ニーズ)の深掘り
フォーラム開催(グループ討議)

→課題(ニーズ)の深掘り

フォーラム開催(ピッチイベント等)

→ニーズ・シーズのマッチング
フォーラム開催(ピッチイベント等)

→ニーズ・シーズのマッチング

フィールドでの実証試験等

→効果の検証等
フィールドでの実証試験等

→効果の検証等

フォーラム、セミナー等で情報発信

→ベストプラクティスの横展開
メンテナンス技術の社会実装を促進

技術･ノウハウ(シーズ)の公募

→技術･ノウハウ(シーズ)の掘り起こし
技術･ノウハウ(シーズ)の公募

→技術･ノウハウ(シーズ)の掘り起こし

北海道フォーラムの５つのテーマ フォーラム活動のイメージ

〇行政会員へヒアリング等を実施し、ニーズやシーズを抽出。
※当初発足会議（H30.3.2）でグループ討議を予定していたが、荒天のため取りやめになり、後日ヒアリング等で意見徴収

○今後もヒアリングなどは継続的に実施し、ニーズやシーズを広く把握する予定。

テーマ 抽出されたニーズやシーズ

①道路構造物 【ニーズ】橋梁における安全で安価な、点検・補修技術やマネジメント方法が知りたい
【ニーズ】架替えが必要な橋梁における、LCC比較の手法などを知りたい
【シーズ】北海道かけ橋カードによりメンテナンスの理念を普及したい

②その他構造
物

【ニーズ】河川の維持管理における効率化の方法について知りたい
【シーズ】コンクリート構造物の凍害における予防保全の考え方を普及したい
【シーズ】コンクリート凍害・塩害の損傷に係る橋梁伸縮装置の漏水対策技術を普及したい

③舗装 【ニーズ】生活道路や簡易舗装における管理の効率化、修繕計画の策定などを知りたい
【ニーズ】寒冷地特有の舗装ポットホールなどの、安全で安価な点検・補修技術が知りたい
【シーズ】舗装の管理区分毎の点検、診断、補修などの技術やノウハウを紹介・普及したい

④公共施設／
住宅

【ニーズ】コミュニティ施設メンテナンスの住民参加によるコスト縮減を検討したい
【ニーズ】学校などの施設統廃合の事例を知りたい
【シーズ】公共施設／公営住宅におけるPPP/PFIの事例を紹介したい
【シーズ】公共施設／公営住宅の省エネ技術(ZEH/ ZEB)の事例を紹介したい
【シーズ】公共施設の電気・通信設備の更新についての課題を把握する場を提供したい

⑤自治体支援 【ニーズ】道路など公共性の高い施設におけるPPP/PFI導入の事例を知りたい
【シーズ】公共施設等総合管理計画の実施における課題を共有する場を提供したい
【シーズ】土木・建築の若手技術者育成に資する奨学金返済助成制度を紹介したい
【シーズ】インフラメンテナンス支援データベースなどのシステム作りをしたい

【問合せ先】
国土交通省 北海道開発局 開発監理部 開発調整課、事業振興部 技術管理課
TEL : 011-709-2311 Email : hkd-ky-maintenance@ml.mlit.go.jp

北海道フォーラムの活動内容

ヒアリング等で抽出されたニーズやシーズ


