
国土交通省・総務省・文部科学省・厚生労働省
農林水産省・経済産業省・防衛省

-ベストプラクティスの水平展開に向けて-

第４回
インフラメンテナンス大賞

写真と諸元情報等を入力すれば
健全性と劣化要因を自動判定！

健全性 判定色

Ⅰ ■または■

Ⅱ ■

Ⅲ ■

Ⅳ ■

健全

不健全健全性Ⅲ



日本国内のインフラメンテナンスに係る優れた取組や技術開発を表彰し、ベストプラクティス
として広く紹介することにより、我が国のインフラメンテナンスに関わる事業者、団体、研究者
等の取組を促進し、メンテナンス産業の活性化を図るとともに、インフラメンテナンスの理念の
普及を図ることを目的に実施するものです。

インフラメンテナンス大賞の目的

ア．メンテナンス実施現場における工夫部門
施設管理者が管理するインフラについて、当該施設管理者自ら又は委任、委託等を受けた企業、

団体等が行うメンテナンス活動における工夫（ウ．に該当するものを除く）

イ．メンテナンスを支える活動部門
ア．の取組以外で、市民活動や人材育成等のインフラ機能の維持に貢献するために行う活動
（ウ．に該当するものを除く）

ウ．技術開発部門

インフラメンテナンスを効果的・効率的に改善する研究・技術開発

応募部門について

１．大臣賞
国土交通大臣賞、総務大臣賞、情報通信技術の優れた活用に関する総務大臣賞、
文部科学大臣賞、厚生労働大臣賞、農林水産大臣賞、経済産業大臣賞、防衛大臣賞

２．特別賞

３．優秀賞

表彰の種類について

募集期間：令和2年2月14日～5月29日
応募件数：288件
受賞者数：35件
審査・選出方法：有識者による選考委員会（委員長：三木 千壽 東京都市大学学長）による

審査を経て受賞者を選出

第４回の応募・受賞状況について

・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 提言（平成27年2月）

・日本再興戦略改訂2015-未来への投資・生産性革命-（平成27年6月30日閣議決定）

・日本再興戦略2016-第４次産業革命に向けて-（平成28年6月2日閣議決定）

・政務官勉強会 提言（平成28年7月29日）

創設の位置づけ

第４回 インフラメンテナンス大賞 について





第４回インフラメンテナンス大賞

腐食劣化なし

残存厚：
2.96[mm]
減肉率：
40.8％

SPT配管診断による雑排水管診断の事例

受賞者

コメント

団体概要

問い合わせ先

優秀賞

建築物の給・排⽔配管、空調配管等の余寿命を、X線デジタ
ル画像解析⼿法を使⽤し、⾼精度で判定する診断技術。

経年劣化した給・排⽔配管等の更新⼯事前に本配管診断を実

施し、配管類を①速やかに更新②5年以内に更新③10年以内に
更新④10年以降も使⽤可に分類し判定する。不要不急な配管
更新を避け、非常に⾼額な給・排⽔配管等の更新費⽤を削減で
きる。配管の⻑寿命化を実現し、膨⼤なCO2の削減にも寄与す

る。

開発した本⼿法は、陰影のみで判断していた配管のエッ

クス線透過画像を、イメージングプレートを利⽤し撮影し、

得られたデジタル画像に基づいたデータから従来不可能で

あった配管の腐⾷による残存⾁厚を⾼精度で測定し判定す

る技術である。建築配管は、点検しにくい場所に設置され、

厚い保温材で覆われており、腐⾷は管内部から進⾏してい

くため、いつ修繕したらよいか、あるいは更新したらよい

かの正確な判定が⾮常に難しい。本技術では、従前からの

判定⼿法で困難となっていた課題を解決した。

厚生労働省厚生労働省技術開発部門

昭和51年の設立以来、一貫して設備の維持管理に

特化したエンジニアの育成を図りながら、公共イン

フラ施設などの保守管理を実施してきました。

ここ数年、激変する中小企業を取り巻く状況にフ

レキシブルに対応するため、新規事業開発を積極的

に行い、維持管理の理念を大切にしながら、技術力

向上に意欲的に取り組んでいます。

この度は、大変名誉な賞をいただき誠にありがとう

ございます。SPT配管診断では、数値に基づく定量

的診断が実現できます。配管の寿命が見える化されま

すので、設備更新時期の的確な判断に寄与できます。

今後ますます老朽化していく建物の長寿命化への要

望に応えるべく、技術向上に邁進し、社会課題の解決

に向けて一層貢献できるよう取り組んで参ります。

札幌施設管理株式会社

TEL.011-868-5000

ホームページ問い合わせフォーム →

http://www.sapporo-sk.co.jp/

【38年経過 推定耐用年数20年以上】 【32年経過 推定耐用年数6.8年】

配管のX線撮影の様子

解析・診断の様子

札幌施設管理株式会社

田中芳章/横山光紀/市橋宏章

森本隆之/佐藤弘章/大里英夫/中平光則

現状を正確に把握し

建物配管の長寿命化を図るSPT配管診断
用途が同じで経過期間がほぼ同じでも劣化度合が大きく違います。

従来のX線診断を向上させ、大規模な工事を要さずに配管の
状況を把握し、低コストで効率的に配管の改修を行うことを可
能とした点は、営業を停止して工事を行うことが難しい公共施
設・福祉施設等において有用な技術である。他分野への応用も
期待でき、今後の配管の維持・管理の効率化に資する点が評価
された。

福祉分野

４



第4回 インフラメンテナンス大賞 講評

第4回 インフラメンテナンス大賞 選考委員

４回目となる今回から経済産業大臣賞が新たに設けられ、コロナ禍の状

況にもかかわらず、地方公共団体、教育機関、企業、ＮＰＯ法人等、幅広

い団体から、過去最多の２８８件の応募があり、インフラメンテナンスの

理念やその重要性への理解が高まっていることが伺われた。

今後のインフラメンテナンスに大きな変化をもたらすことが期待できる

新たな技術の開発やメンテナンスの実施現場における効率化の工夫、また、

地域住民との交流を通じてインフラの重要性を啓発する活動まで、応募内

容も多岐にわたるものであり、応募者の方々の日ごろからのご努力に心か

ら敬意を表したい。

本表彰により、インフラメンテナンスに係る優れた取り組みや技術開発

が広く社会に伝わることが、インフラメンテナンスに関わる関係者の更な

る技術力の向上や活発な地域活動の推進に寄与することを期待したい。

第4回 インフラメンテナンス大賞 選考委員会

〇家田 仁

岩波 光保
上野 武
大森 文彦
小川 武史
椛木 洋子

〇小松 幸夫
恒川 和久
沢田 和秀

滝沢 智
知花 武佳

◎三木 千壽
毛利 栄征
森川 博之
福岡 孝則
横山 明彦

政策研究大学院大学 教授
社会資本メンテナンス戦略小委員会 委員長
インフラメンテナンス国民会議 副会長
東京工業大学 環境･社会理工学院 教授
千葉大学大学院 工学研究科 教授
東洋大学 法学部 教授
青山学院大学 理工学部 客員教授
土木学会コンサルタント委員会 委員
株式会社エイト日本技術開発
国土インフラ事業部 上席理事･技師長
早稲田大学 理工学術院 名誉教授
名古屋大学大学院 工学研究科 准教授
岐阜大学
工学部附属インフラマネジメント技術研究センター 教授
東京大学大学院 工学系研究科 教授
東京大学大学院 工学系研究科 准教授
東京都市大学 学長
茨城大学 農学部 教授
東京大学 先端科学技術研究センター 教授
東京農業大学 地域環境科学部 准教授
東京大学大学院 工学系研究科 教授

◎：委員長 〇：副委員長

（五十音順、敬称略）
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