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＜工事＞

受注者名
工事名

（施工場所）
受　賞　理　由

いなば建設(株)
栃木南部農業水利事業
西清水川排水路改修工事（その３）
（栃木県小山市大字間中地内）

　本工事は、既設排水路を掘り下げて断面の拡幅を
行ったあと、コンクリートブロック積及び底版コンク
リートの打設を行うものであることから、工事期間中
上流からの排水や湧水等の排水処理を適切に行う必要
があった。

①排水路に隣接する水田は『田んぼダム』の計画範囲
にあり、水位調整桝の位置及び高さの調整や左右岸の
水田からの暗渠排水が多く点在している状況を踏まえ
た暗渠排水管の復旧にかかる各耕作者との調整を的確
かつ丁寧に対応したことにより手戻りなく施工でき
た。
②排水路の施工にあたり、終始湧水が発生する状況を
踏まえ、排水処理対策として、一般的に使用されてい
るサニーホースによらず塩化ビニル管を設置すること
で、排水作業及び施工の効率が向上し、工期内に安全
かつ確実に工事を完成させた。

　以上のとおり、本工事は施工管理及び工程管理が特
に優秀であり、高く評価できる。

概　　　　要

　本工事は、国営栃木南部土地改良事業計画に基づき、西
清水川排水路の改修を行う工事である。

【工事概要】
　開渠工　施工延長 L=260m
　コンクリートブロック積　L=260m

【工事期間】
　令和３年９月６日～令和４年３月28日

完 成着工前

工事の実施状況

施工終点

施工始点

塩化ビニル管

水中ポンプ

水田からの排水管確認状況

水位調整桝

湧水処理状況
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＜工事＞

受注者名
工事名

（施工場所）
受　賞　理　由

荏原実業(株)
笛吹川沿岸国営施設機能保全事業
水路付帯施設その他整備工事
（山梨県甲州市塩山藤木地内ほか）

　本地区は上水を含む通年送水を行っているた
め、施設管理者等と工事の断水期間、施工方
法、安全対策等について事前調整を行い、安全
な施工及び関連工事との工程調整などに配慮し
て工事を行う必要があった。

①高所からの作業となる除塵機接水部の塗装に
あたり、ボートを使用し足場基礎部等の設置を
行うことにより安全の確保ができた。
②断水して実施する減圧弁等の更新に際し、ボ
ルトナットを事前に更新するとともに、施設管
理者が行う管路内の排水作業に積極的に協力
し、限られた断水時間内で作業を完了すること
ができた。
③現場は関連工事と施工時期が重複している
が、入口門扉を工事実施初期段階で更新したこ
とで、大型車がスムーズに出入り出来るように
なり作業の効率化が図られた。

　以上のとおり、本工事は安全対策及び工程管
理が特に優秀で、高く評価できる。

概　　　　要

　本工事は、国営笛吹川沿岸土地改良事業計画に基づき、
藤木取水工ゲート設備及び除塵設備並びに地区内のバルブ
設備等を整備する工事である。

【工事概要】
　藤木取水工ゲート開閉装置整備　１基
　藤木取水工除塵設備整備　　　　３基
　幹線水路減圧施設整備　　　　　１施設
　中央管理所機械設備整備　　　　１式
　その他地区内水路付帯施設整備　１式

【工事期間】
　令和３年６月25日～令和４年２月15日

工事の実施状況

全開で4.5m程度

全開で6.0m程度

藤木取水工 レーキ式除塵機改修足場設置工

減圧弁・ストレーナ等更新

中央管理所門扉更新

足場設置着手時 足場施工中 足場完成

錆びたボルトの切断 新品の仮設ボルトに交換 減圧施設更新完了

施工前 更新後（工事中）全開 更新後（工事中・保護材）全閉
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＜工事＞

受注者名
工事名

（施工場所）
受　賞　理　由

（株）大本組 東京支店

三方原用水二期農業水利事業
導水幹線水路５号バイパストンネ
ル建設工事
（静岡県浜松市天竜区青谷地内他）

　本工事における、トンネル坑口計画位置の上
部はゴルフ場の盛土造成地であり、土留め対策
工法の精査及び施工が必要であった。また、バ
イパストンネルは全断面掘削工法の適用であっ
たが、限られた断面内での機械掘削、土砂搬
出、支保工設置、鉄筋組み立て、覆工コンク
リート打設などの作業を安全かつ効率的に実施
することが課題であった。

①トンネル内を走行する車両の先頭部に進行方
向を撮影する無線カメラを設置し、最後尾の運
転席で映像を確認することで、接触事故防止対
策を講じた。
②鋼製レール枕木の設置、レール基盤全面の単
粒砕石置換えにより、軌道の沈下を防止し、走
行の安全性が向上した。
③トンネル工事近接を避けた遊歩道の迂回路に
より利用者の安全を確保した。

　以上のとおり、本工事は安全対策が特に優秀
で、高く評価できる。

概　　　　要

　本工事は、国営三方原用水二期土地改良事業計画に基づ
き、導水幹線水路５号トンネルの改修・整備を行うための
バイパストンネルを建設する工事である。

【工事概要】
　トンネル工　L=1,092m
　掘削（覆工）延長　L=1,082m
　土工　　　　　　１式
　構造物撤去工　　１式
　上流側坑門工　　１式
　下流側坑門工　　１式
　下流側取付水路　１式
　仮設工　　　　　１式

【工事期間】
　令和元年12月２日～令和４年３月18日

完 成着工前（上流坑口部）工事の実施状況

導

水

幹

線

水

鋼製レール枕木及びレール基盤単粒砕石置換えによる軌道沈下防止

最小断面トンネル内における接触防止対策

遊歩道利用者の安全確保
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＜工事＞

受注者名
工事名

（施工場所）
受　賞　理　由

(株)奥村組　東京支店
釜無川国営施設機能保全事業
徳島頭首工補修工事
（山梨県韮崎市円野町地内）

　本工事は、既設構造物(固定堰、土砂吐)の摩
耗が激しく、老朽化した徳島頭首工の長寿命化
対策として、超高強度繊維補強コンクリートパ
ネルを設置する工事である。

①既設構造物の改修における、機械施工による
切削及びパネルの設置にあたり、きめ細かい管
理を日々行い、平滑かつ水流阻害のない仕上り
となった。
②施工中、常時0.8m3/sのかんがい用水を確保す
るため、φ600mmのポリエチレン管を用いた仮設
管路の敷設、取水口部での深さ2ｍの沈砂池の設
置等により、的確に対応した。
③関連するゲート改修工事との間で、工事着手
前から工程調整を行い、着手後も相互の機械配
置の確認を随時行う等、工程管理を適切に行っ
た。

　以上のとおり、本工事は施工管理及び工程管
理が特に優秀で、高く評価できる。

概　　　　要

　本工事は、釜無川国営施設機能保全事業計画に基づき、徳
島頭首工の補修を行う工事である。

【工事概要】
　固定堰　超高強度繊維補強コンクリートパネル A=1,012㎡
　土砂吐　堰柱：ひび割れ補修 38m
　　　　　断面修復工 55㎡
　　　　　上流側底盤：超高強度繊維補強コンクリートパネル
　　　　　A=211㎡
　　　　　下流側底盤：ひび割れ補修　断面修復工
　魚　道　ひび割れ補修 53m
　取水口　ひび割れ補修 18m

【工事期間】
　令和２年９月21日～令和３年５月21日

工事の実施状況

固定堰

取水管 取水管

(二列配置)

沈砂池丁張

導流壁

開閉機 ゲート扉体

ゲート工事 土木工事

バックホウ ツインヘッダー

着工前 完 成

仮設管路設置
機械施工による切削
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＜工事＞

受注者名
工事名

（施工場所）
受　賞　理　由

（株）小林工業
栃木南部農業水利事業
西清水川排水路改修工事（その５）
（栃木県小山市大字間中及び塩沢地内）

　本工事は、既設排水路を掘り下げ断面の拡幅
を行ったあと、コンクリートブロック積及び底
版コンクリートの打設を行うものであることか
ら、工事期間中に上流からの排水や湧水等の排
水処理を適切に行う必要があった。

①排水路の施工にあたり、終始湧水が発生する
状況を踏まえ、湧水処理対策として、基礎コン
クリート背面から有孔管を用いて水路中央のア
ンダードレーンに導くことにより、排水効率を
高めたことで施工性を向上させた。
②既設排水路には、コイ、オイカワ、タモロコ
などが生息しており、工事着手前に、自然環境
保全活動としてこれら魚類を捕獲・保護し、他
の水路へ放流するなど地域貢献活動を行った。

　以上のとおり、本工事は創意工夫及び地域貢
献活動が特に優秀で、高く評価できる。

概　　　　要

　本工事は、国営栃木南部土地改良事業計画に基づき、西
清水川排水路の改修を行う工事である。

【工事概要】
　開渠工　施工延長　L=151ｍ
　コンクリートブロック積　L=146ｍ
　擦付工 　　 L=5ｍ
　支線合流工　１箇所
　法面保護工　A=2,520㎡

【工事期間】
　令和３年９月１日～令和４年３月28日

完 成着工前

工事の実施状況

施工終点

施工始点

湧水処理対策

自然環境保護活動

新設水路造成前に既設水路に

生息する魚類を捕獲・保護

有孔管

掘削状況
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＜工事＞

受注者名
工事名

（施工場所）
受　賞　理　由

須山建設（株）
三方原用水二期農業水利事業
南部幹線水路改修その３工事（１３号サイホン）
（静岡県浜松市西区大久保町地内）

　本工事は、同時期に施工する４工事と関連するた
め、工事工程に支障が生じないよう工事間での調整
が必要であった。また、既設管は道路下に埋設され
ているため、道路上に立坑を設ける必要があるが、
片側交互通行による交通規制が複数箇所で発生する
ため、十分な安全性を確保した施工が必要であっ
た。

①道路上への立坑の設置に伴い、片側交互通行の規
制が複数個所で発生することから、道路交通への影
響を極力回避するため、立坑の箇所を減らすことで
安全に施工を行うことが出来た。
②地域住民への工事説明用資料を自主的に作成し、
工事に伴う交通規制箇所に関する説明を行った他、
現場周辺道路の清掃を定期的に行うなど地域住民に
対する配慮が随所に見られた。

　以上のとおり、本工事は安全対策及び地域貢献活
動が特に優秀で、高く評価できる。

概　　　　要

　本工事は、国営三方原用水二期土地改良事業計画に基づ
き、南部幹線水路の管水路に内挿管を設置する工事であ
る。

【工事概要】
　管水路　一般用ポリエチレン管　L=564ｍ
　２号排泥工　１箇所

【工事期間】
　令和２年10月２日～令和３年６月30日

立坑設置

管体工（ポリエチレン管布設）

工事の実施状況

発進立坑
到達立坑
施工方向

工事現場周辺の道路や側溝のゴミ拾い

地域貢献活動

当初計画

検討見直し後
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＜工事＞

受注者名
工事名

（施工場所）
受　賞　理　由

高橋建設工業（株）
那珂川沿岸農業水利事業（二期）
那珂川揚水機場取水口建設工事
（茨城県水戸市飯富町地内）

　本工事は上部が道路の堤防下に樋管を設置す
るため、地盤の変位を観測し安全を確保する必
要があった。また、地下水に鉄分を含有してい
るため水替の際には赤水の発生に対応すること
が求められる現場であった。

①河川内工事のため非洪水期に地下水対策をし
ながらの施工となるが、地下水は酸素に触れる
と赤水が発生することが判明したため、酸素に
触れさせずに、地下に強制的に戻す排水処理工
法により対策を実施した。
②河川堤防下を横断する樋管工（推進工）にお
いて、堤防や市道の沈下が懸念されたため、地
盤の変位に迅速に対応できるように、自動観測
により常時地盤高管理を行い不測の事態に備え
た。

　以上のとおり、本工事は施工管理及び安全管
理が特に優秀で、高く評価できる。

概　　　　要

　本工事は、国営那珂川沿岸土地改良事業計画に基づき、
那珂川揚水機場へ取水する取水口及び取付水路を建設する
工事である。

【工事概要】
　取水口　１箇所
　取付水路工　L=925ｍ
　樋管工（φ1800mm）　L=64ｍ

【工事期間】
　令和元年９月５日～令和３年６月30日

完 成
着工前

工事の実施状況

地下水対策状況

地盤高の自動観測状況

遮水壁設置状況
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＜工事＞

受注者名
工事名

（施工場所）
受　賞　理　由

（株）浜建
三方原用水二期農業水利事業
北部幹線水路補修工事（分水工）
（静岡県浜松市北区根洗町地内ほか）

　本工事は、県道に近接している北部幹線水路
の分水工等の改修を限られた施工ヤードにて、
歩行者への配慮、交通規制、冬期通水の対応な
ど、現場条件が非常に厳しい工事であった。

①県道に近接し限られた施工ヤードで、歩行者
の通路を確保しつつ、片側交互通行による交通
規制の中、地下埋設物に配慮しながら細心の注
意を払い施工を行った。
②道路に面した仮囲いへ照明設備を設置し、夜
間の視認性の向上や、360°Liveカメラの設置に
よる現場管理・防犯対策に努めた。

　以上のとおり、本工事は安全対策に配慮した
施工管理が特に優秀で、高く評価できる。

概　　　　要

　本工事は、国営三方原用水二期土地改良事業計画に基づ
き、北部幹線水路に係る分水工及び余水吐の改修を行う工
事である。

【工事概要】
　９号分水工　施工延長　L=26m
　１号余水吐　施工延長　L=28m
　10号分水工　施工延長　L=20m

【工事期間】
　令和２年７月３日～令和３年４月28日

完成（９号分水工）

工事の実施状況

完成（１号余水吐工）

360°Liveカメラの設置

道路に面した仮囲いへの照明設備の設置

仮設工（土留め）
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＜業務＞

受注者名
業務名

（実施場所）
受　賞　理　由

（株）エイト日本技術開発
中部支社

国営造成水利施設ストックマネジメ
ント推進事業
大井川用水地区耐震性能照査そ
の１業務
（静岡県掛川市大池地内）

　本業務は、昭和40年代に国営大井川農業水利
事業で造成し、平成20年代に国営大井川用水農
業水利事業により一部拡張や改修を行い整備さ
れた掛川幹線水路大池調整池について、レベル
２地震動に対する堤体の耐震性能照査を行い、
総合的な安全性評価を行うものである。

①耐震性能照査にあたり、既存資料の使用可能
なデータまたは、間接的に推定可能なデータを
整理し、課題を抽出し具体的な調整方針を提案
するとともに、一連の経緯をわかりやすく取り
まとめた。
②耐震性能照査について、グラフやポンチ絵
等、視覚的に理解できるわかりやすい資料を作
成した。
③調整池の機能診断結果と調整池の現状を基
に、定期的に点検するために最適なルートと点
検箇所を整理した。

　以上のとおり、本業務はその成果が特に優秀
で、高く評価できる。

概　　　　要

　本業務は、大池調整池の堤体の耐震性能照査を行い、総
合的な安全性評価を行う業務である。

【業務概要】
　耐震性能照査関連
　入力地震動の設定　　１式
　解析モデルの作成　　１式
　初期応力解析　　　　１式
　地震応答解析　　　　１式
　すべり破壊の検証　　１式
　安全性の評価　　　　１式

【業務期間】
　令和３年７月12日～令和４年１月19日

業務の実施状況

写真 写真

写真 写真

大池調整池法面状況調査大池調整池全景

耐震性能照査結果 管理ルートマップ

11



＜業務＞

受注者名
業務名

（実施場所）
受　賞　理　由

ＮＴＣコンサルタンツ（株）
東京支社

荒川中部農業水利事業
花園揚水機場改修実施設計その他業務
（埼玉県深谷市小前田地内）

　本業務は、造成後40年余り経過して老朽化
が進み、突発事故による故障等、維持管理が
困難となっている既設揚水機場を改修するた
めの実施設計業務である。

①本地区のかんがい用水の通年利用のため、
その支障が生じないよう、導水幹線水路の一
部を仮設水路として通水を確保することとし
ている。導水幹線水路から揚水機場への安定
取水ができる吸水槽構造、支線水路の最適な
配置により仮設備を削減することによりコス
ト縮減が図られた。
②成果品は社内の検査体制により確実な照査
が行われ取りまとめられた。

　以上のとおり、本業務はその成果が特に優
秀で、高く評価できる。

概　　　　要

　本業務は、国営荒川中部土地改良事業計画に基づき、改修を行
う花園揚水機場の実施設計を行う業務である。

【業務概要】
　ポンプ場実施設計　　１式
　ポンプ設備実施設計　１式
　地質・土質調査　　　１式
　測量業務　　        １式

【業務期間】
　令和２年12月４日～令和４年２月28日

花園揚水機場 完成イメージ

業 務 位 置 図業務の実施状況

施設配置比較検討
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＜業務＞

受注者名
業務名

（実施場所）
受　賞　理　由

(株)ジステック
三方原用水二期農業水利事業
導水・南部・北部幹線水路用地測量業務
（静岡県浜松市北区宮口ほか）

　本業務は、導水幹線水路補修工事等施工に必要な用地
測量を実施するものであり、成果図面は事業完了時に管
理受託者へ引渡す用地管理図の基礎となる重要な業務で
ある。

①業務施行箇所は、傾斜地を含む山林、耕地及び一部住
宅街で、広範囲にわたることから、危険箇所等の把握を
十分に行い、関係地権者の安全確保のため、事故防止対
策に万全を期すなど、慎重かつ入念に事前準備を実施し
た。
②円滑な立会い実施のため、関係地権者を現地待機させ
ないように複数班体制で実施するとともに、本部にはテ
ントを設置し、関係地権者用に長靴等の準備、案内誘導
員を配置するなど丁寧な対応を行った。
③本施行範囲内の用地境界において、多数の公共施設等
管理者に対して境界関係資料の保有を確認するととも
に、現地と既存資料の調整を丁寧に行ったうえで、境界
確定を完了させた。

　以上のとおり、本業務は関係者の安全確保及び丁寧な
対応により滞りなく業務を完了させたことは特に優秀
で、高く評価できる。

概　　　　要

　本業務は、国営三方原用水二期土地改良事業計画に基づ
き、導水幹線水路補修工事等の施工に必要な用地測量を行
う業務である。

【業務概要】
　境界測量延長      4.7km
　用地実測図作成   10.447ha
　用地平面図等作成 11.571ha
　転写連続図の作成  0.888ha
　権利者確認調査   11.705ha

【業務期間】
　令和３年７月12日～令和４年３月22日

北部幹線水路

用地測量施行範囲 4.7km

南部幹線水路

境界立会い会場の様子

境界立会い 本部設営状況

導水幹線水路

（山林）

（耕地）

コロナ対策として、会場入口にマスク、

消毒液、体温計を用意

業務の実施状況
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＜地域貢献活動＞

受注者名 活動内容 受　賞　理　由

ＮＴＣコンサルタンツ（株）
東京支店

農地・農業用水等の資源保全活動

　受注者は、国営利根中央農業水利事業着工当
時より、実施設計等に携わったことから、施設
管理者の土地改良区と協定を結び、平成20年度
以降継続的に「新田用水路」の清掃活動を実施
している。
　また、受注者は、新入社員等の若手技術者に
対し、農業農村整備事業の重要性、用水路の必
要性等を説明、地域貢献活動を通じ技術の検
証、参加者全員の技術力向上を図っている。

 以上のとおり、自社が設計に携わった農業用施
設において、清掃などの保全活動を継続的に取
り組み、社員の意識向上を図るとともに、施設
管理者及び受益者からも感謝されており、地域
貢献活動として高く評価できる。

概　　　　要

【活動概要】
　本活動は、国営利根中央農業水利事業により造成された
新田用水路の清掃活動を継続的に実施している。

【活動期間】
　平成20年度～令和3年度（14年間）

水路内の清掃状況

活動状況
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