
＜工事＞

受注者名
工事名
（施工場所）

受賞理由

（株）西海建設
令和元年度筑後川中流国営施設機
能保全事業　大石導水路補修工事
（福岡県うきは市浮羽町古川地内）

【施工状況等】

1．工程管理

２．社会貢献

概　要

本工事は、筑後川中流国営施設機能保全事業計画に基づ
き大石導水路を補修するものである。

（主要工事）
　水路補修　L=1,051.20m
　　　施工始点　No. 5+0.00　　施工終点　No.26+1.20

　　　１）表面被覆工　A=1,292m2

　　　　　内訳

　　　　　ア）繊維混入ポリマーセメントモルタル　A=874m2

　　　　　イ）セメント系無収縮モルタル　A=418m2

　　　２）ひび割れ補修工　L=180.8m

　　　３）断面修復工　A=1.6m2

　　　４）目地補修工　L=106.1m

（工期）
　　令和２年９月１日～令和３年３月１９日

１．工程管理
　本工事区間には、養鯉場が隣接しているため、非かんがい期に
おいても通水が必要であり、大型土のうによる半川締切を行い、締
切スパン内の湧水を排水しながら、水路側壁を補修する必要があ
る。
　また、大型土のうの設置・転用・撤去のために重機や運搬車両が
水路内に進入する必要があり、そのためには水路の水位を低下さ
せる必要があるが、養鯉場との協議により、気温が下がり養鯉の
活動が低下する１１月～２月しか水位を低下させることができない
という工程制限がある中、着実に工事を実施し工期内に工事を完
成させ、週休２日（４週８休以上）も達成した。

２．社会貢献
　養鯉場の流入口スクリーンに落ち葉やゴミ等が掛かり、水の入り
が悪くなるため、水路内工事期間中、毎日午前・午後１回清掃を
行った。また、水路内やその周辺、現場周辺道路の清掃活動を毎
月１回行い、周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ。

　以上のとおり、工程制限がある中、着実に工事を実施すると共
に、社会貢献も実施し、苦情等もなく工事を完成させた事は高く評
価できる。
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＜工事＞

受注者名
工事名
（施工場所）

受賞理由

丸昭建設（株）

令和元年度　川辺川農業水利事業
 水源施設（錦・相良工区）工事
（熊本県球磨郡錦町木上北、木上東
及び相良村川辺地内）

【施工状況等】

１．工程管理

２．安全対策

概　要

１．斉堂、大面、岡崎団地
　（１）岡崎ファームポンド（ＲＣタンク工）
　（２）送水路　塩ビ管φ100　L=116.35m
　（３）揚水機場（井戸ポンプ場）　１箇所

２．大迫団地
　（１）送水路　塩ビ管φ75　L=157.73m
　（２）揚水機場（井戸ポンプ場）　１箇所

３．永谷団地
　 （１）送水路　塩ビ管φ75　L=309.74m
 　（２）揚水機場（井戸ポンプ場）　１箇所

４．法面復旧工
　　　野間団地　３箇所

１．工程管理
　本工事の工期中、球磨地域は令和２年７月豪雨により甚大な災
害に見舞われ、緊急応急復旧の影響により労務者の確保及び資
機材の調達が大変厳しい状況であった。
　さらに、受注業者は地元業者であり、国交省・県・市町村からの
災害協定に基づく派遣要請に速やかに応じる必要があったため、
工事の一時中止の措置を行った。
　工事再開後も災害復旧は続き、作業に見合う労務者の再確保は
非常に困難な状況にある中、影響を最小限にとどめるべく少人数
でも効率よい作業計画を立てて工事を進め完成させた。
　また、当事業区域の造成団地法面も被災したが、その復旧につ
いても本工事の中で柔軟に対応し完成させた。

　被災地復旧に掛かる厳しい状況の中、協力会社の確保及び資機
材の調達を柔軟に行い、法面復旧工事についても適切に実施し、
厳格な工程管理を行い、滞りなく工事を完成させた。

２．安全管理
　新型コロナウィルス感染防止対策として、消毒液配置、マスクの
着用、間隔を空けての朝礼、垂れ幕設置等を実際した。
　また、作業開始前に行うＫＹ報告書に、発熱の有無を追加して管
理するなど、適切な安全衛生対策を図った。

　以上のとおり、突発的な災害への対応及びその影響に対して効
率よい作業計画による工程管理、また適切な安全衛生対策を講じ
たことは、高く評価できる。
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敷地掘削 鉄筋・型枠組立 ファームポンド全景 完成



＜工事＞

受注者名
工事名

（施工場所）
受賞理由

(株)川上土木

平成３０年度大淀川右岸国営施設機能
保全事業
天神ダム選択放流施設整備（その２）工
事

概　要

　本工事は、天神ダム選択放流施設に付帯する天神沢受入
地の整備及び国営大淀川右岸土地改良事業計画に基づき
前平幹線水路・七野幹線水路及び石久保支線水路の付帯
設備整備を行うものである。
１．受入地整備工
　　１）建設発生土搬出工　　　20,000m3
　　２）受入地整地工　　　　　　11,000m3
　　３）天神沢受入地整備工　　 9,820m3
２．前平幹線水路他整備工
　　１）土工（前平幹線水路他）　　１式
　　２）構造物撤去復旧工　　　　　１式
　　３）付帯施設整備工              1式
　　４）仮設工　　　　　　　　　　　１式
３．工事用道路工　　　施工延長　　　　Ｌ＝ 54.55ｍ
　　　土　　工　　　　　　１式
　　　工事用道路　　　　Ｌ＝ 54.55ｍ
　　　法面保護工　　　　1式
　　　敷砂利　　　　　　　Ａ＝ 465m2
（工　期）
令和元年１０月２９日～令和２年１１月１６日

１．安全対策
　・本工事は、「受入地整備工」にて大量の建設発生土の掘削、運
搬を行っている。特に運搬に当たっては、建設発生土搬出先が２カ
所に分散しており、運搬距離も遠く、また住宅地内を通過せざるを
得ない路線もあり、第３者との事故等に十分に注意する必要が
あったことから、誘導員を適切に配置し、KY活動等で運転手の意
識向上を図るなど最善の注意を行い、無事故にて工事完成させる
ことが出来た。
　　※　総運搬量　　　　　　　　２０，３２０m3
　　　　運搬に使用した車両数　　　　　８８６台
　　　（最大使用台数２０台／日、平均１３台／日使用）
　　　　総運搬距離　　　　　　２５８，５３０ｋｍ
　・本工事は、前平幹線水路他整備工事にて、空気弁と補修弁の
整備工事を行ったが、施工箇所が点在していること、共用（通水）し
ている施設であるため、断水できる夜間に施工を行った。
　施工箇所が公道であり夜間での通行もあることから、電光掲示板
付きの車両と交通誘導員を配置、移動させながら片側通行止めを
行い、無事故にて完成させることが出来た。
　　※　空気弁整備工事　　６箇所、　補修弁整備工事　２２箇所
２．施工管理
　・本工事は、前平幹線水路他整備工事にて、マンホール蓋の整
備工事を行ったが、施工箇所が点在し多数あり、また施工工箇所
の多くが公道であることから、円形切断用路面カッターを用いること
で、必要以上の掘削をすること無く、無事故にて完成させることが
出来た。
　なお舗装復旧時には社内基準管理値（管理基準値 ９０％）を設
定し出来型管理を行い、全て管理基準値内に収まる施工であっ
た。
　　※　マンホール蓋整備工事　６４箇所

１．安全対策

２．施工管理

円形カッター施工状況 舗装復旧状況

夜間の施工状況住宅地内の運搬状況KY活動



＜工事＞

受注者名
工事名
（施工場所）

受賞理由

(株)末宗組
駅館川農地整備事業
板場１工区区画整理（その３）工事
（大分県宇佐市安心院町松本地内）

【施工状況等】

概　要

本工事は、板場１工区における区画整理工事を行うもので
あり、造成工事等を整備することによって、担い手への農地
の利用集積を進め、耕作放棄地の解消・発生防止による優
良農地の確保を図るものである。

（主要工事）
板場１工区
区画整理工　ほ場面積A=1.31ha
造成工　V=57,100m3
排水路工　L=1066.2m
道路工　L=609.6m
管水路工　L=327.8m
付帯工　一式

（工期）
平成３１年３月６日～令和２年５月２８日

１．本工事の受注者は、ＩＣＴ施工をいち早く取り入れ、地下
水位が高くドライ施工のため排水対策を講じながら基盤造成
工事を進めた。そんな中でも、約9,500点もの計画標高デー
タの平均値は管理基準値の８０％以内とし、より高い品質を
確保した。
２．長大法面の多い本工事にて超ロングアームバックホウに
より法面整形を安全に行い、道路舗装の施工においては
ローラーに人感ガードセンサーを取付け安全を確保、また、
沈砂池周辺工事においては湧水対策として石灰改良を実施
し、トラフィカビリティーを確保するなど安全施工に努めた。

以上のことから、ＩＣＴ活用並びに現地状況に配慮した施工
方法による品質確保及び工事の効率化を図り、スムーズな
営農者への畑地の提供が行えたこと。更に本工事は岩の出
現並びに地下水位が高く、ドライ施工が困難なため、排水対
策を行いながらの工事であり、工程管理、施工管理に苦慮
する工事であったが施工管理において、管理基準値を満足
し、受注者独自の社内基準値（管理基準値または規格値の
８０％）を設定し、全て社内基準値を満足し、より高い品質を
確保したことは高く評価できる。

区画整理（板場１工区（その３）着工前）

長大法面における急流工の施工

（超ロングアームバックホウ）

完成直後 完成後

土壌改良材散布状況 混層耕（深耕1.5m）
ＩＣＴにより深耕深さを管理

ガードセンサー(NETIS)付ロー
ラー

ガードセンサー(NETIS)付ローラー
での施工状況



＜工事＞

受注者名
工事名
（施工場所）

受賞理由

（株）丸福建設

令和元年度筑後川下流右岸農地防災事業
城西８号線（鹿子工区）他工事
（佐賀県佐賀市本庄町大字鹿子及び西与賀
町大字高太郎地内）

【施工状況等】 施工管理（管理基準値の50％の社内基準値）

　ﾌﾞﾛｯｸマット敷設完了（通水前）

　ﾄﾞﾛｰﾝによる撮影状況

　ﾄﾞﾛｰﾝ撮影写真（出来形管理）

　ﾚｰｻﾞｰｾﾝｻｰによる改良深度管理　

概　要

　本工事は、国営総合農地防災事業「筑後川下流右岸地
区」において、クリーク（ため池兼用排兼用水路）の法面崩
壊に起因する広域的な災害を未然に防止するとともに、農
業生産の維持及び農業経営の安定を図り、併せて国土の
保全を図ることを目的に、クリーク法面の整備を行う工事で
ある。
（主要工事）　 　　　　　　　　　　（城西8号線）　（城西4号線)
　施工延長　　Ｌ＝ 1,078.20ｍ ＝ 722.60ｍ ＋ 355.60ｍ
　　施工始点　　　　　　　　　　 No. 7 + 19.80、 No.41 +  8.10
　　施工終点　　　　　　　　　　 No.21 + 42.40、No.48 + 13.70
　　　護岸延長　左岸 ： 959.70ｍ ＝ 623.00ｍ + 336.70ｍ
　　　　　　　　　　右岸 ： 974.00ｍ ＝ 636.50ｍ + 337.50ｍ
　内訳　ブロックマット工　A＝ 7,277㎡ ＝ 4,751㎡ + 2,526㎡
　　　　　付帯工　　　　　　　１式

（工　　期）
　　令和２年８月２０日～令和３年３月１６日

１　施工管理
・土工の施工管理において、発注者が定める管理基準値に
対して50％の社内基準値を設定し、全て社内基準値内に出
来ており、仕上がりが良い施工を行った。
２　工程管理
・余裕期間制度の取り組みにおいて、受注者が工事開始日
を19日間早くしていることから、全体的に余裕を持った工程
管理となり、工事進捗率も常に計画を上回った施工が出来
た。また、早く着手したことから、地盤改良機の確保が容易と
なり、結果、作業の更なる効率化が図られた。
３　創意工夫
・水路内の出来形管理をUAV（ﾄﾞﾛｰﾝ）にて実施し、従来に比
べて作業効率及び精度を向上させる管理を行った。
・地盤改良工では、ﾚｰｻﾞｰｾﾝｻｰを用いることで改良深度管
理の精度を高くし、品質を向上させることが出来た。

　本地区は、施工対象の水路を事前に落水し、不可視部分
となる水路内の調査ができないことから、概算数量発注方式
にて発注を行っている。
　以上のとおり、概算数量発注方式の持つ課題に対して、施
工管理や工程管理、創意工夫をもって施工を進め、高い仕
上がりで工事を完成させたことは高く評価できる。


