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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 南岸支線水路（その５）

工事 

（徳島県阿南市上中町岡及

び長生町西方地内） 

１ 本工事は、地下約 8m に推進工法により管水路を設置

するものであり、隣接の井戸（地下水）への汚濁等が懸

念された工事であった。受注者はその対策として、①掘

進機の仕様の変更と共に泥水や滑剤等の資材選定、配

合等管理及び逸泥防止のための切羽圧力の低圧管理に

係る機器操作等を実施。また、過剰な土砂の取り込みを

防止することで周辺地盤を乱すことなく施工し、濁度への

影響もなく、確実に工事を実施した。 

２ また、巨礫等の出現による掘進への影響を事前に把握

するため、推進路線上において、②土質調査（ﾗﾑｻｳﾝﾃﾞｨ

ﾝｸﾞ調査）を行い、確実な推進作業が可能となるよう①推

進機の仕様（面板構造）を決定し、掘進停止することもな

く確実に工事を実施した。

３ 更に、発進立坑内埋戻し作業においは、設置済みの鋼

管外面塗装等に損傷を与える可能性があることから、③

ガイド管を設置し、丁寧な埋戻し作業を行った。 

４ 加えて、④地域の水路清掃等、地域とのコミュニケーシ

ョンの構築にも努めた。 

以上のとおり、地下水汚濁による第三者への被害の防

止、的確な工程管理を行うとともに、所定の品質をもっ

て工事を完成させ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、南岸支線水路を建設するものである。 

（主要工事） 

南岸支線水路工 水路延長 L=449m 

  開削工 L=101m、推進工 L=348m 

1)強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管 5 種φ1,650mm  L=70m

2)鋼管φ1,650mm L=29m

3)鋼・ｺﾝｸﾘｰﾄ合成管 3 種φ1,650mm L=350m

4)空気弁 1 基

（工  期） 

平成 30 年 6 月 12 日～令和元年 6 月 26 日 

【施工状況等】 

（設計）取込型掘進機 

（施工）破砕型掘進機 

① ② 

③ ガイド管の設置状況

ガイド管 

土質調査（ﾗﾑｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ調査）状況 

ﾗﾑｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ機

④ 水路清掃状況

堆積度土を吸引 

ガイド管 

鋼管 
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＜工事＞ 

受注者名 
工事名 

（施工場所） 
受賞理由 

安藤工業（株） 道前平野農地整備事業 

北条団地区画整理（その４）

工事 

（愛媛県西条市北条地内） 

１ 受注者は、本工事において、作業効率の向上の

ために、①ＵＡＶを用いた出来形管理技術、②マ

シンガイダンス（ＭＧ）によるＩＣＴ建設機械施

工技術を用いて施工を行い、測量作業の時間短

縮・丁張の簡略化等に努めた。また、「農業・農

村を考えるレディースネット」主催の現地研修会

に協力し、ＩＣＴ施工の技術や知識を理解しても

らった。

２ インターンシップによる、高校生を対象とした

就業体験学習が開催されるにあたり、建設業に携

わる企業として協力を行い、実際の施工方法等を

見てもらい物造りの基礎を学んでもらった。 

３ 工事着手前に地域住民及び児童参加のもと、水

生生物の引っ越しを行う事業に協力し、工事によ

る生態系への負荷を軽減することに努めた。 

  以上のとおり、情報化施工の取り組みと普及に

努めるとともに、就業体験学習の開催や環境保全

活動など地域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、国営道前平野農地整備事業計

画に基づき、北条団地における区画整理工

事を行うものである。 

（主要工事） 

  整地工    Ａ ＝ 6.87ha 

  用水路工（管水路） Ｌ ＝ 1,150ｍ 

  排水路工    Ｌ ＝ 988ｍ 

  道路工 Ｌ ＝ 838ｍ 

（工  期） 

令和元年５月２１日～令和２年３月３０日 

【施工状況等】 
ほ場整備（工事完成） 

ICT 施工（畦畔築立） 

環境保全活動（水生生物の引っ越し） 

「農業・農村を考えるレディースネット」

主催の現地研修会 

UAV を用いた出来形測量 

マシンガイダンスＢＨ ドローンによる 3次元測量 

ドローンによる 3次元測量 

UAV を用いた起工測量 

UAV（ドローン）による３次元測量（ICT施工） 

ドローンの地上標識 
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＜工事＞ 

受注者名 
工事名 

（施工場所） 
受賞理由 

佐々木建設

㈱ 

吉野川下流域農地防災事業 

板名用水柿島樋門撤去工事 

（徳島県阿波市吉野町柿原地内） 

1 堤防の築堤に際し、①ICTを活用した 3次元

出来形管理に加え、締固め状態を瞬時に測定

できる②RI 密度水分計を採用することによ

り、人的誤差要因を最小化した一級河川の堤

防に相応しい高品質な築堤管理が行われた。 

2 また、安全衛生面において、③鋼矢板打設・

引抜時に振動する油圧管が鋼矢板と干渉・損

傷することを防止する防護管を設置、④ぬか

るんだ作業基面でのつまずき・転倒を防止す

る樹脂製通行マットを設置、⑤現場トイレに

ヒヤリハット報告書を掲示するなど徹底した

事故防止対策が講じられていた。 

3 さらに、現場に近接した住宅地や交通量の多

い道路の存在を考慮して、⑥騒音・振動レベ

ルの見える化、⑦ケーブルテレビを通じた作

業内容の周知を行うなど、細やかな周辺環境

への配慮や良好なコミュニケーションの確保

に努めていた。 

  以上のとおり、工事の品質管理、安全管理等

に工夫し、また地域住民とコミュニケーショ

ンを図りながら的確に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、一級河川吉野川にある旧取水施設「板名用水柿島

樋門」の撤去及び河川堤防の復旧を行う工事である。 

 

（主要工事） 

板名用水暗渠取壊し     L＝63m 

  板名用水暗渠閉塞      L＝14m 

柿島樋門撤去        1式 

河川堤防復旧        1式 

 

（工  期） 

平成 30年 9月 4日 ～ 令和 2年 3月 31日 

【施工状況等】 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

完成後全景 

②ＲＩ密度水分計 ③防護管 

⑥騒音・振動レベルの見える化 

④樹脂製通行マット 

⑤トイレ内ヒヤリハット報告書 ⑦作業内容の周知（工事案内） 

施工前全景 ① ICT 施工状況 
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＜工事＞ 

受注者名 
工事名 

（施工場所） 
受賞理由 

藤岡建設（株） 道前平野農地整備事業 

北条新田団地区画整理（その

２）工事（その２）

（愛媛県西条市北条地内）

１ 受注者は、本工事の施工ヤードと家屋が隣

接しているなか、工事への理解と協力を図る

ため、日々のコミュニケーションに努めた。 

２ 本工事において、作業効率の向上のため

に、①マシンコントロール（ＭＣ）建設機械

（バックホウ、ブルドーザを使用し、基盤造

成、畦畔築立、表土戻し、表土整地の施工を

行い、測量作業の時間短縮・丁張の簡略化等

に努めた。 

３ 受注者の創意工夫により、②大型フリュー

ムの施工では、基礎地盤の地下水が高く、施

工基面に対して不陸整正や十分な締固めが

出来ないため基礎コンクリートを打設、③既

設水路に係る覆工板下のＨ鋼基礎について、

より強固にするためコンクリートブロック

を使用した。

 以上のとおり、情報化施工の取り組みに努

めるとともに、現場状況に対応し、品質確保

と安全な施工に努め工事を実施したことは、

高く評価できる。 

概 要 

本工事は、国営道前平野農地整備事業計画に基

づき、北条新田団地における区画整理工事を行う

ものである。 

（主要工事） 

  整地工   Ａ ＝ 9.87ha 

  用水路工（管水路） Ｌ ＝ 427ｍ 

  排水路工      Ｌ ＝ 406ｍ 

  支線道路工         Ｌ ＝ 145ｍ 

（工  期） 

令和元年６月１日～令和２年３月２６日 

【施工状況等】 

② 排水路工（基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ） 排水路工（完成） 

③覆工板の設置

ほ場整備（完成） 

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを使用

し安全性を向上

マシンコントロール BH マシンコントロール BD

排水路工（据付状況） 

① ICT 施工機械による効率的な作業

既設水路 

覆工板 
覆工板 

Ｈ鋼基礎

覆 板

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 

高い地下水 
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＜工事＞ 

受注者名 
工事名 

（施工場所） 
受賞理由 

㈱吉岡組 吉野川下流域農地防災事業 

第十幹線水路管理用マンホール建設工

事 

(徳島県板野郡上板町第十新田地内他) 

1 本工事で建設する管理用マンホールは、部材

厚 1,250mm のマスコンクリートであり温度ひ

び割れが発生しやすい構造条件であることを

受け、①補強鉄筋、②溶接金網の追加設置、

③単位セメント量の低減による効果的なひび

割れ抑制対策を講じた。併せて、発進到達立

坑として配置していた山留工の撤去に当た

り、躯体中央を④山留材で補強することでた

わみに起因するひび割れの抑制が図られた。

2 また、通常の転圧が困難な既設セグメント下

部に対し⑤波状管を使ったモルタル充填を行

うことで、埋戻し後の沈下防止が図られた。 

3 さらに、安全衛生面においては、夜間・休日

における第三者による盗難や立坑内への転落

事故等の発生を防止するため、⑥立入禁止柵

の設置、⑦監視カメラの配備を行うなど徹底

した事故防止対策が講じられていた。 

以上のとおり工事の品質管理、安全管理等に

努めるとともに⑧用排水路の清掃活動を通じ

地域とのコミュニケーションを図りながら、

無事故で完成させた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、第十幹線水路管理用マンホールを建設する工事で

ある。 

（主要工事） 

管理用マンホール  １箇所 

（B=9.5m×L=8.5m×H=14.7m） 

目地補修工     L=49.2m 

（工  期） 

平成 30年 9月 28日 ～ 令和元年 6月 4日 

【施工状況等】 

完成（本体内部） ①補強鉄筋 ②溶接金網

⑤波状管によるモルタル充填③単位ｾﾒﾝﾄ量の低減 ④山留材による補強

⑥立入禁止柵 ⑦監視カメラ（３台） ⑧清掃活動

既設セグメント 

単位セメント量 

323→306kg/m3 

監視カメラ 

溶接金網 補強鉄筋 

山留材による補強 
波状管 

モルタル充填
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＜業務＞ 

受注者名 
業務名 

（施工場所） 
受賞理由 

株式会社チェ

リーコンサルタ

ント

令和元年度那賀川（二期）農地防災事業

試験通水計画検討（その２）業務 

（徳島県阿南市地内） 

通水試験計画書については、各分水工や空気弁

等での必要配置人員や確認項目の検討、緊急時の

排水計画等、必要な事前準備から関係機関との調整

事項等を整理するとともに、管内の充水時間を可視

化するためのシミュレーションモデルの作成を行い、

充水開始以後に行う空気弁の状態確認などについて

想定作業タイミングの整理等も的確であった。 

また、試験通水計画策定に先立って実施した管内

調査では、管内に滞留水及び堆積泥土があることが

判明したが、迅速に対応し、業務執行管理を適切に

行った。 

また、実施設計部門においては、FRPM 管のひび

割れの要因分析及び対策工の検討を行い、工事技

術検討委員会の対応を行った。前例の少ない設計で

あったが、適切に検討を進め、委員会での検討資料

の作成も適確であった。 

また、業務過程で生じた追加作業の案件にも迅速

に対応するとともに、業務成果・内容が優れているこ

とを高く評価し、優良業務として推薦するものである。 

概 要 

本業務は、那賀川農地防災事業において整備した北岸用

水及び南岸用水施設（パイプライン）について、本格的取水

に向けたパイプラインの充水・漏水確認試験のため管内踏

査による施設の点検を行った。また、北岸幹線水路について

は通水試験計画書を策定するとともに、那賀川（二期）農地

防災事業の工事実施に利用するため、北岸幹線水路の管

補修に係る実施設計を行った。 

（作業内容） 

（１）管内踏査（汚泥吸引作業含む） １式

（２）北岸幹線水路実施設計  １式 

（３）通水試験計画策定（試験立会含む）  １式 

（工  期）

令和元年７月 23 日～令和２年 3 月 18 日 

北岸幹線水路実施設計（FRPM 管対策工法の検討） 

試験通水計画策定 

【管背面空洞充填工法（施工例）】 【FRPM 管ひび割れ補修工法（施工例）】 

【試験通水計画】 【緊急排水計画】 

4 工法を比較検討し選定 3 工法を比較検討し選定 

緊急排水可能な

施設と排水範囲

を検討整理 

充水シミュレー

ションを行い、充

水過程の可視化
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＜業務＞ 

受注者名 
業務名 

（施工場所） 
受賞理由 

内外エンジニ

アリング(株)

令和元年度 児島湾沿岸農地防災事業 

締切堤防実施設計業務 

（岡山県岡山市南区築港栄町地内他） 

児島湾締切堤防（堤体部）の大規模地震対策

とした「二重締切鋼矢板」の設置位置は、全計時

点は湖側平場部を計画したが、本業務により、施

工性等が図られる位置を検討した。 

検討にあたり、既設止水矢板まわりの置換砂

部への設置が有効ではないかとの委員会からの

指摘事項を踏まえ、受注者より鋼矢板打設位置

選定の調査（①）及び評価方法（②）についての

提案があった。 

①現地調査による置換砂部の範囲確認を行い、

捨石の影響が少ないことが確認されたことから、

鋼矢板打設が可能であることを確認した。

②位置選定の評価として、捨石除去による費用

や施工時間が軽減されるとともに、地震後の矢板

の変位が小さくなるといった効果も確認できた。

上記①②により、湾側矢板位置を置換砂部に

変更した。 

以上のとおり、高度な専門知識及び専門技術

が十分発揮され迅速かつ的確な工事の実施のた

めに設計が行われたことは、高く評価できる。 

概 要 

本業務は、児島湾沿岸農地防災事業により実施する

児島湾締切堤防の耐震対策工における実施設計を行う

ものである。 

（作業内容） 

１．準備作業 １式 

２．締切堤防共通検討   １式 

３．耐震詳細設計 １式 

４．工事計画作成(全体基本計画）  １式 

５．工事資料作成(潮止区間） １式 

６．締切堤防設計所内基準作成   １式 

７．点検照査とりまとめ   １式 

（工  期） 

令和元年９月１０日 ～ 令和２年３月２２日 

【施工状況等】 

既設止水矢板の設置図 既設止水矢板の置換砂部断面図 現地調査による置換砂部範囲確認 

湖側平場部での鋼矢板設置断面（全計時点） 既設止水矢板まわりの置換砂部位置での鋼矢板設置断面 

捨石の影響が想定される 

置換砂範囲 置換砂範囲 

置換砂範囲であることか

ら捨石の影響が軽減され

ると想定 

鋼矢板 

既設止水矢板 

既設止水矢板 

既設止水矢板 既設止水矢板 
鋼矢板 鋼矢板 

既設止水矢板 
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＜業務＞ 

受注者名 
業務名 

（施工場所） 
受賞理由 

若鈴コンサル

タンツ(株) 岡

山事務所

宍道湖西岸農地整備事業 

布崎団地区画整理設計業務 

（島根県出雲市園町及び灘分町

地内） 

本地区の農地は、過去に実施した県営ほ場整備事業等

による一次的な整備は行われているものの、大規模経営

を展開するには、狭小な区画となっているとともに、排水不

良や降雨時における湛水被害が生じている。このため、区

画整理及び農業用用排水を一体的に整備するものであ

る。 

本業務は、布崎団地のほ場整備実施設計 A=40ha 他を

行うもので、その設計検討にあたって受注者から次の新し

い技術等の導入・提案がなされた。 

１．ＵＡＶ（無人飛行機）による点群測量及び工事場所の

撮影を行ったことにより、①広い範囲を早く測量するこ

とが可能で、現地測量にかかる日数を短縮できること

を確認できたことから、新しい技術の有用性を実証し

た。また、②撮影した空中写真に区画割図を重ねた

鳥瞰図を作成し、視覚的に分かりやすい資料を作成

したことにより、地元関係者からは計画の内容が分か

りやすいとの高評価を得ることができた。 

２．湛水防止の為、他機関からの発生土を利用した水田

のかさ上げに「反転均平工法」を応用することについ

て提案があり、従来から採用されている「表土はぎ取

り戻し工法」と比較して、工事期間の短縮とコスト縮減

及び、直接基盤土上を重機が走行しないことから排

水不良防止に寄与することができた。 

以上のとおり、現状を理解したうえで、情報化施工の普及

につながる取り組み及び、地元関係者に配慮した資料作

成に努めるとともに、合理的・経済的な施工方法を提案し

たことについて高く評価できる。 

概 要 

本業務は、宍道湖西岸農地整備事業計画に

基づき、布崎団地区画整理における地質調査、

測量及び実施設計を行うものである。 

（作業内容） 

  地質調査 N=4 箇所 

全筆水準測量   N=454 点 

仮 BM 設置測量  L=6.3km 

ほ場整備実施設計 A=40ha 

排水路実施設計  L=820m 

（工  期） 

令和元年 10 月 9 日 ～ 令和 2 年 3 月 26 日 

【施工状況等】 

［ UAV 飛行ルート計画図 ］ ［ 反転工法概念図 ］ 

［ 区画割図を重ねた鳥瞰図 ］ 

※平面的な航空写真よりも状況把握しやすい

［ 試験施工状況：プラウ反転（嵩上げ材と表土を反転） ］ 

※R2.5.14 提案内容により実施した試験施工状況（現在は水稲を植付）

反転した基盤土
表土上に敷均した基盤土

反転した表土

プラウによる土の反転 

区画割線 

各線が飛行ルートを示す 
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