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【工事名】

【受賞者】

施工場所

工期

工事概要

工事等
の特徴

評価の
ポイント

　本工事の施工区間のうち河川横断箇所の地質はＮ値２以下の軟弱地盤であり、推進
工の掘進精度の確保が求められた。また、山林部の地形は最大勾配17°と急峻であ
り、施工性・安全性の確保が必要な現場条件であった。

・ 推進工では到達側縦坑位置が軟弱地盤であったことから、より軽量な掘進機を採用す
るなどの沈下防止対策が講じられ、設計との誤差１cmと精度の高い施工が行われた。
・ 山林部の施工では、専用の運搬容器の製作により作業の施工性・安全性の向上に努
めていた。さらに第三者機関による現場安全パトロールを実施するなど安全管理におけ
る工夫も見られた。

那珂川沿岸農業水利事業（二期）
水那幹線水路藤井川横断工事
高橋建設工業（株）

茨城県水戸市藤井町地内ほか

平成30年10月1日～令和元年7月31日

管水路工　L=1,773ｍ
　・ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　φ600
　・推進工　N=２ヶ所
　・付帯工　一式

【施工後】【施工前】

①軽量な掘進機を採用

【軟弱地盤の藤井川横断推進工における工夫】

②掘進機と推進管の緊結 ③掘進機到達状況

【モノレールによる土砂運搬】

①山林部におけるBH掘削状況 ②最大斜面勾配17°での運搬 ③特注運搬容器からの放土

工事の実施状況



【工事名】

【受賞者】

施工場所

工期

工事概要

工事等
の特徴

評価の
ポイント

　本工事の施工場所は干拓地であり地下水位も高い状況。また、工事用進入路を他工
事と共用するため、資機材搬入予定等について関連工事間で調整が必要だった。

・ 台風被害により現場内に冠水が発生したが、厳密な工程管理によりかんがい用水の
供給に支障を与えることなく工事を完成させた。
・ 資機材搬入のための工事用進入路は他工事と共用となるが、資機材搬入予定等（大
型車の使用予定）について、自主的・主体的に調整を行い、安全管理に努めていた。

印旛沼二期農業水利事業
宗吾西第１号幹線用水路その１他工事
三幸建設工業（株）東京支店

千葉県佐倉市萩山新田干拓地内ほか

平成31年3月27日～令和2年3月25日

管水路工　L=940ｍ
　・ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　φ900、φ450
　・塩ビ管　φ450、φ350
　・付帯工　一式

【着工前】 【完成】

【令和元年10月25日

台風21号による大雨被害状況】 【ブロック別工程表の作成】

工事の実施状況



【工事名】

【受賞者】

施工場所

工期

工事概要

工事等
の特徴

評価の
ポイント

　本工事で施工する減圧水槽は既設機場敷地内に建設するため、かんがい期には通水
中の既設用水管に配慮した工事を行うことが求められた。

・ 水槽内面に防水塗装を施工し、より高い水密性を確保した減圧水槽を完成させた。
・ 台風第15号の際に生じた停電時には、宗吾北機場の「災害ポンプでの排水にかかる
準備等」の協力要請に対し、迅速に対応した。

印旛沼二期農業水利事業
宗吾西第２号幹線用水路減圧水槽建設工事
萩原土建（株）

千葉県印西市平賀地内

平成31年3月1日～令和2年3月10日

減圧水槽工　 １基
　・減圧水槽　H=17ｍ
　・接続水路工　一式
　・付帯工　一式

【令和元年台風第15号緊急対策】

【着工前】 【施工後】

【上部水槽内面の防水塗装】

工事の実施状況

緊急応急ポンプ足場設



【工事名】

【受賞者】

施工場所

工期

工事概要

工事等
の特徴

評価の
ポイント

　本工事には調整池本体のほか制水弁室、流量計室等の多種の付帯工が含まれてお
り、土木工事の施工後には関連工事でゲート等の据付を行うことから、特に厳格な工程
管理が求められた。

・ ＩＣＴ建機（マシンコントロールバックホウ、マシンガイダンスブルドーザ）を用いた施工に
より、精度の高い施工と作業の効率化による工期の短縮を実現した。
・ ドローンやネットワークカメラ及び３Dモデリングの活用により、支店や協力会社が一体
となった適正な工事の進捗管理が行われたことにより、土日完全休工を達成することが
できた。
・ 管体工の現場溶接箇所を減らす提案が行われ、コスト縮減に寄与した。

三方原用水二期農業水利事業
三幸調整池建設工事
りんかい日産建設（株）名古屋支店

静岡県浜松市北区三幸町地内

平成30年2月23日～令和元年5月31日

調整池工　１箇所

　・調整池　V=8,500ｍ3

　・接続水路工　一式
　・付帯工　一式

【着手前】 【施工後】

【ＩＣＴ建機による土工】 【本体工（コンクリート工）】

【３Ｄモデリングを活用した施工計画の検討】 【管体工】

工事の実施状況

構造物検討図



【工事名】

【受賞者】

施工場所

工期

工事概要

工事等
の特徴

評価の
ポイント

　本工事には調整池本体のほか制水弁室、流量計室等の多種の付帯工が含まれてお
り、土木工事の施工後には関連工事でゲート等の据付を行うことから、特に厳格な工程
管理が求められた。

・ コンクリート養生にポリフィルムを使用することで、適切な湿潤状態を保ち続けることが
できたため、コンクリート構造物の品質向上が図られた。
・ ドローンの活用により、現場全体を総括的に把握し、施工方法や仮設計画等に反映す
ることで適正な工事の進捗管理が図られたことにより、４週８休を達成することができた。

三方原用水二期農業水利事業
不動平調整池建設工事
（株）鈴木組

静岡県浜松市北区細江町中川地内

平成31年3月7日～令和2年3月24日

調整池工　１箇所

　・調整池　V=2,200ｍ3

　・接続水路工　一式
　・付帯工　一式

【着手前】 【施工後】

【本体工（土木）】 【ポリフィルムを敷設したコンクリート養生】

【管体工】 【ドローン（UVA）による空撮の活用】

工事の実施状況



【工事名】

【受賞者】

施工場所

工期

工事概要

工事等
の特徴

評価の
ポイント

　本工事の施工にあたっては、かんがい用水の供給停止期間（断水）を最小限にするた
めことが求められた。

・ 自らの工事による断水期間と、関連他工事による断水の期間を合わせるよう自発的・
主体的に調整が行われており、かんがい用水の供給停止の影響を最低限とすることが
できた。
・ 盤内の湿度対策として「盤用ノンドレン除湿器」の採用により、保護機能向上及び維持
管理費低減となる創意工夫が見られた。

赤城西麓国営施設応急対策事業
根利川頭首工機側操作盤他改修工事
（株）荏原電産

群馬県沼田市根利根町小松地先

令和元年6月7日～令和2年1月10日

頭首工取水設備工
　・ゲ－ ト機側操作盤　N=３面
　・ゲート自動制御盤　N=１面
　・配電盤　N=１面
　・電気設備　一式

【自動制御盤配線接続】 【自動制御盤計測値表示】

【除湿対策】

【盤用ノンドレン除湿器カタログ】

工事の実施状況



【工事名】

【受賞者】

施工場所

工期

工事概要

工事等
の特徴

評価の
ポイント

　本工事は、施設管理者と調整を図りながらかんがい期の用水を確保したうえで、確実
かつ安全に工事を行う必要があった。

・ 既設ポンプの状態確認や詳細な計測を行った結果、より大きな効果が得られる改修工
法（インペラとケーシングの隙間を復旧）が提案され、改修費用及び維持管理費の軽減
に寄与した。

伊那西部国営施設機能保全事業
第１揚水機場ポンプ設備製作据付建設工事
（株）荏原製作所　東京支社

長野県上伊那郡南箕輪村沖河原地内

平成28年9月23日～令和元年5月27日

揚水機場ポンプ改修工
　・ポンプ設備改修 　N=３台
　・電動機設備　N=３台
　・電気設備　一式

【原動機、ポンプ設備前】 【原動機、ポンプ設備後】

改修・更新

【インペラ整備後】 【ケーシング整備後】

工事の実施状況



【業務名】

【受賞者】

業務期間

業務概要

評価の
ポイント

・ 地震動の設定にあたり地震動の大小だけではなく、発生確率の高い標準地震動がよ
り大きなリスクを負うことを明らかにした。
・ 有限要素法による三次元動的解析により、構造物の損傷箇所と程度を明らかにし、耐
震補強の要否や優先順位など効率的な耐震対策に繋がる成果となった。

国営施設応急対策事業
大里地区六堰頭首工耐震性能照査業務
日化エンジニアリング（株）

令和元年6月12日～令和2年1月31日

　国営大里地区農地防災事業で造成された六堰頭首工のレベル１及びレベル２地震動
に対する施設の耐震性能照査を行うものである。

【三次元動的解析結果（せん断応力）】

【リスク額一覧表（算定期間40年）及び耐震性能照査結果】

業務の詳細

六堰頭首工は上部工を一般道路として利用していることから重要度区分「AA種」に該当し、首都直

下地震緊急対策区域に指定されているため、標準地震動に加えシナリオ地震動についても検討。

本業務では、視覚的にわかりやすい有限要素法（FEM）によって算出されたせん断応力の結果から

部材の破壊について考察した。

堰軸方向 上下流方向

【堰柱、門柱断面の三次元動的解析結果（せん断ひずみ）】



【業務名】

【受賞者】

業務期間

業務概要

評価の
ポイント

北総中央地区施設
健全度評価指標検討他業務
NTCコンサルタンツ（株）東京支社

平成31年4月16日～令和2年2月28日

　国営北総中央農業水利事業で造成された管水路のうち強化プラスチック複合管に係る
健全度の評価指標（案）の検討・策定、及び健全度評価を行うものである。

・これまでの健全度評価手法による施設状態評価に加え、ひずみに基づく健全度評価指
標の検討・策定及び健全度評価を行った。
・ 検討結果は、劣化傾向（余寿命の予測）の把握も可能となるものであり、今後の効率
的な農業水利施設の点検・管理方法を確立する上で非常に有益な情報を提供するもの
であり、現場での適切な管理にも貢献するものである。

上表より、50年後の長期極限曲げひずみは約6,364μである。また、管理水準は、長期極限曲げひず

みに対して1.5の安全率を考慮する。よって、FRPM管（CC成形管）の管理水準は以下のとおりとする。

管理水準（CC 成形管）=6,364÷1.5＝4,242≒4,000μ

業務の詳細

長期極限曲げひずみ試験結果を用いて回帰直線を作成し、過去年度実施した管体強度試験結果を

整理した。また、複合材料であるFRPM管（CC成形管）については、健全度評価指標作成に係る課題を

整理した。

※ 上記の健全度評価指標（案）の策定に当たっては、一定期間の外圧・内圧の影響を受けた管を

使用して各種試験を行ったものであり、北総中央地区における指標である。



【業務名】

【受賞者】

業務期間

業務概要

評価の
ポイント

・周辺状況を精査した上で仮設計画を提案し、河川管理者と調整を重ねることで、制約
のある用地を有効利用した経済的で最適な撤去工法が検討された。
・ 図面等の既存資料の一部が不鮮明であったことから、現地調査を行い新たに図面を
作成して業務を行った。

印旛沼二期農業水利事業
旧機場撤去実施設計業務
若鈴コンサルタンツ（株）東京支店

令和元年10月15日～令和2年3月18日

　排水機場の統合により廃止となる「物木排水機場」の撤去に必要な実施設計を行うも
のである。

【機場】 【航空写真】

【設計図面】

業務の詳細

当機場は、航空写真のとおり、吉高機場、低地排水路及び印旛沼に挟まれており、限られた用地

で撤去並びに仮設仮回し等を行うことから、施工計画（手順）を用地の有効利用と合わせて検討した。



【業務名】

【受賞者】

業務期間

業務概要

評価の
ポイント

・秋葉取水口は、農業用水のみならず工業用水、水道用水の共用施設であることから改
修工事期間における用水確保が必要であり、実施設計には高度な技術力と調整能力を
要するものである。
・このようななか、各利水者の意向を的確に把握し、河川管理者との事前調整を踏まえ、
既存ゲート幅より縮小させるなど経済的かつ最適なゲート改修の実施設計を行うととも
に、工事期間中の用水確保のための適切な仮締切及び仮送水設備などの仮設計画を
樹立した。

三方原用水二期農業水利事業
秋葉取水口実施設計その他業務
（株）三祐コンサルタンツ東京支社

令和元年9月6日～令和2年3月24日

　秋葉取水口の水門改修に係る実施設計、施工計画の検討及び河川協議資料の作成
等を行うものである。

【水門（ゲート）更新の方針表】
業務の詳細

秋葉取水口の取水・制水ゲートの改修施工計画については、通年取水のため工事期間中、下流

水路への仮送水方法を検討した。

また、取水・制水ゲート戸当たり部の仮締切の形式については、下表のとおり取水の確実性、施

工性、本現場への適応性を比較検討して、最も優れる案を採用した。



【業務名】

【受賞者】

業務期間

業務概要

評価の
ポイント

・現状施設における現行水利権量での施設機能を把握し、改修範囲を特定することによ
り、全体実施設計よりも改修範囲が低減し、コスト縮減が図られる計画を策定することが
できた。
・改修工事時に発生する濁水は、長石放水路内で処理可能な施工計画とし、コスト削減
が図られることとなった。

三方原用水二期農業水利事業
導水幹線水路長石放水路実施設計その他業務
（株）葵エンジニアリング関東支社

令和元年6月6日～令和2年3月25日

　導水幹線水路長石放水路の放水門及び放水路の実施設計、施工計画の検討、地震
動解析を行うものである。

【仮廻水路の計画図】業務の詳細

現状施設における現行水利権量での余水吐機能を検証したところ、左岸側の余水吐だけでの放

流が確認できたため、右岸側の余水吐を閉塞できることとなり、右岸側の余水吐上に施工ヤードが

確保できる施工計画を策定することで、改修工事の工期短縮が期待できる。

老朽化対策については、現行水利権量での施設機能を把握し、水路内の機能診断を綿密に行い、改

修範囲を特定することにより改修工事費が６割程度のコスト縮減が図られるとともに、水路内において

濁水処理施設の設置が可能となる施工計画の策定により施工性の向上に繋がることが期待できる。

【縦断図】

ボックスカルバート 隧道部急流工部

【水路内の機能診断の様子】



【活動名】
【受賞者】

地域活動の概要

優良と評価
された点

　大井川右岸土地改良区が管理する調整池（７ヶ所）の堤体、管理用道路及び法面等
の定期点検を実施しており、改良区の維持管理業務が軽減されている。
　また、直接点検を行う事の出来ない法面高位部では、ＵＡＶ（ドローン）を活用する工
夫がなされている。

　平成２９年度に、大井川右岸土地改良区と株式会社フジヤマが協定を締結し、国営
大井川用水事業で整備された造成施設のうち、主要な７か所の調整池の維持・保全
に関わる技術支援（機能診断）を行っている。

（大井川用水地区）農業用水等資源保全活動
（株）フジヤマ

【堤体の機能診断】

【管理用道路の機能診断】

【法面の機能診断】 【使用しているUAV（ドローン）】

活動の状況 【協定書】
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