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※ 別添の仕様書は、当該業務における仕様内容の主要な部分を抜粋

したものであり、入札にあたっては、必ず別途配布している入札説

明書をご確認のうえ、必要な手続きを行っていただくようお願いし

ます。



 

平成 28年度農業用ダム高度化技術検討業務仕様書 

 

 

１ 件名 

  平成 28 年度農業用ダム高度化技術検討業務 

 

２ 目的 

  農業用ダムについては、近年、大規模地震発生の懸念、豪雨の発生頻度の高まり等、ダム

築造時とは異なる、リスクのより高い条件や環境へと変化しており、農業用ダムの機能保全

及び安全確保が重要となっている。特に、今後発生が想定される南海トラフ巨大地震等のプ

レート境界型地震や直下型の内陸活断層型地震を想定した場合、将来にわたって対象ダム地

点で考えられる最大級の強さを持つ地震動を想定した農業用ダムの機能保全及び安全性確保

のため、耐震性の照査、分析、評価手法の向上及び耐震技術の高度化が急務となっている。 

  また、営農形態の変化を背景とした新規水源の確保並びに地球温暖化による洪水及び渇水

リスクに対応するために、ダム再開発や 島嶼
と う し ょ

部における水源としての地下ダム開発のニーズ

が高まっている一方、既存ダムの長寿命化対策へのニーズも高まっている。 

  農林水産省としては、こうした農業用ダムを取り巻く情勢変化と国土強靱化に対応するた

め、様々な技術的課題を分析した上で検討を行い、最新かつ高度な科学的・技術的知見や研

究成果を、設計・施工に関する基準、安全性評価の手法、長寿命化を踏まえた機能診断手法

や保全管理対策、コスト縮減対策等の具体的な政策ツールに反映させるとともに、実際の設

計及び施工に反映させる必要がある。 

  このため本業務では、これら技術的課題の解決に向けた評価・分析を行うとともに、その

成果について特に高度な専門的知見を有する学識経験者で構成される研究会等に諮り、科学

的妥当性を評価し、対応方針を取りまとめる。 

 

３ 業務内容 

本業務の内容は、以下のとおりである。 

(1)  農業用ダムの技術的課題の評価・分析 

下記アからカまでの農業用ダムの技術的課題について、既存の文献、過去の研究成果等

により、実施方針（案）を検討し、評価・分析を行う。 

  ア 耐震技術の開発（大規模地震動に対する農業用ダムの挙動解析手法（液状化対策を含 

む。）） 

地震応答性状が異なる要因の解明と、早期に導入可能な実用的かつ合理的な解析・評

価手法の検討 

  イ ダムの再開発（ダム堤体嵩上げ及び地球温暖化適応策） 

    コンクリート打設直後に発生すると考えられる初期クリープひずみの検討及びコンク

リート養生管理のための計器配置の検討並びに新たな気候モデルやシナリオによる予測

を用いたシミュレーションによる推定精度及び補正精度を向上させる手法の検討 

  ウ 地下ダムの開発（地下ダム開発に係る設計・施工） 

    地下ダム建設に伴う地下水質の改善を図るため、窒素供給源の面的分布の調査により、

窒素供給源と地下水中の硝酸態窒素濃度分布の関係を明らかにする検討 



  エ ダムの保全管理（堤体の安定性（力学的・水理的）の確保と対策、保全管理・運用） 

    不飽和土の繰り返し挙動の詳細な検討及び室内試験のシミュレーション 

  オ ダムの設計・施工（基礎地盤の強度評価・遮水性の評価） 

    堤体の地震時挙動を対象とするひび割れ解析、動的応答解析の高度化、盛土のスレー

キング作用の再現性の向上及び砂礫地盤の透水性評価の現場への適用の検討 

  カ 被災ダムに関する各種評価・分析（被災ダム及び安全性評価実施上の課題に対する分

析・検証） 

① 材料の違いによる応答特性の挙動メカニズム 

② 地震により発生した事象のメカニズム 

③ 特殊構造ダム（アーチ・複合・基礎部置換コンクリート）に関する諸課題の検討 

④ 複雑な地下水の浸透に関するメカニズム 

⑤ 特殊な地質構造の動的安定性に関する諸課題の検討 

⑥ 等価線形化法の適用限界（フィルダム）に関する諸課題の検討 

⑦ フィルダムに係るせん断強度の有効応力・全応力の取り扱い 

⑧ 液状化の解析手法（過剰間隙水圧を考慮した有効応力法等） 

⑨ 等価線形化法に代わるフィルダム照査手法 

 

(2)  研究会等の設置及び運営等 

   農業用ダムの技術的課題の評価・分析に当たり、高度で専門的な知見を有する学識経験

者で構成する農業用ダム研究会（以下「研究会」という。）及び長期供用ダム研究小委員会

（以下「小委員会」という。）を設置し、運営及び会議資料並びに議事録の作成を行う。 

なお、各会の開催に当たっての会場借上げ費、委員の旅費・謝金等については、受注者

が負担するものとする。 

また、研究会と小委員会は同日に開催するものとする。 

  ア 研究会 

研究会は、３(1)ア～オの課題について検討を実施する。研究会委員は、発注者が指定

する委員（別表）によって構成するものとし、東京都内の会議室で２回開催する。 

・第１回研究会 ３(1)ア～オの課題研究に対する実施・対応方針の検討 

・第２回研究会 ３(1)ア～オの課題研究に対する評価・分析結果の検証 

  イ 小委員会 

  小委員会は、３(1)カの課題について検討を実施する。小委員会委員は、発注者が指定

する委員及び専門委員（別表）によって構成するものとし、東京都内の会議室で２回開

催する。 

・第１回小委員会 ３(1)カの課題に対する実施・対応方針の検討 

・第２回小委員会 ３(1)カの課題の評価・分析結果の検証 

また、小委員会の運営方針及び課題整理のため、京都市内の会議室において、小委員

会委員より選定するコアメンバー６名による打合せを１回開催する。  

     

(3)  農業用ダム機能診断マニュアルの検討 

 農業用ダムの長寿命化を踏まえた機能診断手法や保全管理対策の検討にあたり、農業用

ダム機能診断手法検討部会（以下、「機能診断部会」という。）を設置し、運営及び会議資



料並びに議事録の作成を行う。 

機能診断部会は、発注者が指定する委員（別表）によって構成するものとし、東京都内

の会議室で２回開催する。 

・第１回機能診断部会 農業用ダム機能診断マニュアルの検討に係る経緯、方針確認 

・第２回機能診断部会 農業用ダム機能診断マニュアルの検討結果の審議 

なお、各会の開催に当たっての会場借上げ費、委員の旅費・謝金等については、受注者

が負担するものとする。 

 

(4)  取りまとめ 

研究会、小委員会及び機能診断部会の結果を踏まえて、技術的課題の解決手法及び今後

の農業用ダムに関する課題を取りまとめる。 

 

４ 業務期間 

契約締結日から平成 29年３月 17日（金）まで 

 

５ 成果品 

(1)  納入する成果品 

  ア 業務内容を網羅した報告書 印刷物３部（Ａ４版、市販のファイル綴じで可） 

  イ 報告書電子媒体（CD-R等）２部 

※電子記録媒体については、ウイルス対策を行うこととし、ウイルス対策に関する情報（ウ  

イルス対策ソフト名、ウイルス定義、チェック年月日）を記録したラベルを貼り付けるこ

と。また、ウイルス対策ソフトは信頼性が高く、かつ、最新のデータを更新したものを使

用すること。 

 (2) 納入先 

  東京都千代田区霞が関 1丁目２番１号 

  農村振興局整備部設計課設計審査班（本館５階ドア No.本 503） 

 

６ 資料の貸与及び返却 

(1) 貸与資料は次のとおりとする。 

平成 25年度農業用ダム技術高度化研究業務報告書（写し） 

平成 26年度農業用ダム高度化技術検討業務報告書（写し） 

   平成 27年度農業用ダム高度化技術検討業務報告書（写し） 

 (2) 貸与資料は、原則として初回打合せ時に一括貸与するものとし、発注者から請求があっ

た場合のほかは成果物提出時に一括返納しなければならない。 

 (3) 受注者は、貸与資料を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。万一、

紛失又は損傷した場合には、受注者の責任と費用の負担において修復しなければならない。 

 

７ 資料の閲覧 

上記６の貸与資料については、契約締結後に貸与するものとするが、入札公告期間中は農

林水産省農村振興局整備部設計課（本館５階ドア No.本 503）で閲覧を可能とする。 

  なお、閲覧を希望する場合は、５（２）に示す担当窓口に事前連絡を行うこと。 



 

８ 打合せ  

受注者は、業務の実施に当たっては、発注者と十分協議の上で実施するものとする。 

打合せについては４回とし、主として次の段階で行うものとする。 

 (1) 業務着手段階 

 (2) 第１回研究会開催段階 

 (3) 第２回研究会開催段階 

 (4) 報告書取りまとめ段階 

 

９ 契約変更 

発注者と受注者による協議事項は次のとおりとする。 

(1) 「業務内容」に変更が生じた場合 

(2) 「業務期間」に変更が生じた場合 

(3) 「成果品」に変更が生じた場合 

(4) 「打合せ」に変更が生じた場合 

 

10 著作権等 

(1) 受注者は、この業務によって生じた納入成果品に係る一切の著作権（著作権法（昭和 54

年法律第 48号）第 27条及び第 28条に規定する権利を含む。）を、納入成果品の引渡し時

に発注者無償で譲渡するものとし、発注者の行為について著作権人格権を行使しないもの

とする。 

(2) 受注者は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像

権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手

続きを行うものとする。 

(3) 受注者は、発注者が納入成果品を活用する場合及び発注者が認めた場合において第三者に

二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しない

ように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、発注者は受注者と協議してそ

の利用の取り決めをするものとする。 

(4) この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権等及び肖像権に係る権利侵害の紛争等が生

じた場合、当該紛争等の原因が専ら発注者の責めに帰す場合を除き、受注者は自らの責任

と負担において一切の処理を行うものとする。 

この場合、発注者は係る紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要な範囲で訴  

訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講じること。 

 

11 定めなき事項 

この仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じ

て監督職員と協議するものとする。 

  



 別 表 （１／２） 

 

１．農業用ダム研究会 委員の所属及び役職（１９名） 

所属・役職 旅費基地 備考 

京都大学 名誉教授１ 元田中（京都府） 1,2,4 兼務 

京都大学 名誉教授２ 二条（京都府）  

京都大学 名誉教授３ 元田中（京都府）  

三重大学 名誉教授 石川町（神奈川県）  

東京農工大学大学院 教授 北府中（東京都）  

神戸大学大学院 教授１ 六甲（兵庫県）  

神戸大学大学院 教授２ 六甲（兵庫県）  

岡山大学大学院 教授 法界院（岡山県）  

関西大学 教授 関大前（大阪府） 1,2,4 兼務 

茨城大学 教授 茨大前（バス）（茨城県）  

新潟大学 教授 新潟大前（新潟県）  

京都大学 教授 元田中（京都府）  

島根大学 教授 島根大学前（バス）（島根県）  

愛媛大学 准教授 愛大農学部前（バス）（愛媛県） 1,2,4 兼務 

民間団体 理事長 東京（東京都）  

農研機構 領域長 農村工学研究所（バス）（茨城県）  

農研機構 ユニット長１ 農村工学研究所（バス）（茨城県）  

民間法人 取締役 丸の内（愛知県） 1,2,4 兼務 

民間法人 部長 高岳（愛知県） 1,2 兼務 

 

２．長期供用ダム研究小委員会 委員の所属及び役職（１０名） 

所属・役職 旅費基地 備考 

京都大学 名誉教授１ 元田中（京都府） 1,2,4 兼務、ｺｱ 

大阪府立大学大学院 准教授 白鷺（大阪府） 2,4 兼務、ｺｱ 

関西大学 教授 関大前（大阪府） 1,2,4 兼務、ｺｱ 

鳥取大学 教授 鳥取大学前（鳥取県）  

愛媛大学 准教授 愛大農学部前（バス）（愛媛県） 1,2,4 兼務、ｺｱ 

農研機構 ユニット長２ 農村工学研究所（バス）（茨城県） 2,4 兼務、ｺｱ 

農研機構 ユニット長３ 農村工学研究所（バス）（茨城県）  

農研機構 主任研究員 農村工学研究所（バス）（茨城県） ｺｱ 

民間法人 取締役 丸の内（愛知県） 1,2,4 兼務 

民間法人 部長 高岳（愛知県） 1,2 兼務 

※備考欄の「ｺｱ」はコアメンバー打合せの対象委員。 

 

 

 



 別 表 （２／２） 

 

３．長期供用ダム研究小委員会 専門委員の所属及び役職（９名） 

所属・役職 旅費基地 備考 

三重大学大学院 准教授 江戸橋（三重県）  

京都大学大学院 准教授 元田中（京都府）  

神戸大学大学院 准教授 六甲（兵庫県）  

弘前大学 准教授 弘前（青森県）  

島根大学 准教授 島根大学前（バス）（島根県）  

愛媛大学 教授 愛大農学部前（バス）（愛媛県）  

高知大学 准教授 高松空港（高知県）  

鹿児島大学 准教授 唐湊（鹿児島県）  

琉球大学 教授 琉大入口（バス）（沖縄県）  

 

４．農業用ダム機能診断手法検討部会委員の所属及び役職 

所属・役職 旅費基地 備考 

京都大学 名誉教授１ 元田中（京都府） 1,2,4 兼務 

大阪府立大学大学院 准教授 白鷺（大阪府） 2,4 兼務 

関西大学 教授 関大前（大阪府） 1,2,4 兼務 

愛媛大学 准教授 愛大農学部前（バス）（愛媛県） 1,2,4 兼務 

農研機構 ユニット長２ 農村工学研究所（バス）（茨城県） 2,4 兼務 

民間法人 取締役 丸の内（愛知県） 1,2,4 兼務 
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