
＜業務＞

本業務は、国営土地改良事業「西諸地区」（令和元年
度完了）で造成された浜ノ瀬ダムについて、耐震性能照
査に係る基本方針の検討等を行うものである。

（作業内容）
Ⅰ．設計作業
　1.業務準備
　2.設計・施工内容の確認
　3.健全性の評価
　4.耐震性能照査に係る基本方針の検討
　5.安全性評価委員会資料作成等
　6.設計業務照査
　7.点検とりまとめ
Ⅱ．現地調査作業
　1.機能診断調査

（工期）
令和2年5月20日～令和3年3月15日

受賞理由受注者
業務名

（実施場所）

（株）三祐コンサル
タンツ
九州支店

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　西諸地区
浜ノ瀬ダム耐震性能照査業務

概　要

　【実施状況等】

　設計・施工内容の確認、健全性の評価、耐震性能照査に係
る基本方針の検討を行い、安全性評価委員会資料作成を
行った。

①堆砂状況を範囲を拡大して整理 
　土砂の流入量が多いダムでは池敷直上流部にもその多くが
堆積し、その土砂が降雨時に貯水池内へ供給される可能性
がある。
　貯水池内堆砂量を計測するにあたって今回の解析として、
今後堆砂の流入状況を把握する上では、貯水池内だけでなく
貯水池上流部についても堆砂測量を実施し、堆砂の進行を観
測することとし、堆砂状況について、満水面よりやや上流側に
範囲を拡大して、より正確に把握が出来るよう工夫した。

②法面点検用の斜面区分図の作成。
  今後、ダムの管理をする土地改良区による法面目視点検の
際の参考とするため、既往の地質調査結果と露出する地質
分布より斜面の区分図を作成し、土地改良区が行う点検が円
滑に進むよう工夫した。

　以上のとおり、堆砂状況の整理や法面点検用の斜面区分
図の作成に関して、優れた業務成果は高く評価できる。
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＜業務＞

○事前放流実施マニュアル(フロー図） ○事前放流実施マニュアル(イメージ図）

受賞理由受注者
業務名

（実施場所）

ＮＴＣコンサルタン
ツ（株）
九州支社

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
南九州（二級河川）農業用ダム洪水調節
機能強化検討業務
（宮崎県児湯郡川南町及び鹿児島県鹿屋
市輝北町、出水市、大島郡天城町地内）

　【実施状況等】

　本業務は、農業用ダム毎のかんがい確保水位（確保
すべき利水容量）及び事前放流量等を検討し、洪水調節
への利用可能容量及び事前放流量を算出するとともに、
事前放流時の運用方法及び事前放流実施（管理）マ
ニュアル等の作成を行うものである。

（作業内容）
　・洪水調節機能を付与する場合の課題と対応策の検
討
　・洪水調節可能容量の検討
　 　 期別の確保水位（空き容量）の検討
　 　 事前放流の検討
　・流出モデル・流入予測システムの作成
　・事前放流実施（管理）マニュアルの作成
　・点検とりまとめ

（工　期）
　令和2年9月30日～令和3年3月15日

本業務は、既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針
（「令和元年１２月１２日既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検
討会議」）に基づき、南部九州管内の二級河川の農業用ダムにお
ける洪水調節に利用可能な容量や貯水位運用等について、ダム構
造、ダム管理者の体制、関係土地改良区への影響等の水利用の
状況などを考慮した上で、ダムの安全性を確保しつつ、総合的に検
討する必要がある。

１．累積降雨量別の実績流入量を整理し、洪水調節可能容量の妥
当性を検証
　洪水の流出率を降雨に対して、一般的な流出率を大きく下回るダ
ムにおいて、実績に合わせた流出率を用いて予測降雨量に合わせ
た確保容量の算定ができるよう事前放流マニュアルに反映した。

２．事前放流実施マニュアルの作成
　ダム管理者（操作者）が流入予測から放流開始の判断、操作の開
始、中止までの手順についてわかりやすくするため、事前放流実施
フロー図の作成及び洪水予測、管理規程に記載された各体制（洪
水警戒時、洪水時、警戒）の位置付けの分かるイメージ図を作成し
た。

以上のとおり、創意工夫や流域特性に留意して取り組み、優れた業
務成果は高く評価できる。

概　要

○事前放流実施マニュアル(様式－４）

事前放流開始・中断・中止に関する操作フロー
（１）事前放流開始までのフロー （２）事前放流開始後のフロー

★・・・・・事前放流操作時の開始・中止の情報を通知(事前放流実施要領　第5条　3号）

通常運用

河川管理者より

事前放流実施態勢の通知

★事前放流開始決定
事前放流の実施を通知

事前様式1-1を利用

貯水位が洪水調節
可能容量の水位まで

低下しているか

NO

YES

事前放流実施中

★事前放流終了
事前放流中止の通知

体制移行時には、操作（管理）

規程の体制時の措置

（※ ★に戻る）

予測降雨量システムで
確認。予測累計雨量が

基準降雨量1７０mm以上か

（予測降雨量の
確認）

・ダム貯水池管理のための要員確保

・安全確認、ダム施設及び下流域の安全確保を行う。

予測注視継続

（貯水状況の確認）

事前放流実施しない旨通知

事前様式1-2を利用

YES

（貯水位の低下可能

かの判断）
NO

NO

流入量＞最大放流量2.00m3/s *1

の時は貯水位は上昇するが、

放流管は100％開度続行。

事前放流様式-2により、

目標水位*2への到達状
況の確認や降雨予測の

受信を継続的に行う。

YES

・貯水位は目標水位または
一定に保持するよう努める。

（※ ★に戻る）

*1：維持放流管等（100%開度）で貯水位が、F.W.L.191.60ｍの場合の放流量
*2：目標水位は、原則EL.190.93mを限度とするが、予測雨量に応じて低下目標水位を設定する

ことができる。（事前放流シミュレーションか管理様式（様式－４）を利用）

〔貯水位，流入量，放流量等の把握〕

流入量 ≧ 洪水量

NO

YES

・予測降雨に対する確保容量の算定

(事前放流様式-4)

・水位低下に努める。

・放流開始時は放流量増加制限曲線を遵守し、

管理様式（様式-3）によりゲート開度

を決定し、放流ゲートを100％まで徐々

に開けていく。

事前放流開始

・事前放流操作シミュレーションの実施。

予測降雨を入力し、事前放流操作シミュ

レーションを実施し、目標水位の設

定及びいつ到達するか、また越流時刻、

警報発令、警報活動が必要かについて確

認する。

ゲートレスダムの場合

・貯水位の回復に

努める。

・流入量及び降雨量が減少傾向
かつ、

・洪水時ピーク流入量≦洪水量

NO

洪水時体制に移行

【凡 例】

事前放流態勢
継続

YES

貯水位≦目標水位

（EL.1９０.93m）*2

（水位保持に努める）

降雨予測システムを確認
予測累計雨量(6h)が基準降雨量

170mm未満か

★

【凡 例】

事前放流態勢

継続



＜業務＞

受賞理由受注者
業務名
（実施場所）

内外エンジニアリング
（株）福岡支社

令和２年度八代平野農業水利事業
八代平野地区業務継続計画策定業務
（八代市、八代郡氷川町地内）

　【実施状況等】

　本業務は、国営八代平野土地改良事業で造成された施設
のうち、遥拝頭首工、導水路及び幹線用水路を対象とし、地
震時や豪雨時等の大規模災害発生時における業務継続計
画（導入編）の策定を実施するものである。
（作業内容）
1. 準備作業、 2. 基本方針、 3. BCP策定の準備
4. 事前取組みBCP、 5. 災害時取組みBCP（地震及び豪雨）
6. BCPの見直し、 7. 関係機関打合せ、 8. 点検とりまとめ
9. 総合検討
（工　期）
令和2年9月14日～令和3年3月17日

1．広域に及ぶ事業地区内の施設や3改良区（農業用水施設
の管理者）や施設の利用である共同事業者（上工水）の現状
に留意し、地域特性に配慮した計画を策定した。

2．コロナ禍にける移動制限を余儀なくされた状況下で、対面
による聞き取り時間や回数を最小限としながらも、管理者と
意思疎通を図り、資料収集や意見聞き取りが効率的に実施
した。

3．GISを利用した情報の一括整理による効果的なリスク評価
や被災リスクや点検ルートを可視化し、わかりやすい地図を
作成した。
  これら施設管理者にわかりやすく、地域特性に配慮した実
行性の高いBCPの策定を行った。

以上のとおり本業務は、業務の過程やその成果が特に優秀
で、他の模範となるものである。

概　要



＜業務＞

　「サシバ」の営巣確認に伴う工事の対応 移植の難易度が高いとされる「キンラン」への対応

環境配慮施設の設計諸元や維持管理に配慮した対応

　【実施状況等】

受注者
業務名

（実施場所）
受賞理由

株式会社ウエスコ
九州支社

令和２年度駅館川農地整備事業
環境配慮計画策定業務
（大分県宇佐市安心院町地内）

　本業務は、駅館川地区「環境配慮計画」に基づき、区画整理工
区における環境配慮対策の検討、希少動植物に対するモニタリン
グ調査（工事前、工事中、工事後）等を実施するものであり、受注
者は、環境配慮計画により保全対象として位置づけた、「サシバ
（猛禽類）」の保護や、「キンラン（ラン科植物）」の移植などに対
し、高い品質で業務を完了させた。

１．「サシバ」の営巣確認に伴う工事の対応
　工事中に実施した猛禽類のモニタリングにおいて、工事区域の
近隣でサシバの営巣が確認されたため、繁殖活動に影響を与え
ないよう施工時期を調整した際、工事への影響も最小限となるよ
うモニタリング強化を提案するとともに、区域内での施工計画や工
事再開の判断に向けて、環境配慮検討会の専門委員と積極的に
調整を図るなど、サシバの保護を適切に行った。

２．移植の難易度が高いとされる「キンラン」への対応
　従来の移植方法に代わる改善提案が行われ、環境配慮検討会
に諮り了解が得られた。また、移植作業の際は同行し、助言や移
植地環境の整備を自ら行うなど創意工夫を持って取り組んだ。そ
の結果、本年度にキンランの定着を確認した。

３．環境配慮施設の設計諸元や維持管理に配慮した対応
　本業務で行う調査（モニタニング計画）に加えて、ビオトープ内の
堆砂状況等を調査するなど、今後設置する環境配慮施設の設計
諸元や維持管理の検討に繋がる取り組みを行った。

　以上のとおり、関係者との積極的な調整や創意工夫を図るなど
責任感をもって業務に取り組み、品質の確保に努め、優れた業務
成果は高く評価できる。

概　要

　本業務は、国営緊急農地再編整備事業「駅館川地
区」において実施する区画整理工事に際して、環境配
慮工法等を検討するとともにモニタリング調査を行うも
のである。

（作業内容）
１．環境配慮対策後モニタリング（ビオトープ、移植植
物）
２．工事前モニタリング（猛禽類、動物･植物、ホタル）
３．工事中監視モニタリング（猛禽類）
４．環境配慮計画の策定
５．環境配慮検討会への参画

（工期）
令和２年４月１０日～令和３年３月２５日


