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＜工事＞ 

受注者名 
工事名 

（施工場所） 
受賞理由 

大成建設・大本組 

那賀川（一期）農地

防災事業 南岸堰

補修（第Ⅰ期）建設

工事共同企業体 

那賀川（一期）農地防

災事業 南岸堰補修

（第Ⅰ期）建設工事 

（徳島県阿南市楠根

町新田地先） 

１ 本工事は、一級河川那賀川に設置されている南岸堰の補修を

行うもので、施工期間が非出水期（11 月 1 日～5 月 31 日）に限定

されるものであり、厳密な工程管理が必要となっていた。 

  また、仮締切を設置して施工することとしているが、局地的大雨

等が発生していることから、これまで以上に安全管理や被害防止

に留意した施工が必要となっていた。 

２ 安全建設気象モバイルで気象情報を入手し、流域の大雨を予

測する等、河川状況を常時監視して出水に備えた。 

３ 施工に際しても、 

①護床工の詰石に当たり、工期短縮と施工の確実性を高めるこ

とを目的に、試験施工を行い、栗石かご枠を作成し施工した。 

当初計画は、「かご枠設置後に栗石投入」（作業に一番時間を費

やす栗石投入がクリティカルパスとなる） → 対策後は、「栗石かご

枠の設置」（かご枠組立～栗石詰め込み作業は、複数班を配置し

最大限の人員を投入できた） 

②近隣の道路美化作業や地元町内会の祭りに協賛参加し、工

事内容を紹介するなどした。 

  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、南岸堰を補修するものである。 

（主要工事） 

 南岸堰（形式：固定堰） 

 堰長 365m 内 124m 

   左岸護岸 1,070m2 

   護床工 6,300m2 

   魚道 2 箇所 

 

（工  期） 

平成 29 年 5 月 8 日～平成 30 年 8 月 30 日 

【施工状況等】 
   

 

 

 

 

 

防水処理 

 

南岸堰（補修前後の比較） 
① 工期短縮に向けた試験施工の実施 

②桜祭りでの工事概要説明 

護床ブロックの施工状況（N=4,055 個） 

安全管理に配慮した施

工（立入り禁止措置） 

試験施工による改善事項の抽出（変形防止：円筒形カバー） 

かご枠のユニット化による施工の効率化（7個→12個/日） 

鉄製の円筒形カバー 

かご枠 

栗石かご枠 

補修前 

補修後 

 

  

桜祭りの様子 

工事概要展示 
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＜工事＞ 

受注者名 
工事名 

（施工場所） 
受賞理由 

(株)竹中土木 

広島支店 

香川用水二期農業水利事業 

高瀬支線用水路長谷サイホン他改修

工事 

（香川県三豊市高瀬町及び豊中町地

内） 

本工事は、分散する２工区の用水路の工事である。う

ち、サイホン改修区間は、山林及び管理用道路下に埋設

された石綿管を、ダクタイル鋳鉄管に布設替えする工事

である。なお、各工区内には 14～24％の傾斜部区間が

含まれる。 

１  本工事は、10 月上旬の通水停止から 2 月下旬の通

水再開までに完成させる必要があり、管路布設替えに

伴う、土工の天候による遅延や２工区の工程管理に留

意し、遅延なく期限内に完成させた。 

２  ダクタイル鋳鉄管の布設は、管体基礎の転圧不足、

施工時の管体移動による品質の確保対策として、①

「転圧アシスト付コンパクタ」による締固め、②「側溝ナ

ビ 3D」による基礎砕石及び管布設時の監視など、新技

術（NETIS）を積極的に導入し、施工の効率化と品質の

確保に努めた。施工管理の出来形測定値は、規格値

の概ね 30％以内と高い精度を有する施工が出来た。 

３  ③既設石綿管の撤去に当たっては、法令遵守及び

安全施工を作業員に徹底し、事故もなく適正に処理し

た。 

 

以上のとおり、適切に現場条件を把握し、施工管理及

び品質確保に努め、所定の工期内に安全に工事を実施

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、老朽化した高瀬支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＝1,075.38ｍうち施工延長 Ｌ＝740.76ｍ 

  （１）サイホン改修工 

   １）布設替 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ1,200 ㎜ Ｌ＝632ｍ 

          鋼管 φ1,200 ㎜ Ｌ＝ 13ｍ 

  （２）水路補修工 

   １）ひび割れ補修工 Ｌ＝25ｍ 

   ２）断面修復工 Ａ＝1.2ｍ2 

   （３）付帯工 １式 

（４）復旧工 １式 

（工  期） 

平成 30 年 8 月 30 日～平成 31 年 3 月 22 日 

【施工状況等】 

 
①転圧アシスト付コン

パクタ（センサーで検知

した締固め具合に応じ

て、LED スケールが点

灯し、締固めムラを低

減） 

②側溝ナビ 3D（タブレッ

ト端末に数値が表示さ

れ、管の据付精度をリ

アルタイムに管理でき

る測量ソフト） 

③既設石綿管の撤去状

況（防塵マスク、保護

衣、確実に梱包等） 

 

基準高：+9 ㎜、中心線のズレ：-15 ㎜ 転圧完了時 

管側部転圧状況 転圧センサ－レべル（7 以上） 

石綿管の掘削状況 石綿管の梱包状況 
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＜工事＞ 

受注者名 
工事名 

（施工場所） 
受賞理由 

(株)川畑建

設 

南周防農地整備事業 

大原団地区画整理（その１）工

事 

（山口県柳井市日積地内） 

１ 受注者は、H27 年度の当地区の工事から情報化施

工に取り組み、本工事においても、簡易な３次元設

計データによる効率的な情報化施工を行った。 

２ 出来形管理においても TLS による管理手法に取

組、表土整地が完了したほ場から順次出来形管理を

行い、現場管理を省力化するとともに、MC ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ

による表土均平を的確に施工した。 

３ 地元小学生を対象とした現地見学会を開催し、工

事の内容や情報化施工の説明、ICT 建機操縦体験等

を行い有意義な社会見学となったとの評価を得た。 

４ 「平成 30年７月豪雨」の復旧工事（山口県河川

改修工事）に ICT 施工の活用や、農研機構の「情報

化施工の推薦に係る技術検討会」（平成 30 年度低コ

スト農地整備推進実証事業）に取組事例の発表な

ど、情報化施工の普及に努めた。   

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、見学会の開催など地域や営農に配慮

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、大原団地の区画整理を施工するも

のであり、整地工、水路工、支線道路工を整備

することにより、ほ場の整形拡大を図る工事で

ある。 

（主要工事） 

整地工  Ａ＝7.99ha 

  水路工  Ｌ＝2,323ｍ 

  支線道路工  Ｌ＝1,624ｍ 

 

（工  期） 

平成 30 年４月 17 日 ～ 平成 31年３月 27日 

【施工状況等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほ場計画高が変わ

っても、変更となら

ない境界データの

みを図化 

ほ場整備（工事完成） ＩＣＴ建機用の簡易な３次元設計データ 

MC（ﾏｼﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ）ﾌﾞﾙﾄﾞ

ｰｻﾞによる用水側から排

水側への若干の勾配を

持たせた表土均平を施

工した。 

低 

高 

低 

高 

地元小学生を対象とした現場見学会 TLS（地上型ﾚｰｻﾞ-ｽｷｬﾅ-）による出来形管理 

設計データ（ほ

場は３次元、法

面は２次元の組

合せ） 

※農研機構：国立研究開発法人「農業・食品産業技術総合研究機構」 

3



 

＜工事＞ 

受注者名 
工事名 

（施工場所） 
受賞理由 

(株)国際 那賀川（二期）農地防災事業 

立江幹線水路補修（その１）工事 

 

（徳島県阿南市羽ノ浦町中庄地

内） 

１ 本工事は、県道下に埋設されたかんがい用水路（暗

渠水路）の補修を行うもので、施工対象の水路は、用排

兼用水路となっており、施工期間が非かんがい期であ

るにも拘わらず、雨水排水を処理することが必要であっ

たため、自然災害に対する監視体制（日中夜間）と水替

ポンプによる、排水対策を確実に実施した。 

２ 施工に際しても、 

 ① 暗渠内施工であったため、作業員の安全確保のた

めに酸素濃度測定、溝内入場者名簿ボードの設置、

作業員のヘッドランプ、保護メガネ、防塵マスク着用

の徹底を行った。 

 ② パネル工の施工に際し、創意工夫により定規を設

置し、目地間隔（パネル同士の隙間）を一定に揃える

施工を行い、品質の確保に努めた。 

 ③ 工事区域周辺には、小学校、JR 駅、商店等があ

り、人通りの多い箇所であったことから、交通規制の

チラシ配布や施工前後がイメージ出来る看板の設置

など、工事への理解と協力に努めた。   

以上のとおり、工事の安全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、立江幹線水路を補修するものである。 

 

（主要工事） 

 水路補修工  L=424.95m 

  表面被覆工（ｱﾝｶｰ固定式ﾊﾟﾈﾙ工） A=2,032 ㎡ 

  ひび割れ補修工  L=3.5m 

  目地補修工  L=29.0m 

 原形復旧工  1 式 

 

（工  期） 

平成 30 年 8 月 7 日～平成 31 年 3 月 19 日 

【施工状況等】 

  

防水処理 

5cm 

5c 

③工事看板（施工前後の説明） 

酸素濃度測定(18%以上) 

① 暗渠内施工の安全管理 

②目地間隔定規の設置 

保護メガネ及び防塵マスク等 

補修水路のルート 

完成水路 

工事区域周辺の状況 

排水対策（仮締切） 

定規(5 ㎜) 

溝内入場者名簿ボード 

溝内作業出入り口 

大型土のう 

水替ポンプによる排水 
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＜工事＞ 

受注者名 
工事名 

（施工場所） 
受賞理由 

山政建設（株） 香川用水二期農業水利事業 

東部幹線用水路第 10 工区氷上第 1 開水

路他改修工事 

（香川県木田郡三木町大字氷上地内） 

本工事は、非かんがい期に、主に既設開水路を

取壊し撤去した後、同じ断面に鉄筋コンクリートで

打ち替える工事である。 

１ 既設開水路を撤去した後、自主的にスウェーデ

ン式サウンディング試験（6 箇所）及び簡易支持

力試験機エレフットによる試験（4 個所）を実施

し、開水路の基礎地盤支持力の確認を行った。 

２ 鉄筋コンクリート打継目の処理には、処理水の

発生が無い、「洗い出し不要の打継目処理剤」を

使用することとし、事前に供試体によるコンクリ

ートの一体性を確認した上で使用することによ

り、鉄筋コンクリートの品質確保を図った。 

３ 開水路の施工に当たり、側壁部の型枠締付け

金具に膨張効果のある止水リングを取り付け

て、同金具部の止水対策（水みちを止水）を行

い、鉄筋コンクリートの品質確保を図った。 

 

以上のとおり、現場状況に対応し、工程管理や

品質確保に努め、所定の工期内に安全に工事を

実施したことは、高く評価できる。 

概 要 

本工事は、国営かんがい排水事業「香川用水二期地区」に

おいて、農業用水の安定供給、維持管理の低減、施設の耐震

化のため、老朽化した東部幹線用水路 10 工区氷上第 1 開水

路の整備を行う工事である。 

（主要工事） 

施設延長 L＝450.61m うち施工延長 L＝450.61m 

（１）水路改修工          L＝415m 

１）全断面打替工 

（２）水路補修工          L＝35m 

１）表面被覆工（無機系）   A＝150m2 

（３）付帯工              １式 

（４）復旧工              １式 

（工  期） 

平成 30 年 8 月 31 日 ～ 平成 31 年 3 月 18 日 

【施工状況等】 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

型枠締付け金具部の止水対策 コンクリート打継目処理剤使用に係る一体性確認 

基礎地盤支持力の確認 

スウェーデン式サウンディング試験 

塗布状況 

使用材料 

一体性確認状況 

取付状況 

設置完了 

①【全】：一体型（打継目なし） 

②【Ｇ】：打継目処理剤使用型 

③【Ｓ】：高圧洗浄型 

供試体（3 タイプ） 

完成水路 

① ② ③ 

曲げ強度の試験結果 

①3.93N/㎜ 2（100％） 

②3.46 N/㎜ 2（88.0％） 

③3.41 N/㎜ 2（86.8％） 

※高圧洗浄と同等以上 

特徴：反力として

人の体重を利用。 

簡易支持力試験機エレフットによる試験 
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＜業務＞ 

受注者名 
業務名 

（施工場所） 
受賞理由 

（株）ウエスコ四
国支社 

平成 30 年度広域農業基盤整備管理調
査四国地域志河川ダム地すべり観測
（その２）業務 
（愛媛県西条市地内） 

志河川ダム貯水池法面の地すべりブロックの対策検
討に資するため、孔内傾斜計等の諸データの観測・収
集、整理の他、以下の作業を行った。 

業務期間中に発生した、豪雨（日雨量 390 ㎜）により、
地すべりブロック上部において山腹崩落が発生し、１７箇
所あった観測施設のうち１０箇所を喪失し、今後の観測
に支障となる事態が発生した。 

受注者は、更なる崩落やダム貯水池への影響が懸念
される中、現地踏査や手動観測を連日実施し、残った施
設での観測継続を再開する計画を速やかに樹立すると
ともに、観測時及びダム上流部集落の唯一の生活道路
となっている市道の通行において、その安全を確保する
ための対策の提案を速やかに行った。 

また、地すべり区域の特定のための調査・観測計画を
立案するに当たり、地表面踏査を補足する上で、航空レ
ーダ測量結果からの３D 微地形強調図の作成、崩落部
の詳細把握を踏まえた応急対策工提案等、高度な技術
の活用を図った。 

以上のとおり、業務期間中に発生した災害への迅速な
対応に加えて、高度な技術を活用して対策を提案したこ
とは、高く評価できる。 

概 要 

本業務は、国営土地改良事業「道前道後用水地区」での
対策を予定している志河川ダム法面において、地すべり対
策の検討に資するため、諸データの観測・収集、整理を行う
とともに、台風豪雨に伴い地すべりブロックより上部におい
て発生した土砂崩落を踏まえ、応急的対策の実施および今
後の調査・観測計画を立案するものである。 
（作業内容） 

地すべりデータの観測・収集・整理  １式 
孔内傾斜計観測孔の設置       １式 
地形図データ作成          １式 
地表地質踏査            １式 
応急対策工程案作成         １式 
自動観測及び警報施設設置      １式 

（工  期） 
平成 30 年 5 月 15 日～平成 31 年 3 月 20 日 

【施工状況等】 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

１．災害への迅速な対応 

1.微地形強調図の作成 

1.法面安定性の確認 2.法面監視体制の構築 （崩落後、速やかに現地踏査） 

２．航空レーザ測量データの活用 

2.調査観測計画の立案 

（微地形強調図を基に、地形判読、
現地踏査（崩落前）の結果を踏まえ
て、地すべりブロック範囲を検討） 

（測量データを活用し、地形判読結果を

踏まえて微地形強調図を作成） 

（喪失を免れた観測施設、自動観測装置、警報施設等） 

地形判読に基づく現地踏査 

地すべりブロック範囲 

崩壊箇所 

地すべりブロック範囲 

自動観測・警報施設の概念図 

地表踏査結果平面図 

背後斜面調査計画平面図 

微地形強調図（3D イメージ） 
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＜業務＞ 

受注者名 
業務名 

（施工場所） 
受賞理由 

ＮＴＣコン

サルタンツ

(株)中国四

国支社 

平成 30 年度国営造成水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈ

ｼﾞﾒﾝﾄ推進事業（広島中部台地地区）目

谷ダム耐震検討他業務 

（広島県世羅郡世羅町地内他） 

１ 目谷ダムについては、年度内に２回のダム委員

会を開催し安全性評価を行った。委員会では、過

年度資料の整理把握を含め、目谷ダムの技術的特

徴を踏まえた解析を行い、耐震性能を有している

ことが確認できた。 

２ 安全性評価に関する成果は、安全性のみなら

ず、ダムの技術的特徴を踏まえ、設計から施工ま

での対応を整理し、施設管理者のより的確な維持

管理や監視の実施に向けた活用も意識して、基礎

資料も含め分かり易く整理した。 

３ 京丸ダム及び目谷ダムの水質調査等は、ダムと

ファームポンドにおいて、農研機構と連携して行

い、京丸ダム掛り百貫山ファームポンドでは、対

策試験（小型の水質改善装置）を実施した。 

 

以上のとおり、現状の課題を的確に把握し、ダム

委員会において、施設の技術的特徴を踏まえた施設

管理上の留意点の整理や、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、広島中部台地開拓建設事業において建設

された目谷ダムについて、レベル２地震動に対する耐

震性能照査、京丸ダム及び目谷ダムについて、水質調

査等を行うものである。 

 

（作業内容） 

  設計作業 耐震性能照査及び水質調査等 １式 

  測量作業 水質調査等及び水質分析   １式 

  調査作業 目谷ダム浸透量観測施設調査  １式 

 

（工  期） 

平成 30 年４月 13 日 ～ 平成 31年３月 28日 

【施工状況等】 

 

目谷ダム 

 

京丸ダム 

 

目谷ダムの標準断面図 

 

EL.354.00
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3
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EL.360.00
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1

1

1.00
1

0.16

1

0.16

1

1.00

1.50
1
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1
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1

1.50
1
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1
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ZoneⅣ

ZoneⅣZoneⅡ Zon
eⅢ

フ
ィル

タ
ー

ダム軸より L=89.000

仮締切堤天端

H.W.L.381.50m
F.W.L.379.60m

D.W.L.357.20m

ダム軸

EL.380.00

監査廊（右岸部～河床部に設置）

フ
ィ
ル

タ
ー

 

（対策試験の状況） 

 

業務位置図 

 

（水質改善装置） 

 

農研機構との連携（百貫山ファームポンド） 

目谷ダム 

京丸ダム 

百貫山ファームポンド 

※農研機構：国立研究開発法人「農業・食品産業技術総合研究機構」 
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＜業務＞ 

受注者名 
業務名 

（施工場所） 
受賞理由 

(株)カイハツ 益田施設応急対策事業 

導水路（旧管）閉塞工検討

業務 

（島根県益田市市原町地

内） 

１ 旧管路は、施工後30年以上が経過し、建設当時の施工精度や

道路のオーバーレイ舗装等の要因のため、事業成績書図面を本

設計に使用できるかの判断では、管中心高や地盤高に着目した

現場・机上の検証に加えて、自主的に新管の接続工事業者への

聞き取りを行った。総合検討の結果、バラツキが多く一定の値

による標高補正は難しいとの結論に至り、事業成績書の復元図

が使用された。 

２ 充填材の選定では、4系統（7材料）に区分し現場条件（旧管

埋設道路は、通勤等の一般車両の通行が多く、仮免練習コース

にも使用）を踏まえ、経済性、施工性（安全性）、施工実績等

について幅広くかつ精細に比較検討し、流動化処理土（土砂＋

セメント＋水）が提案・採用された。 

３ 充填材の施工計画では、注入口について旧管路附帯施設（空

気弁等）のコンクリート保護工を利用し、施工延長及び高低差

が大きい区間では、中間立坑を２箇所設置するなど、より的確

な施工計画や、片側交互通行規制による工事中の安全対策の実

施に向け、施工計画図も含め分かり易く整理された。なお、本

業務の成果による閉塞工事は、令和元年11月に契約した。 

  

以上のとおり、現状をよく理解した上で課題を抽出し、課題解

決に向け施工業者への聞き取りなど柔軟かつ効率的に対応し、設

計作業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、益田施設応急対策事業の一環

として導水路（旧管）閉塞の検討を行うも

のである。 

 

（作業内容） 

 既設管路閉塞 DCIP 管φ350mm L=4.63 ㎞ 

  現地踏査    １式 

  資料の検討   １式 

  閉塞工実施設計 １式 

  照査      １式 

  点検とりまとめ １式 

  

（工  期） 

平成 30 年 12 月 27 日～平成 31年３月６日 

【施工状況等】 

※旧管路埋設位置： 

 

旧管路閉塞区間及び埋設道路幅員 

 

西石見広域農道 

 

充填材の注入口は、附帯施設を立坑として利用 

 

300

200

200 700 200

200

300

2100

3
5
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4
5
0

3
5
0

1
50
0

50
2
5
0
0

15
0

300 1500 300

100 2100 100

(旧管)6号空気弁保護工

GH=26.58

FH=25.08

充填材注入管

VPφ100

通気孔

VPφ50

充填材注入方向
充填材注入方向

充填材注入管

VPφ100

通気孔

VPφ50

注入口 注入口

 

充填材の比較は４系統（７材料）に区分 
 

•エアモルタル

•エアミルク

•流動化充填材

•耐水性軽量繊維質モルタル

気泡コンクリート系

•可塑性注入材

グラウト系

•流動化処理土

土系

•粉体充填材

粉体グラウト

 

採用（トンネルや既設管の充填、離

隔の埋戻し等の実績が多数ある） 

附帯施設（空気弁）  

閉塞区間 

図-4.4-1 閉塞材料一覧 
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＜業務＞ 

受注者名 
業務名 

（施工場所） 
受賞理由 

サンスイコ

ンサルタン

ト（株） 

道前平野農地整備事業 

河川協議等総合技術その他業

務 

（愛媛県西条市明理川、安用出

作、周布及び丹原町徳能出作、

田野上方地内外） 

本地区の農地区画は、低平地や平坦地で比較的整って

いるものの狭小であり、慢性的な湛水が発生している。

このため、区画整理及び用排水施設の整備を一体的に行

い、基盤の形成と排水改良により湛水被害を解消する。 

１．過年度に作成された排水系統図に基づき現地調査を

行い、変更点の有無、幹線排水路の河川排水地点の状

況、河川狭小部の状況を把握した。 

２．関連する実施設計業務を検証し、排水系統変更点に

ついて、過年度の排水解析モデルを改良した解析を行

い、①徳能出作団地の排水を既設排水樋管の原形復旧

とし、②無湛水の整備水準を満足させるため、限定し

た範囲に盤上げを行う提案を行った。 

３．河川管理者と基本事項（放流位置及び放流量）に関

する協議を行うなかで、付帯施設の指摘（対岸側の護

岸）に対して、積極的に検討・図面作成を行った。 

 

以上のとおり、現状の課題を的確に把握し、河川協議

において高度な専門知識及び専門技術が充分発揮され、

協議の円滑な遂行を行ったことは、高く評価できる。 

概 要 

本業務は、道前平野農地整備事業の適正かつ

効率的な業務執行と公共工事の品質確保に資

するため、河川協議資料の作成等を行うことを

目的とするものである。 

 

（作業内容） 

  河川協議資料作成 1 式 

  関係機関との協議 1 式 

 

（工  期） 

平成 30 年 5 月 30 日～平成 31年 3月 25 日 

【施工状況等】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

河川放流部設計図作成 

崩口川流域（ほ場整備構想モデル） 排水対策整備構想図 

客土範囲（盤上げ） 

①排水系統の見直し 

河口から上流を望む 

狭小部 

新川 

事業計画時の排水位置 

（徳能出作団地の排水も受ける） 

放流部 

計画見直し後の排水位置 

構造図 現況 

②客土範囲（盤上げ） 

徳能出作団地 

明理川団地 

団地境界 
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＜業務＞ 

受注者名 
業務名 

（施工場所） 
受賞理由 

(株)三祐コ

ンサルタン

ツ岡山支店 

平成 30 年度国営造成水利施

設ストックマネジメント推進

事業（東伯地区）水管理施設

更新整備計画検討業務 

（鳥取県東伯郡北栄町及び琴

浦町地内） 

１ 東伯地区の水管理施設は、中央管理所 1ヶ所、ダム 3

ヶ所、頭首工 2ヶ所と対象施設が多数あり、他地区と

比べて複雑な水管理システムとなっている。また、S54

年～H18 年に事業が実施され、このうち水管理施設は

H3 年～H18 年に整備されており、中央管理所及び西高

尾ダムは H16 年に一部の施設が更新されている等、整

備時期も複雑となっている。 

２ このような状況の中、事業成績書や完成図書等の資

料把握、施設管理者への施設の補修履歴や管理状況等

の聞き取り調査、補修する場合の部品供給の可否につ

いてメーカーへの聞き取り調査を、複数回実施するこ

とにより、精度の高い施設の更新整備計画の策定を行

うことができた。 

３ 受注者の提案として、中央管理所の水管理システム

を更新する場合、遠方監視制御の機能停止を防ぐため

にも、更新が完了するまで新旧水管理システムを併用

して利用するため、新システムの使用電力量を概算し、

合計電力量が既存の契約容量を超えないことが確認さ

れた。 

 

以上のとおり、現状の課題を的確に把握し、作業を迅

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、国営東伯土地改良事業にて造成

された施設のうち水管理施設を対象に、施設

の長寿命化に関する計画(案)に基づき、事業

化に向けた更新整備計画(案)を策定するも

のである。 

（作業内容） 

  業務準備  １式 

  事前調査 １式 

  施設長寿命化計画の検討 １式 

  効果算定作業 １式 

  点検とりまとめ １式 

 

（工  期） 

平成 30 年 8 月 31 日～平成 31年 3月 18 日 

【施工状況等】 
 

中央管理所操作室（H16 更新） 

 

業務位置図 

 

船上山ダム操作室（H15 設置） 

 

西高尾ダム操作室（H3 設置） 

 

小田股ダム操作室（H17 設置） 

 

施設管理者への聞き取り調査 

 

船上山ダム 西高尾ダム 小田股ダム 

中央管理所 

大父頭首工 
矢下頭首工 
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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) 

宍道湖西岸農地整備事業 

空中写真測量業務 

（島根県出雲市平田町外５町地

内） 

業務成果である航空写真と地図ソフトに整備計画を重ね

ることで、鳥瞰的に計画全体を確認するとともに、区画整

理、道路、水路等の各施設を現況画像に貼り付け、立体的

に構造を確認することができる、デジタル画像の整備計画

図を作成した。 

デジタル資料の作成は、発注者の指示に対して、具体的

な編集作業や手法を受注者が独自のノウハウ等を生かし

た提案を行い、協議を重ねて進めた。 

デジタル資料は、地区説明会で大型スクリーンを用い

て、現況農地等が整備によってどのように変化するかを視

覚的に説明することが可能となった。また、画像を拡大・回

転させることで、より具体的かつ詳細に整備計画を説明す

ることが可能となったことで、地元関係者からは、計画内容

がリアルでわかりやすい等の高評価が得られた。 

デジタル資料は、十分な機能が確保され、今後の詳細

設計等で、3D 化による計画図面の作成や情報化施工への

活用が可能となる。 

以上のとおり、本業務で作成されたデジタル資料は、今

後の情報化施工等でも活用可能な機能と精度を有し、か

つ、地元関係者に対して視覚的にわかりやすい資料を作

成したことは、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、整備計画、換地計画等を検討するため、

空中写真撮影及び地形図の作成等を行うととも

に、事業実施に係る地元説明資料の作成を行う

ものである。 

（作業内容） 

  空中写真撮影      21.6 k ㎡ 

  地形図作成        8.342 k ㎡ 

外部説明資料作成  1 式 

  UAV 撮影          1 式 

 

（工  期） 

平成 30 年 10 月 12 日 ～ 平成 31 年 3 月 25 日 

【施工状況等】 

 

画像を部分的に拡大・回転 

施設計画はﾎﾟｲﾝﾄｱｯﾌﾟして現況と比較 

大型スクリーンを利用した地区説明会（団地別） 

デジタル画像による整備計画図 

現況道路と計画道路、支障施設（倉庫） 

事業実施区域（灘分団地） 
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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
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