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長崎 大学大 学院工 学研究 科
イン フラ長 寿命化 センタ ー長
松田

浩

平成 28 年に採択されました内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）
の「インフラ維持管理・更新・マネジメント技術」の九州・山口地域実装支援に関する
事業の 3 年間の集大成として平成 31 年 2 月 28 日に報告会を福岡市で実施し無事終了
することができました。この報告会では、SIP の PD の藤野陽三先生、SPD の岡田有
策先生、若原敏裕氏をはじめ、土木研究所の新田恭士氏、大島義信氏、国土交通省九州
地方整備局の藤巻浩之氏、九州・山口地域の大学・高専の先生方に来ていただき、総勢
約 160 人の参加者がありました。岡田有策先生に「SIP インフラの現況と今後の展開」、
新田恭士氏に「インフラ点検へのロボット・AI 技術導入に向けた取組み」、大島義信氏
に「非破壊センシングへの期待」というテーマで特別講演をしていただくとともに、
「2019 年以降の地域実装のマネジメント体制の構築と継続」というテーマでのパネル
ディスカッションを実施しました。

また、恒例の「道守養成ユニット成果報告会～地方の道をいかに守っていくか～」を
平成 31 年 2 月 8 日に長崎大学文教スカイホールで開催しました。長崎大学工学研究
科長の清水康博先生、長崎県土木部技監の藤田雅雄氏にご挨拶を賜り、第 1 部では成
果報告を、第２部では SIP サブプログラムディレクター若原敏裕氏に「SIP インフラ
の成果と今後の活用について」、政策研究大学院大学教授家田仁先生に「インフラメン
テナンス問題の本質は？」の特別講演をしていただきました。そして、第 3 部では玉
名市建設部参事の木下義昭氏に「橋梁補修 DIY を用いた玉名市型アセットマネジメン
トの構築および成果」、長崎市理事の森尾宣紀氏に「長崎市における道路メンテナンス
の取り組み」についての話題提供をしていただき、長崎県土木部道路維持課長の馬場
一孝氏、長崎県建設技術研究センター専務理事の野口浩氏、道守養成ユニットの会会
長の吉川國夫氏を交えてのパネルディスカッション「地方の道をいかに守っていくか」
を実施しました。建設・設計業関係者、国・自治体職員、一般市民、学生等約 150 人

の参加者がありました。

土木学会建設マネジメント委員会では、建設マネジメント分野の学術的・技術的・実
践的な発展に資するため、建設マネジメント分野に貢献した個人、団体の業績を表彰
しています。この度、私たちが実施しています道守養成講座の構築等の取組みが、建設
マネジメントの実務において創意工夫に富み建設マネジメントの発展に貢献が認めら
れる意欲的な取組みとして、グッド・プラクティス賞を団体の業績としてインフラ長
寿命化センターが受賞しました。

インフラ長寿命化センターの自立・経営に向けてさらに邁進していく所存でございま
す。今後ともこれまでと同様にご協力とご支援を賜わりますようによろしくお願いいた
します。
（2019 年 3 月 2 日記）
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