
＜業務＞ 

受注者名 
業務名 

（施工場所） 
表彰理由 

ＮＴＣコン

サルタンツ

(株)中国四

国支社 

令和 2 年度国営造成水利施設

ストックマネジメント推進事

業（広島中部台地地区）京丸

ダム農業用水検討業務 

（広島県世羅郡世羅町地内）

本ダムは平成８年に供用を開始。付帯する揚水機場か

ら各団地のファームポンドに用水を圧送し、水田、畑、

樹園地 139ha の農地をかんがいしている。ダム供用開始

後の平成 20 年頃から水質の悪化が起きており、継続的に

水質調査、原因究明等を行ってきている。 

本業務の受注者は、過年度の調査結果よりダム湖で十

分な水の循環がないことによる水温躍層の形成に伴う DO

の低下対策と、対策コスト（建設費や維持管理費）を低

減するため、ファームポンドでの先行対策と効果を経過

観察しつつ、段階的に対策を実施して行くことを提案。

○ファームポンドにおいては、３施設（百貫山、重永、

大草田）の構造的特徴を活かし、①多孔式スロープでの

流下・落下、②越流堰からの落下、③受け台を介した落

下、による大気との曝露による対策工法を提案。 

○ダム湖内の対策は高額となるため、効果とコストなど

を整理しながら５案を検討し、建設費・維持管理費が安

価で、実績のある「プロペラ式循環装置」を提案。 

○対策の提案内容を施設管理者に説明するため、対策の

概要や施設に付加する構造などを分かりやすく整理。 

以上のとおり、現状の課題を的確に把握し、その改善

を図るため、段階的な対策の実施と各施設の特徴を活か

した適切な提案を高く評価し、優良業務として推薦する

ものである。 

概 要 

本業務は、広島中部台地開拓建設事業にお

いて建設された京丸ダムについて、貯水池低

層の DO 低下に伴い発生している水質悪化

（悪臭、アオコ）の抑制対策の検討及び継続

した水質調査を行うものである。 

 

（作業内容） 

  水質検討      １式 

  水質調査・分析   １式 

  水質悪化抑制検討  １式 

 

（工  期） 

令和２年５月 21 日～令和３年３月 16 日 

【施工状況等】 

 
 

 
水質調査状況（取水口付近） 

 

①百貫山 FP 対策（多孔式ｽﾛｰﾌﾟ）

 

②重永 FP対策（越流堰） 

 
③大草田 FP 対策（受け台式） 

 

ダム湖対策（ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ式循環装置） 

 

表層水の供給 

落下による曝露 

落下による曝露 

流下・落下による曝露 

湖底
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＜業務＞ 

受注者名 
業務名 

（施工場所） 
表彰理由 

キタイ設計 

（株） 

宍道湖西岸農地整備事業 

論田川土質調査（その３）業務 

（島根県出雲市灘分町地内） 

本業務の実施にあたり、関連業務との工程調整、

事前に地形や地質等の文献を収集するなど、円滑な

業務実施となるよう、受注者において以下の取組み

を行った。 

１ 文献調査により地質的特徴を踏まえた上で、支持

層が深くなると想定される位置でのボーリング調査を

提案。また、衛星測位システムにより調査７地点で正

確な座標及び標高を測定。 

２ ボーリング調査におけるメタンガス噴出に迅速に

対応するとともに、対策としてガス検知機、ノッチタン

クの設置や湧水の飛散防止などの対策を適切に対

応。また、自主的にメタンガス測定や被圧水位を測定

し取りまとめ、業務成果に反映。 

３ ５台のボーリング機材と現地管理体制を構築し、

現地作業を１箇月で完了するとともに、迅速に調査地

点毎の結果を取りまとめ、随時、関連業務へ資料を

提供。 

４ これまでの調査結果に本業務の成果を加味し、設

計・工事施工における留意点を分かりやすく取りまと

めた。 

５ 受注者は、独自に照査技術者を配置し、各段階に

おいて照査を実施し、業務の品質を確保。 

以上のとおり、業務を取り巻く諸状況を的確に把握

し、迅速な現地調査の実施と適切な品質確保に取り

組むとともに、設計・工事実施に対する留意点を取り

まとめるなど、業務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、宍道湖西岸農地整備事業計画に基づき、論田

川改修の設計に必要となる地質調査として、橋梁箇所でボ

ーリング調査や各種試験により地質構造及び地質特性を把

握し、また、既往調査も含めて、論田川の地質を整理するも

のである。 

 

（作業内容） 

 ボーリング調査 7 か所  

  ・原位置試験 １式 

  ・室内試験   1 式 

 論田川地質縦断図作成 1 式 

 

（工期） 

 令和２年９月１６日～令和３年３月１４日 

【施工状況等】 

 

 

衛星測位システムによる位置測定 ガス検知器によるメタンガス測定 ノッチタンクの設置 ガス検知器によるメタンガス測定 ガス検知器によるメタンガス測定 

設計・工事施工における留意点が記載された地質縦断図 各段階において照査を実施し業務品質を確保 
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＜業務＞ 

受注者名 
業務名 

（施工場所） 
表彰理由 

サンスイコ

ンサルタン

ト（株） 

令和２年度国営施設応急対策

事業(藤田地区)用水対策検討

業務 

（岡山市南区藤田地内） 

1.現地調査計画策定において、過剰取水による用水不均

衡が生じている末端給水栓部での水利用について、適正

な代掻き用水の利用量を検討するために給水栓部での正

確（測定誤差小）な給水流量調査方法や代掻き期間中に

減水深計を用いた 24 時間水利用状況調査方法など、受注

者からの積極的な提案・実施がなされた。 

2.給水量調査結果は、理論式等と比較検討し妥当性を確

認した。また、24時間の水利用状況を把握し、適正な 24

時間給水管理方法は、給水栓あたり 5cm が目安であるこ

とが検証された。それらの調査結果は、令和 3 年度の代

掻き期に地元へ周知され、用水不均衡の是正に役立てる

ことができた。 

3.施設課題の検討において、パイプラインの圧力低下原

因である管内付着物(海綿体等の生物+泥)による流速係

数（C値）低下の進行性の有無が、パイプラインの対策方

針を大きく変えることに着目し、可能な限り多くのデー

タ(平成 29年度から令和 2年度まで)を整理し、検証が行

われた。 

その結果、流速係数は経年的に低下する傾向は確認さ

れなかった。また、管内付着物除去を行った区間の流速

係数は、翌年には管内付着物除去以前の状態まで低下し

ていることが確認された。 

以上のとおり、現状の課題を的確に把握し、パイプラ

インの圧力低下対策の構想を明確に示したことを高く評

価し、優良業務として推薦するものである。 

概 要 

本業務は、国営児島湾周辺土地改良事業

により整備された藤田用排水機場、大曲用

排水機場及び用水路（パイプライン）の施設

において、代かき期等に安定した農業用水

の供給がなされない不測の事態が生じてい

る。このため、同課題への対策工を検討す

るための調査を行うとともに、対策工の検

討を行うものである。 

（作業内容） 

・既存資料の把握・整理       １式 

・現地調査計画策定             １式 

・現地調査結果の整理分析      １式 

・施設課題検討           １式 

・末端給水栓部での使用水量の検討    １式 

・整備構想策定           １式 

・点検とりまとめ          １式 

（工  期） 

令和 2年 4月 14 日～令和 3年 3月 19 日 

【施工状況等】 

 

 

越流水深と流量の比較検討 業務位置図 

24 時 間 給 水 量 測 定

C 値の経年変化状況

代掻き期の補給水量の目安 
 

赤ペンキ下端が

水深 5cm  

正確な給水流量測定調査 

○ 藤田用排水機場 

○ 大曲用排水機場 

末端給水栓 

減水深計→ 

吐出口にマスを設置し吐出量を測定する 

越流水深５cm 

給水量約８L/分 

管内付着物除去前と後を比較し同等であった 

農業用水の供給 

農業用水の供給 

水田 

末端給水栓 
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＜業務＞ 

受注者名 
業務名 

（施工場所） 
表彰理由 

（株）三 コ

ンサルタンツ

那賀川（二期）農地防災事業 

北岸堰撤去実施設計業務 

（徳島県阿南市羽ノ浦町古毛地先） 

北岸堰は、一級河川那賀川に位置し、撤去に際して

の河川管理者との協議においては、部分撤去に併せて

補修対策を講じることを求められ、施設の性能低下へ

の対策や存置する構造など、諸課題に対応した設計等

を行った。 

１．仮設・施工計画 

①非出水期間内（11月 1日～翌年 5 月 31日まで）で

の河川内施工となるため、半川締切（河川を半分ずつ

仮締切）を基本に、補修工事の施工内容・方法を踏ま

え、異常出水があった場合の工程へのリスクを考慮

し、仮設・施工計画を検討。 小となる 3非出水期仮

締切による的確な計画を提案。 

②仮締切が高くなる場合は、工事用道路を兼ねた押さ

え盛り土を併設することで鋼矢板長を短くするなど、

コスト縮減を提案。 

２．施設調査・対策 

③河川管理者協議において、堰のエプロン部分の性能

低下の指摘を受け、エプロン深層部へのレーダー探査

と併せドリル削孔部からのファイバースコープによ

る内部観察を提案。速やかに調査を実施。 

④調査結果の取りまとめ・分析により、的確な対策が

提案され、河川協議の円滑な進捗と適切な施設設計と

なった。 

上記のとおり課題を的確に把握し、対応策の迅速か

つ的確な提案等を高く評価し、推薦するものである。

概 要 

本業務は、那賀川農地防災事業の北岸堰撤去工事に

係る実施設計及び河川協議資料の作成、調査を行うも

のである。   

 

（作業内容） 

（１）北岸堰撤去実施設計   １式 

（２）河川協議資料作成    １式 

（３）調査          １式  他 

 

 

（工  期） 

令和元年 8月 31日～令和 3 年 3月 22日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮締切計画 

北岸堰（全景） 

現況 レーダー探査状況 空洞調査状況（ファイバースコープ）

仮締切鋼矢板断面図 

1 次締切 2次締切 3次締切 

右
岸 

左
岸 

押え盛土 

工事用道路 

鋼矢板長の減 

堰表面劣化部の撤去 

（黒破線範囲の撤去） 

・・・空隙箇所 ・・・欠損箇所 

レーダー探査 中間部（表面 40cm より下部）の変場箇所 

① 

③ 堰エプロン部の調査 

② コスト縮減 

④ 対策工（北岸堰計画断面図） 

堰表面部の整備 

（赤実線範囲のコンクリート打増し） 

左
岸 

右
岸 

施工：右岸側→左岸側→中央部 

上
流 

下
流 

下流 

上流 

下流 上流 

仮締切計画図 
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＜業務＞ 

受注者名 
業務名 

（施工場所） 
表彰理由 

(株)ジルコ 

中国四国事

務所 

令和２年度国営造成水利施設

ストックマネジメント推進事

業(児島湖周辺地区)大曲排水

機場他機能診断業務 

（岡山市南区藤田及び妹尾崎

地内） 

業務対象施設の一つである大曲排水機場は供用開始か

ら 40年が経過。また、平成 30年７月豪雨により被災（噴

砂および吸出しによる施設周辺の陥没）した経緯がある。

このような状況を踏まえ、受注者は完成図書等の資料

把握、施設管理者への補修履歴や施設の管理状況等の聞

き取り調査に加え、被災時の施設状況の聞き取り調査を

行うとともに、施設の詳細調査による機能診断を実施。

的確な機能保全計画の策定を行った。 

また、受注者からの提案で、被災時の周辺の陥没状況

等を踏まえ、機場基盤に水みち・空隙箇所が残存してい

ることが推定されるため、水替えによるドライ状態で空

隙の把握のための調査（地中レーダー探査やファイバー

スコープ探査）を行い、空隙の確認とその評価を実施。

調査の結果、杭長に比べ空隙規模は僅かであり、機場

全体における変状もないことから、施設の安定性に問題

ないことを確認することができた。 

以上のとおり、現状の課題を的確に把握し、優れた成

果内容に加え、業務課程における適切な提案を高く評価

し、優良業務として推薦するものである。 

概 要 

本業務は、土地改良事業において建設さ

れた大曲排水機場及び関戸用水機場の機能

診断調査を実施し、建設された施設の機能

保全に必要な健全度評価を行うとともに機

能保全計画の策定を行うものである。 

（作業内容） 

・機能診断作業  １式 

・現地調査作業  １式 

（工  期） 

令和２年８月８日～令和３年２月８日 

【施工状況等】 
 

大曲排水機場 平面図 

 

 平成 30 年 7 月豪雨による被害 

【ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ ④孔内状況】 

業務位置図 

 
関戸用水機場

大曲排水機場

 

堤防陥没 

パイピング（噴砂）

堤防陥没 

堤防陥没 
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〈業務〉 

受注者名 
業務名 

（実施場所） 
表彰理由 

日化エンジ
ニアリング
㈱ 中国四
国支社 

香川用水二期農業水利事業 
東部幹線用水路第１４～１６工区
管水路改修実施設計業務 
（香川県さぬき市長尾西、長尾東
及び寒川町石田西地内） 

東部幹線用水路第 14～19 工区の間は、昭和 49～51 年度に
PC 管を主体として造成された施設であり、PC管カバーコー
トモルタル厚の不足による耐力不足等から、ほぼ全線の改修
を必要としている。 
改修工法は、ほぼ全線に渡り鞘管工法（鋼管）が適用され

るため、管径縮小による損失水頭の増大によって、これまで
と同様の弁制御による配水管理は困難な状況となる。 
この課題に対し、①水理検討区間（L=5.93km）には、3か

所の水位調整施設が存在するが、設計検討において 2か所に
集約し、小流量時の分水位確保機能を付加することで、水理
的課題を解決し管理対象施設を減した新たな水理システムを
構築した。また、②改築する水位調整施設は、従来のゲート
開度調整によるオリフィス構造からオーバーフロー構造に変
更することで、変動する流量に対し安定した水位の確保と操
作管理が容易な施設とした。 
さらに、③セミクローズドタイプパイプラインにおけるバ

ルブ操作によるサージング現象の解析、期別流量に応じたゲ
ート操作の規定を策定し、管理を考慮した施設設計を行っ
た。 
これら設計は、受注者のセミクローズドタイプパイプライ

ン水理設計における高い技術力と豊富な経験から生まれるア
イデアを基とした設計成果であり、高く評価できる。 
このため、優良工事等の受注者として推薦するものであ

る。 

概 要 

本業務は、香川用水二期農業水利事業の一環と
して改修される東部幹線用水路第14～19工区の
水理検討（L=5.930km）及び東部幹線用水路第14
～16工区の実施設計（L=2.790km）並びに実施設
計に必要な地質調査、測量を行うものである。 
 

（作業内容） 
1.地質調査  土質ボーリング L=69.0m 
2.測  量  現地測量   A=0.036km2 
       路線測量   L=0.380km 
3.水理検討         L=5.930km 
4.実施設計  管水路改修  L=2.790km 
       分水工改修  n=9箇所 
       水位調整施設 n=2箇所 

         水門設備   n=5 門 
 
（工 期） 
令和元年７月１２日～令和２年１１月３０日 

【設計状況等】 
（現況の水理縦断） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（改修後の水理縦断） 
 
 
 
 
 

水位調整施設 

（現 況） 

（オーバーフロー構造で改築） 

（改修計画） 

（水理検討） 

（実施設計） 

（オリフィス構造） 

撤去(クローズド化) 

①水位調整施設集約 
(１箇所撤去) 

②安定した水位確保と
操作管理が容易な施設 
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＜地域貢献活動＞ 

受注者名 
工事名 

（施工場所） 
表彰理由 

㈱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 

（徳島県阿南市楠根町地先） 他２件 

（株）大本組は、那賀川（一期）農地防災事業南

岸堰補修（第Ⅰ期）建設工事を平成29年度に受注

した。 

その後、南岸堰から農業用水を取水している那

賀川南岸土地改良区が、水路の除草等に苦労し

ていることを知り、資源保全における継続的な活動

に参加することを申し入れ、取り組んでいる。 

具体的には、平成29年度から那賀川南岸土地

改良区が行っている水路の除草等に、社員及び現

場作業員が参加し、地元組合員が苦慮している箇

所を受け持つなど、その体制を整えた。 

これらの活動を行った結果、地元地域からの信

頼も厚く、那賀川南岸土地改良区からも認められ

感謝状を授与されている（R2.7.15）。 

以上のことから、受注者は農業用水の保全管理

の適正化への貢献が大きいことから、優良な地域

貢献活動として推薦するものである。 

概 要 

本工事は、国営農地防災事業 那賀川地区において、

造成後から相当年数が経過し劣化が生じている那賀川

南岸堰について、施設の安全性を維持することを目的に

那賀川南岸堰を補修する工事である。 

（主要工事） 

・本体補修工 堰長365m うち施工延長124m 

           堰体長17m 

       エプロン長 上流11m、下流25m 

・附帯工    左岸護岸工 1,070㎡ 

      護床工 6,300㎡ 

      魚道工 2箇所 

（工  期） 

平成 29 年 5 月 8 日～平成 30 年 8 月 30 日 他２件 

【活動状況等】 

那賀川南岸土地改良区施設 

資源保全活動 

（地区内水路の清掃作業） 

那賀川南岸土地改良区施設 

資源保全活動 

（地区内水路の草刈り作業） 

 
那賀川南岸土地改良区施設 

資源保全活動 

（地区内水路の清掃作業） 

那賀川南岸土地改良区施設 

資源保全活動 

（地区内水路の清掃作業） 
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