次世代型高品位グラウンドマンホール推進協会は、平成 年４月の設立以来、グラウンドマンホール（ＧＭ）が抱える課題を
解決し、安心・安全な空間の創出に取り組んできた。協会が提案する次世代型高品位ＧＭは限界状態設計の導入により、がたつ
き防止や開放性能、長寿命化によるライフサイクルコストの低減を実現し、自治体の取り組みに貢献してきた。先駆的な取り組
みを行ってきた同協会の歩みや今後の事業の方向性について、原口康弘会長に話を伺った。
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