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＜工事＞ 

受注者名 
工事名 

（施工場所） 
表彰理由 

青葉工業(株) 香川用水二期農業水利事業 

高瀬支線用水路第4工区七尾サイホ

ン他改修工事 

（香川県三豊市豊中町笠田笠岡地

内） 

本工事は、高瀬支線用水路のサイホン改修工事であ

り、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。 

１ ①既設石綿管の撤去に当たって、当初予定していな

かったコンクリート半巻基礎が出現したことにより、受

注者側の提案によりワイヤーソー切断による処理を行

うことによって、取壊し時の粉塵の軽減や基礎コンクリ

ートの厚い個所については下部を水平方向に切断しコ

ンクリート殻処分扱いとすることで、石綿管の処分量（２

９ｔ）の軽減を行った。 

2  ②起点側 40ｍ区間において、情報化施工技術によ

る起工測量及び施工（床掘）を行い、既設石綿管撤去

時の損傷を抑える品質向上の確保に努めた。 

3  ③デザイン工事看板の設置、周辺環境整備のため

に近隣神社の駐車場整備、朝の滑り事故を無くすため

に高速道路上を横断する橋梁路面部の凍結防止等を

行い、地域住民への工事の理解と協力を図った。 

以上のとおり、適切に現場条件を把握し、コスト縮減及

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） 

施工延長 Ｌ＝447ｍ 

  （１）サイホン改修工 

   １）布設替 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ1,200 ㎜ Ｌ＝432ｍ 

          鋼管 φ1,200 ㎜ Ｌ＝ 17ｍ 

  （２）空気弁工 1 個所 

  （３）排泥工   1 個所 

（４）復旧工  １式 

（工  期） 

令和 2年 5月 21 日～令和 3年 3月 21 日 

【施工状況等】  

②情報化施工技術の活用 

①石綿管の処分

③地域住民への対応

WEB 上で床掘の進捗確認 

石綿管コンクリート基礎工切断 

看板設置状況 神社の駐車場整備（整地等） 路面凍結防止剤の常備

石綿管と分離することでコンクリート柄として処分（処分量 29ｔの軽減） 

縦断図（切断位置） 

水平方向切断状況 

（ワイヤーソー） 

撤去状況（切断後） 

MC技術の活用 

①撤去前（既設管上 10cm） 

②撤去後（床付け位置） 

地上波レーザースキャナ（TLS） 

による起工測量 

MG による床掘施

Bワイヤーソー 

A 

水平方向切断 

縦方向切断 

縦方向切断 
A 

B ワイヤーソー切断 
水平方向に切断 
（コンクリートと石綿管を分割） 

① 

② 
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＜工事＞ 

受注者名 
工事名 

（施工場所） 
表彰理由 

あおみ建設

(株) 

四国支店 

道前平野農地整備事業 

安用団地区画整理（その２）

工事（その２） 

（愛媛県西条市安用地内） 

１ 受注者は、本工事において、作業効率の向上のた

めに、マシンコントロール（ＭＣ）によるＩＣＴ建設

機械を使用し、作業の効率化を図るとともに、適切な

工程管理により４週８休（28.5％）以上の 28.6％の休

日を確保した。 

２ 現地での安全パトロールに換え、Web 会議システ

ムやスマートフォン等の通信技術を活用した社内安

全パトロールを行うなど、業務効率化の積極的な取り

組みを図った。 

３ 工事区域周辺の道路補修の他、地区集会場やゴミ

ステーション等へ工事案内を掲示するなど、地域住民

とのコミニュケーションを積極的に行い、工事の円滑

な推進に努めた。 

４ 新型コロナウイルス感染症対策や熱中症対策等

に適切な対応を図った。 

５ また、工事案内看板に県産の間伐材を使用するな

ど創意工夫に努めた。 

以上のとおり、情報化施工の取り組みや働き方改革

に努めるとともに、地域住民とのコミュニケーション

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、安用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＝ 2.57 ha 

用水路工（管水路工） Ｌ＝  204 ｍ 

排水路工       Ｌ＝  413 ｍ 

道路工        Ｌ＝  361 ｍ 

（工  期） 

令和２年７月９日～令和３年３月２０日 

【施工状況等】 
【ほ場整備（施工状況）】 

【ICT 施工（整地作業）】 

ﾚｰﾀﾞｰ受信機 

【安全パトロール】 

現場（スマートフォン撮影） 

MC ブルドーザによる施工 

東京本社 
（遠隔によるパトロールの実施） 

【周辺住民への工事のお知らせ掲示】 

安用中央集会所 

ゴミステーション 

運転席内のモニター 

【周辺道路の整備】 

ﾚｰﾀﾞｰ発信機 

補修前 

補修後 

web 

【コロナ対策の徹底】 

【熱中症対策の徹底】 

マスク着用の徹底 消毒液・マスクの常備 

冷蔵庫・ウォータークーラ 水分補給用飲料の常備 

工事のお知らせ 
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＜工事＞ 

受注者名 
工事名 

（施工場所） 
表彰理由 

いづも（株） 道前平野農地整備事業 

北条団地区画整理（その７）

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、①ＴＬＳを用いた出来形管理技術、②マ

シンガイダンス（ＭＧ）及びマシンコントロール

（ＭＣ）によるＩＣＴ建設機械（バックホウ、ブ

ルドーザ）を使用し、基盤切盛・整地、畦畔築立、

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。 

２ 「情報化施工技術講習会（土技所主催）」の現地

講習において、ＩＣＴ建設機械の操作説明等を行

い、ＩＣＴ施工の技術や知識の普及に協力した。

３ 工事区域周辺の除草作業や工事完了後に周辺水

路の清掃を行うなど地域住民とのコミュニケーシ

ョンに努めた。 

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、地域住民とのコミュニケーショ

ン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＝  6.07ha 

用水路工（管水路工） Ｌ＝ 757 ｍ 

排水路工       Ｌ＝ 422 ｍ 

道路工        Ｌ＝ 462 ｍ 

（工  期） 

令和２年７月２２日～令和３年３月２８日 

【施工状況等】 
ほ場整備（工事完成） 

３次元測量 
基準点・水準点確認後、ドローンによる３次元測量・

データ作成（ＩＣＴ施工）を行った。

ＩＣＴ施工（基盤切盛・整地、畦畔築立、表土整地） 情報化施工技術講習会（土技所主催） 

外部評定点

内部評定点

検証点

ＴＬＳを用いた出来形管理

基盤切盛･整地 

表土整地 

畦畔築立 
ＢＤ操作説明 ＢＨ操作説明 

工事区域周辺の除草・水路清掃作業 

除草作業 水路清掃作業 
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＜工事＞ 

受注者名 
工事名 

（施工場所） 
表彰理由 

(株)品山組 吉野川下流域農地防災事業 

旧吉野川揚水機場流量調整弁室建設工

事 

（徳島県板野郡板野町西中富地内） 

旧吉野川揚水機場流量調整弁室は、南部幹線

水路と第十幹線水路に需要ピーク時に用水補給

するための施設であるが、南部幹線水路は既に

供用を開始しており、難しい工程計画のもと受

注者が以下の取組みを実施。 

【工程管理】 

①南部幹線の通水停止にあわせた工程計画を樹

立し、綿密な工程管理により現場施工に遅延の

ないよう工事を進捗。 

②農家からの用水需要に対応するため、散水車

により、農作物へのかんがい給水を対応。 

③ライフワークバランスへの取組みを推進し、

週休２日（４週８休）以上を達成。 

【現場施工】 

④掘削法面が降雨等により崩壊が発生しないよ

うブルーシートで養生し、作業の安全性を確保。

⑤コンクリートの乾燥ひび割防止のためのアク

アマットの敷設、凍害防止のためのジェットヒ

ーターによる温度管理など、品質管理を確保。 

【環境整備】 

⑥地域貢献、新型コロナウイルス感染症対策や

熱中症対策等に積極的に対応。 

以上のとおり現場条件に的確に対応し、品質・

安全確保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、旧吉野川揚水機場流量調整弁室を建設する工事で

ある。 

（主要工事） 

流量調整弁室工       1 式 

  調圧水槽管理設備工     1 式 

（工  期） 

令和 2年 7月 28 日 ～ 令和 3年 3月 9日 

【施工状況等】 
完成後全景 綿密な工程管理 

法面養生（ブルーシート） コンクリート養生状況 

散水車による給水状況 

地域貢献（美化活動への参加） 

南部幹線水路調圧水槽（既設）

※管理設備（新設）

流量調整弁室（新設）

南部・第十幹線水路（既設） 

計画工程を確認しなが

ら工事を進捗

法面養生

アクアマット敷設

ジェットヒーター養生 

新型コロナウイルス感染症対策 

休憩所へのエアコン設置

飲料水保冷庫設置消毒液配置

熱中症対策 

作業員のマスク着用

消毒液配置

ハウス内へ給水
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＜工事＞ 

受注者名 
工事名 

（施工場所） 
表彰理由 

光山興業（株） 南周防農地整備事業 

大原団地区画整理（その２－３）工事

（山口県柳井市日積地内） 

１．中山間地域に５箇所点在する整備対象農地に
おいて、現地状況に応じた小規模建設機械による
きめ細やかな施工に努め、ほ場の均平精度向上等、
適切な品質管理に努めた。 
２．農地周辺の山林等からの湧水対策のための暗
渠排水について、畦畔に設置する暗渠水閘が、草
刈機械等と接触して、水閘が破損する可能性があ
るため、対策として保護管を設置する提案がなさ
れ、水閘の保護が図られた。 
３．特殊土壌地帯（真砂土）における施工である
ことから、降雨による法面侵食が予想されるため、
路面排水からの法面侵食を防止するため、支線道
路の路肩に枕土のうを設置する提案がなされ、法
面の浸食防止が図られた。 
４．また、現場に隣接する通作道の路面整備を行
うなど、細やかな周辺環境への配慮やコミュ二ケ
ーションの確保に努めた。 

以上のとおり、工事の品質確保、現場特性に応じ
た積極的な提案等、また、地域住民とコミュ二ケ
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、国営南周防農地整備事業計画に基づき、

大原団地における区画整理工事を行うものである。 

（主要工事） 

（１）整地工  Ａ＝ 4.15ha 

（２）水路工  Ｌ＝1,006ｍ 

（３）支線道路工 Ｌ＝ 531ｍ 

（４）暗渠排水工    Ａ＝ 0.15ha 

（工  期） 

令和２年４月 14 日～令和３年３月 24 日 

【施工状況等】 

工事完成（Ｃ－１ブロック）UAVによる撮影 

小型 BDによる基盤均平状況 

枕土のうの設置による法面侵食防止 通作道の路面整備 

ほ場均平度測定状況 

水閘への保護管の設置 

工事着手前（Ｃ－１ブロック）UAV による撮影 

枕土のう

路面排水 

法面浸食防止

保護管

暗渠水閘

採石による凹みの補修

支線道路

ほ場均平度の施工管理図 

山林 

湧水 

暗渠排水 

設計値と測定値の差
（青線）が規格値 50%
以内、バラツキが少
なく適切に品質管理

排水路 

5



＜工事＞ 

受注者名 
工事名 

（施工場所） 
表彰理由 

（株）八千代組 那賀川（一期）農地防災事

業 久留米田樋門接続水路

工事 

（徳島県阿南市上大野町久

留米田地内） 

１ 本工事の施工箇所は一級河川那賀川に近接しており、

地下水位が高く、終始湧水がある状態であったことから、

薬液注入工の施工及び排水ポンプの配置場所に関し、

受注者から的確な提案がなされ、効率的な排水対策を実

施することで、遅延無く工事を完成させた。 

２ また、本工事で打設する水路は水路高が最大 5.9m、壁

厚は最大 1.2m と規模が大きく、冬季には低温・乾燥とな

る現地条件だったことから、受注者からの提案によりコン

クリート打設初期の乾燥収縮によるひび割れを防止する

ため被膜型コンクリート表面養生材（バーティキュア）を散

布するとともに、コンクリート打設高さ（1.5m 以下）を徹底

し、４本のバイブレータを駆使し入念に締め固めすること

で、細部に渡ってクラックを発生させることなく、コンクリー

ト構造物の出来ばえが非常に良い仕上がりとなった。 

３ 更に、現場進入路は集落からの一般車両も通行するこ

とから、週間工事工程の配布や掲示を行うなど工事状況

の周知に努めるとともに、現場周辺の除草作業を実施す

ることで車両通行時の視界の確保を図るなど、工事のイ

メージ向上を図った。 

以上のとおり、工事の品質向上に努めるとともに地

域住民への配慮により、円滑に工事を実施したことは

高く評価できる。

概 要 

本工事は、国営那賀川土地改良事業計画に基

づき、南岸堰取水施設を改修するものである。 

（主要工事） 

（１）下流接続水路 L=69m 

 １）暗渠 L=12ｍ （幅 3.00m×高 3.10m×２連） 

 ２）開水路 L=31ｍ 

 （幅 3.00m×高 5.90m×２連） 

 ３）水位流量調整工 L= 7ｍ 

 （幅 3.00m×高 3.10m×２連） 

 ４）放流工 L= 6ｍ （幅 6.65m×高 4.10m） 

 ５）市道横断部 L=13ｍ （幅 6.65m×高 4.10m） 

（２）附帯工 １式 

（工  期） 

令和元年８月 10日～令和３年３月 30日 

【施工状況等】

＜着手前＞ 

＜完成＞ ＜除草作業＞ 

＜週間工事工程表の掲示＞ 

＜コンクリート表面養生材の散布＞ 

＜コンクリート打設状況＞ 

＜薬液注入工＞ 

＜コンクリート打設高の確認＞ 
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＜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 

8



＜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。最小となる 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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