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＜工事＞ 

受注者名 
工事名 

（施工場所） 
受賞理由 

ア イ サ ワ 工 業

(株)  

那賀川（二期）農地防災事業 

南岸幹線水路（その８）工事 

 

（徳島県阿南市下大野町渡り上り

及び上中町南島地内） 

１ 本工事は、既設かんがい用水路を取り壊して、管

水路の埋設、合流工及び既設用水路の復旧を行うも

ので、施工期間は非かんがい期に限定される。 

２ 非かんがい期内での確実な施工のため、毎月、発

注者の求める工事履行報告とは別に、毎週、独自に

工事工程会議を開催し、わずかでも計画工程から遅

れがあれば、対策を講じる等、工程管理に努めた。 

３ 施工場所が住宅地に近接するため、毎月、自治会

に対し、工事の実施状況の説明を行うとともに要望

等の聴き取りを行い、地域住民とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝに努

めた。 

４ 工事施工に際しても、防水対策として、①型枠固定

材に水膨張弾性ゴム付きを使用、②防水モルタルの

塗布、③ﾏｽｺﾝｸﾘｰﾄ対策としてｺﾝｸﾘｰﾄ配合の変更

（高炉→普通）を行った。また、資材搬入車両運転手

への運行経路マップの事前配布や、民家の隣接箇

所に防音シートの設置など、構造物の品質確保及び

安全対策等を実施した。 

  以上のとおり、工事の工程管理や品質確保に努め

るとともに、地域住民に配慮しながら工事を実施した

ことは高く評価できる。 

概 要 

本工事は、国営那賀川土地改良事業計画に基づ

き、南岸幹線水路及び南岸支線水路の建設を行うも

のである。 

（主要工事） 

南岸幹線水路工 L = 71m 

 FRPM 管 Φ 2,200 ㎜ L = 18m 

 鋼管 Φ 2,200 ㎜ L = 10m 

 鋼管 Φ 900 ㎜ L = 22m 

 合流工  L = 21m 

南岸支線水路工 L = 61m 

 FRPM 管 Φ 1,650 ㎜ L = 49m 

 鋼管 Φ 1,650 ㎜ L = 12m 

バルブ製作据付工 4 基 

（工  期） 

平成 28 年 8 月 11 日～平成 29 年 3 月 18 日 

【施工状況等】 

 

   

完成水路 

防水処理 

（① 水膨張弾性ゴムの設置） 防水モルタルの塗布 

合流工 

 

（②防水モルタルの塗布状況） 

安全対策（運行経路マップの配布） 

工事用進入路 

施工場所 

民家に隣接（防音

シートの設置） 

騒音対策（工事用道路が民家に隣接） 

施工位置 

（防音シートの設置状況） 

流れの方向 

防水対策 

防音シート 
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＜工事＞ 

受注者名 
工事名 

（施工場所） 
受賞理由 

青葉工業(株) 香川用水土器川沿岸農業水利事業 

金倉幹線水路改修（その６）工事 

（香川県善通寺市、仲多度郡まんのう町

及び琴平町地内） 

１ 施工対象水路は、かんがい期には農業用水が

流れており、非かんがい期に施工することとして

いた。受注者は、利水関係者と調整を行い、迂回

水路設置と降雨時の対応（土のう設置・撤去）を

行うことで、一部区間（L=300m）の施工を先行し

てかんがい期に行い、工期に余裕を持って完成

させた。 

２ 本工事は、県道沿いで交通量も多く、民家に隣

接する施工条件であったため、周辺住民に対し

工事内容等のリーフレットを配布し、地域住民へ

の配慮に努めた。 

３ かんがい期の施工に伴い、暑中コンクリート対

策（ポリマーセメント練り混ぜ水の温度管理、直

射日光軽減のための日よけ）、熱中症対策（作業

箇所の日よけ、体調自己チェックリスト、空調服

の着用、休息所）等、夏季施工の品質管理及び

作業環境に配慮しながら施工を行った。 

  以上のとおり、工事の工程管理や品質確保に

努めるとともに、作業環境に配慮しながら工事を

実施したことは、高く評価できる。 

概 要 

本工事は、国営農業用水再編対策事業（地域用水機

能増進型）「香川用水土器川沿岸地区」において、老朽化

した農業用水路の補修・改修を行い、農業用水を安定的

に供給するための工事である。 

（主要工事） 

水路工 L = 1,212m  

  表面被覆工   

（無機系） A = 2,093㎡ 

（ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ） A = 1,886㎡ 

  ひび割れ補修工 L = 301m 

  目地補修工 L = 654m 

 

（工  期） 

平成 28年 4月 27日～平成 29年 1月 16日 

【施工状況等】 

 

 
 

 

空調服の着用状況 

作業箇所の日よけシート設置状況 

９月以降の工事着手 ７月中旬より工事着手 

作業ヤード 
作業ヤード 

作業ヤード 

県道丸亀三好線（４号）

７月中旬より工事着手 

進捗率が 20％→40％にアップ 

完成水路 

ﾌｧﾝによる外気の取り込み 

実績 

計画 

迂回水路 

土のう設置・撤去 

水路路線（民家に隣接） 

工

期

末 

実施工程表 

かんがい期の施工 

かんがい期に施工 

（L=300m） 

土のう設置状況 
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＜工事＞ 

受注者名 
工事名 

（施工場所） 
受賞理由 

(株)三興組 香川用水二期農業水利事業 

東部幹線用水路第２工区大野第１開水

路改修工事 

 

（香川県高松市香川町大野地内） 

１ 本工事は、市道や民家に近接する既設の開水路

を、非かんがい期に炭素繊維シート等による表面被

覆工での補修を行う工事である。 

２ 施工対象箇所の一部が、騒音規制法の第３種区

域に指定されており、飛散防止・雨避けのﾌﾞﾙｰｼｰﾄ

だけでなく、自ら、発電機から商用電力への電源変

更や防音シートの設置により、規制基準（85dB）の騒

音を 75dB 以下に抑制し、さらに、工事内容を道路沿

いに掲示して周知するなど、地域住民への配慮に努

めた。 

３ 超高圧洗浄機による既設表面被覆材の除去にあ

たり、従来のｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄｶﾞﾝに替えてｱｸｱｾﾙﾛｰﾀを

使用することにより、粉塵等の飛散を低減し、洗浄後

も表面のムラが少ない、安全かつ効率的な作業を行

った。 

４ 表面被覆工の作業時には、雨水対策のため、一重

張りのシート養生を二重張りにして、雨水対策を強

化し工程管理、品質確保に努めた。 

  以上のとおり、工事の効率的な作業や品質確保に

努め、民家に接近する施工箇所で、常に地域住民に

配慮しながら工事を実施したことは高く評価できる。 

概 要 

本工事は、国営かんがい排水事業「香川用水二期地

区」において、老朽化した東部幹線用水路の整備を行

い、農業用水を安定的に供給するための工事である。 

（主要工事） 

施設延長 L = 650 m うち施工区間 L = 646 m 

  表面被覆工  

   （炭素繊維ｼｰﾄ+無機系） A = 2,433 ㎡ 

   （無機系） A = 2,254 ㎡ 

  ひび割れ補修工 L = 4,580 m 

  断面修復工 A =  9.2㎡ 

  目地補修工 L =  526 m 

                                               

（工  期） 

平成 28 年 9 月 11 日～平成 29年 3月 9日 

【施工状況等】 

 

 
 
 

完成水路 

  雨水対策（二重張りシート） 

（市道側） 

騒音対策（防音シートの設置） 

地域住民向け工事案内の掲示 

（洗浄後の状態） 

ｱｸｱｾﾙﾛｰﾀ（吸引式） 
安全対策 

（ｱｸｱｾﾙﾛｰﾀによる超高圧洗浄作業）

業） 

防音シート 防音シート 

ブルーシート 
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＜工事＞ 

受注者名 
工事名 

（施工場所） 
受賞理由 

（株）品山組 吉野川下流域農地防災事業 

北部幹線水路(３号水位流量調整施設)

工事 

 

（徳島県鳴門市大麻町桧地内） 

１ 本施設の建設にあたり、①打継部の止水処理

に止水材を設置、②型枠セパレータに水膨張性

のセパリングを設置、③露出面の急速な乾燥防

止のため収縮低減剤を塗布、④打継部からの漏

水防止対策として塗膜防水材を塗布、⑤生コン

クリートの品質管理として現場到着時の単位

水量測定等の創意工夫を行い、コンクリートの

品質確保が十分に行われた。 

２ 休日の安全対策として、全ての開口部に転落

防止柵に加え防護ネットを設置し、転落事故防

止に努めた。 

３ 現場事務所や作業車両が県防犯協会より「こ

ども 110番」の指定を受け、年少者に対する犯

罪・非行事件等の未然防止に貢献するととも

に、ボランティアによる清掃活動など、地域住

民とのコミュニケーションを図った。 

以上のとおり、水密性が必要とされる施設に

おいて、施工面に加え安全管理面でも創意工夫

を凝らしつつ、地域貢献活動にも積極的に取り

組んだことは高く評価できる。 

概 要 

本工事は、国営総合農地防災事業「吉野川下流域地区」

において、受益農地に吉野川の清浄な水を届けるため、

水位保持する施設を建設するものである。 

（主要工事） 

水位流量調整施設工 １箇所  

 B11.4m×L28.7m×H5.8m 

幹線水路工 水路延長 L＝38ｍ 
 

 鉄筋コンクリート箱型暗渠 L＝35ｍ 

 （内空 B2.5m×H2.5m）   

 鋼管（φ2,400mm） L＝ 3ｍ 

      

（工  期） 

平成 27年 9月 5日 ～ 平成 28年 5月 31日 

【施工状況等】 
    完成調整施設         ①水膨張止水材の設置状況    ②水膨張止水ｾﾊﾟﾘﾝｸﾞの設置状況 

 
 

③収縮低減剤の塗布状況      ④塗膜防水材の塗布状況     ⑤単位水量の測定状況(1回/50m3) 

 
     

安全対策（防護ネット設置状況）    ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱによる清掃活動状況    「こども 110 番」の車として活動 

 
 

止水材 

防護ネット 
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既設管と分水管の溶接状況 

＜工事＞ 

受注者名 
工事名 

（施工場所） 
受賞理由 

（株）伸建設 吉野川下流域農地防災事業 

北部幹線水路（桧工区）分水工他工

事 

（徳島県鳴門市大麻町桧地内） 

１ 本工事は、地表面から 8.5m 下の既設管（幹線

水路）天端までをライナープレート（Φ 3,000 ㎜）

で坑壁を保持しながら床掘し、既設管天端を削孔

の上、分水管を溶接固定するなど高度な技術を必

要とするとともに、現場は地下水位が高く、かつ

軟弱な地盤であるなど厳しい施工条件の下、実施

されたものである。 

２ こうした中、地下水対策として、薬液注入工の

着実な施工による掘削面の安定確保を図り、ライ

ナープレートの設置を行った。 

３ 既設管との接続にあたり、既設管削孔時に、コ

ア削孔機の使用による既設管への影響軽減を提

案し、確実な溶接作業と、分水管を既設管の中心

へ正確に接続させる高精度な施工を行った。 

以上のとおり、難易度の高い現場において、創

意工夫と着実な施工に加え、水路清掃など地域貢

献活動にも積極的に取り組んだことは、高く評価

できる。 

概 要 

本工事は、国営総合農地防災事業「吉野川下流域

地区」において、受益農地に吉野川の清浄な水を届

けるため、幹線水路からの分水施設を建設する工事

である。 

（主要工事） 

分水工 １箇所 

 鋼 管 Φ 800mm L = 8.4m 

 ダクタイル鋳鉄管 Φ 250mm L = 6.1m 

付帯工 制水弁 １基  

  流量調整弁 １基  

  流量計 １基  

（工  期） 

平成 28年 10月 26日 ～ 平成 29年 3月 31日 

【施工状況等】 

  
  

 

 

 

   

削孔跡（既設管） 

薬液注入による地盤改良状況 

既設管の削孔状況 

掘削状況 

薬液注入範囲 

ライナープレート 

既設管φ2,800mm 

分水管φ800mm 

地下水位 

地域貢献活動（水路清掃） 

コア削孔機による既設推進管削孔後に分水管を溶接 

分水管立上り状況 分水管接続後の状況 

既設管 

分水管 

 
分水管 

 

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 

既設管 

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 

-5-



＜業務＞ 

受注者名 
業務名 

（実施場所） 
受賞理由 

サンスイコンサ

ルタント(株) 

平成２８年度国営土地改良事業地区調

査（宍道湖西岸地区）排水解析等業務 

 

（島根県出雲市地内） 

１ 宍道湖西岸地区は、区画整理の団地が４つ

あり、各団地の排水は１級及び２級河川へ流

れ、また、河川については、改修中、計画段階

と複雑な条件の中で地区の排水解析を行っ

た。 

２ 本地区の平坦かつすり鉢状の地形状況を踏

まえ、流出解析モデルと低平地タンクモデルを

組み合わせた排水解析モデルを採用すること

で、的確に湛水状況を解析した。 

３ 排水機場の検討にあたっては、揚程が低いこ

とから、陸上ポンプとゲートポンプ（自然排水樋

門に横軸の水中ポンプを設置）を比較し、土

木・建築構造物を軽減できるゲートポンプを採

用し、コスト縮減を図った。 

以上のとおり、地区の課題を的確に把握し、

精度の高い排水解析を行い、優れた排水対策

構想を策定したことは、高く評価できる。 

概 要 

本業務は、宍道湖西岸地区における農業経営の改善や

農地の流動化を促進するため、基幹事業（区画整理）及び

併せ行う事業（かんがい排水等）を行うための、排水解析

及び排水対策構想の検討を行うものである。 

（作業内容） 

排水対策構想の検討 １式 

ほ場整備計画の検討 １式 

経済効果基礎資料作成 １式 

点検とりまとめ １式 

（工  期） 

平成 28年 8月 26日 ～ 平成 29年 3月 28日 

【施工状況等】 

宍道湖西岸地区（受益範囲） 
現地調査（排水路断面測定） 

排水解析モデル 

ゲートポンプ（事例） 

農地の湛水状況 

すり鉢状の地形 

すり鉢状の地形での湛水 

湛水解消 

現 況 

計 画 

①土地利用の変化を反

映、②排水、湛水状況を

時系列での水位変化を

追跡、③水位により排水

施設の規模等を検討。 

ポンプ 

流出解析モデル 

低平地タンクモデル 

排水計画 

＋ 
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＜業務＞ 

受注者名 
業務名 

（実施場所） 
受賞理由 

(株)三祐コンサルタン

ツ岡山支店 

高瀬農地保全事業 

地すべりブロック調査解析業務 

（高知県吾川郡仁淀川町高瀬地内） 

１  平成 30年度の事業完了(予定)に向けて、地す

べり対策工の効果を判定し、地すべりブロック 16

箇所の概成を判断する必要があった。 

２  概成判断手法について、抑止工及び抑制工、

平常時及び豪雨時に分別した簡潔で使いやす

い判断基準を作成したことで、施工完了の 11ブ

ロックを概成と判断することができた。 

３  大規模地すべりブロックの対策工効果判定に

おいても、面的な地下水位の評価方法や、雨量

と地下水位による実効雨量解析を用いた効果判

定方法の提案を行い、対策工の効果を推定する

ことができた。 

以上のとおり、現状の課題を的確に把握し、

簡潔で使いやすい概成判断手法を作成し、実効

雨量解析を用いた優れた効果判定方法を提案

したことは、高く評価できる。 

概 要 

 本業務は、高瀬農地保全事業区域における地すべり防止

対策工法の検討に資するため、地すべり対策工の効果判定

の試行と概成判断手法の評価、大規模ブロック地すべり安

定解析等を行うものである。 

（作業内容） 

観測データ解析 １式 

A-0ブロック対策工効果判定 １式 

D-0ブロック対策工効果判定 １式 

地すべり対策工の効果判定の試行と １式 

概成判断手法の評価  

地すべり観測・管理マニュアル案作成 １式 

（工  期） 

平成 28年 8月 3日 ～ 平成 29年 3月 15日 

【施工状況等】 

 

  

                                         

                                     

 

 

 

危険度「大」のブロック

対策工の検討

目標達成

地すべり変位量の観測

変動速度が基準値
以下である※３，４、５

Yes

概 成

総合的な評価の実施
（評価要素）

・保全対象の被害状況
・ブロックの活動状況と今後の
被害発生の可能性
・対策工の施工可能性、配置
状況と効果発現状況

↓

追加対策の必要性の検討

No
Yes

Yes

追加対策が必要か

Yes

No

追加対策工の検討開始

No

対策工の実施
（抑制工、必要に応じて抑止工）

最高水位が抑制工の設
計水位以下である※1、5

平常時の水位※2は抑
制工の設計水位以下

である※1、5

豪雨時の水位は
Fs=1.0相当の地下水
位以下である※1、5

No
Yes

対策が抑制工のみで
ある

No

No

Yes

※１
D-0ブロックについては水位より算出する安全率で評価する。

※２
基底水位が設計水位以下となっているかを確認する。

※３
Ａ－０ブロックとすべり面が重複するブロックについては、Ａ－０ブロッ
クと変位深度が重ならない観測孔で変位量を確認する。

※４
○長期的 変動Ｃ未満 （年間変位6mm未満（月平均0.5mm未満））
かつ

○短期的 変動B（月間2mm）以上が2ヶ月以上連続しないこと

※５
概成判断を行うための観測期間は、最低１年以上とする。

 高瀬地区 地すべりブロック位置   

 概成判断基準   

大規模ブロック 

 大規模ブロックにおける豪雨時の対策工の効果 

（対策工による地下水位低下量コンター図）   

0~10m 

低下なし 

10~20m 

20~30m 

30m~ 

地下水位低下量 

ｺﾝﾀｰの凡例 

実効雨量解析を用いて、平成 26年 8月

豪雨（15 日間の累計降水量 1,920 ㎜）

相当の降雨時での地下水位低下量を面

的に推定 

抑止工（鋼管杭工等）は変位量、抑制

工（排水ﾄﾝﾈﾙ工等）は地下水位低下量

と変位量での評価に分別 

平常時と豪雨時の水位で

抑制工の効果を評価 

 
保全対象の被害状況等から

総合的な評価の実施を導入 

D1 号排水トンネル 

H19.11 完成 

D2 号排水トンネル 

H28.3 完成 

D4 号排水トンネル 

H24.11 完成 

D3 排水トンネル 

H22.3 完成 

 実効雨量解析を用いた効果判定図   

実測値 

解析値 

対策工完了後 

平成 26年 8月豪雨時に対策工の効果
により 20m程度地下水位が低下（推定） 

地
下
水
位 

年月 

(GL-m) 

施工期間 H26.10～H28.3 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

【D2 号排水ﾄﾝﾈﾙ】 
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＜業務＞ 

受注者名 
業務名 

（実施場所） 
受賞理由 

内外エンジニ

アリング㈱ 

国営施設機能保全事業 

吉井川地区新田原井堰耐震性能照

査業務 

（岡山県和気郡和気町地内） 

１ 新田原井堰については、有識者委員会に諮りな

がらレベル 2 地震動に対する耐震性能照査を進め

る中、現況で堰柱部にひび割れが発生しており、

有識者委員会ではひび割れを考慮した動的解析手

法の選択、モデル化について議論になった。 

２ これに対して受注者からは、ひび割れ位置より

堰柱を分割した 2柱構造とし、2柱間の相互作用を

バネ化したモデルとして動的解析する手法につい

て提案がなされ、2柱構造の高度な堰柱耐震解析を

着実に進めた。 

３ また、有識者委員会の説明資料についても、解

析結果を 3次元で視覚的に分かり易く工夫し表現

した。 

以上のとおり、現状の課題を的確に把握し、有

識者委員会において、解析手法の提案や視覚的に

分かり易い説明資料の作成等、耐震性能照査を迅

速かつ的確に実施したことは、高く評価できる。 

概 要 

本業務は、国営造成施設である新田原井堰(S60年

度完成:重要度区分AA)について、レベル 2地震動に

対する安全性確保を目的に耐震性能照査を実施し、

附帯施設を含めた施設全体の耐震性能の評価を行

うものである。 

（作業内容） 

耐震性能照査 1式 

耐震性能の評価 1式 

有識者委員会資料作成 1式 

（工  期） 

平成 28年 5月 21日 ～ 平成 29年 3月 21日 

【施工状況等】 

  

     
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新田原井堰(右岸上流側:頭首工全景) 堰柱中央部のひび割れ（P4堰柱） 

ひび割れの状況を考慮したモデル図（3次元） 

A-A断面

ひび割れ位置
↓

下流側
堰柱軸

上流側
堰柱軸

接 合 用
仮想要素

管理橋
ひび割れ位置

↓
【上流】 【下流】

ひび割れ位置より上下流に堰柱を
分割して２柱構造としてモデル化
する。２柱間の相互の影響を考慮
し、ひび割れ部分の接合条件をば
ねでモデル化する。

P4

接 合 用
仮想要素

梁要素
(下流)

梁要素
(上流)

梁要素
(門柱)

剛体要素

せん断ばね

軸ばね

回転ばね

ひび割れ部の接合条件

AA

 

2柱間の相互作用を視覚的に示した模式図 

 

ひび割れ位置より上

下流に堰柱を分割し

て２柱構造としてモ

デル化 

ひび割れ 

ひび割れ部分の接合条件を

バネ化したモデル 
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【表彰の目的】
中国四国農政局管内の農業農村整備事業等の工事又は業務であって、その

成果が優秀であり、他の模範となるもの及び工事等を実施した受益地区内で
優れた地域貢献活動を展開したものを表彰し、事業への理解を深めるととも
に、設計・施工技術のレベルアップ、地域貢献活動への積極的な取り組み等、
受注者等の意欲の高揚を図り、事業の円滑な施行に資することを目的とする。

【選定基準】
「中国四国農政局所管農業農村整備事業等優良工事等の受注者等の表彰実施
要領」により選定を行う。
■工事・業務
○ 工事成績評定要領等に基づく総合評点が80点以上等であること
○ 契約金額が3千万円以上の工事及び1千万円以上の業務
○ 技術的難易度、規模、重要性、創意工夫、低コスト工法の提案、新技

術の開発等について考慮
■地域貢献活動
○ 受注した工事等に関連した受益地域内において、最近行っている活動

を対象
○ 企業（受注者）の取組を対象
○ 活動内容が事業や地域社会に与える貢献度が大きいと認められること
○ 活動の継続性、広域性、緊急性等を総合的に判断する

【優良工事等表彰決定のフロー】

事業(務)所長 優良な工事及び業務等を農政局長に推薦
地域貢献活動については、企業(受注者)が事業(務)

↓ 所長に応募用紙を提出

審査幹事会 優良工事、業務等の候補を選定し委員会に報告

↓

審査委員会 優良工事、業務等の候補を審査し農政局長に上申

↓

農政局長 審査委員会の上申に基づき表彰者を決定

【問い合わせ先】
中国四国農政局農村振興部設計課 担当者：工事検査官 佐々木
代表：086-224-4511（内線2617） FAX：086-234-7445


