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令和３年度　東海農政局所管農業農村整備事業優良工事等受注者表彰

【工事】

施工場所 三重県多気郡大台町粟生地内

対象工事等の概要

地区名 宮川用水地区 表彰の理由

工事名
宮川用水国営施設応急対策事業
粟生頭首工土砂吐ゲート他整備
工事

　粟生頭首工の土砂吐ゲート扉体及び戸当りは、供用開始から50
年以上が経過し、扉体の摩耗や損傷が発生しており、また、開閉
装置の補修部品も生産が中止され、補修やオーバーホールができ
ない状況となっていた。このため土砂吐ゲート扉体及び開閉装置
の製作・据付、戸当りの一部補修等を行ったもの。
本工事は、別途土木工事で設置する右岸側からの仮設進入路（桟
橋）を利用して河川内へ進入し、25ｔクレーンにてゲート等の更
新作業を行う計画であった。しかし、土木工事の入札不調が発生
したことから、受注者において施工方法の検討を行い、桟橋を設
けず、一部道路の拡幅等で左岸側から120ｔ吊クレーンによる施工
を行う提案をまとめ、約３か月という限られた河川内工事期間の
中で効率的に工事を完成させた。
また、戸当たりの既設利用について、受注者の発案により、令和
元年度に施工した粟生頭首工取水工ゲート改修工事等で設置した
仮締切を活用し、事前に調査を実施したことで、早い段階で既設
の利用が可能であることを確認した。また、底部敷金物直上流エ
プロン部に洗掘があることも把握できていたため、その対策を現
場着手前に検討することで、工程遅延を未然に防止した。
以上のとおり受注者は、効率的な施工計画の提案、及び事前の現
地調査による現状把握の実施、関連工事との工程調整等に配慮す
ることにより、工期内に安全かつ確実に工事を完了した。

契約額 175,144 千円

工　期 H30.3.7 ～ R3.3.31

施　工　状　況　等

国営宮川用水土地改良事業計画に基づき、
粟生頭首工土砂吐ゲート設備の整備を行う
もの。

　土砂吐ゲート設備整備　２門
　鋼製付属設備整備工　　１式
　洗堀部補修工　　　　　１式

工事の概要

受注者 （株）丸島アクアシステム

受注者からの提案による施工方法の変更

変更

25t吊ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ

120t吊ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ

仮設進入路（桟橋）

仮締切設置用進入路

仮締切

右岸より進入

仮設桟橋より施工 右岸 左岸右岸 左岸

関連工事で設置
した仮締切工

調査範囲

左岸より進入

左岸ヤードより施工

側部戸当たりの
摩耗状況

エプロン部の
洗堀状況

120tラフテレーンクレーンによる施工状況

120t吊ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾚｰﾝ

更新ｹﾞｰﾄの吊り込み状況

戸当たり部の事前調査
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令和３年度　東海農政局所管農業農村整備事業優良工事等受注者表彰

【工事】

東急建設（株）名古屋支店

施工場所 愛知県海部郡飛島村梅之郷地内

施　工　状　況　等

対象工事等の概要

地区名 尾張西部地区 表彰の理由

工事名
尾張西部地区
日光川河口排水機場基礎耐震化
対策その４工事

　本工事は、供用開始後20年以上が経過し、大規模地震に対し耐
震性能を有していない排水機場基礎部の耐震対策として、高圧噴
射攪拌工法による地盤改良工を行い、耐震性能の向上を図るもの
で、本工事において全体84本のうち14本の地盤改良工を行ったも
の。
地盤改良工の施工は、隣接する愛知県建設局が管理する日光川排
水機場との間の狭小な作業空間で、排気ダクトなどの障害物があ
る中での施工であった。このため、受注者の提案により、両機場
間へ4.9ｔ吊小型クローラクレーンを投入することで、地盤改良の
ための作業構台を精度高く組み立て確実な施工を行うことが可能
となり、必要な資材をクレーンを活用して整理、配置すること
で、効率的な地盤改良作業を実施した。
また、地盤改良工の実施に伴い排出される汚泥について、受注者
の提案により汚泥専用の配管の設置により、確実に汚泥ピット及
び処理槽に導水することで、周辺への汚泥流出もなく確実な廃棄
処理を実施した。
さらに、両機場間の連絡用地下通路を貫通しての施工が求められ
たことから、精度の高い作業構台の設置とともに、削孔時及び地
盤改良時に見張り員を配置することで、作業の安全確保を行いな
がら確実な施工を行った。
以上のとおり受注者は、現場条件を的確に把握し、効率的な施工
の提案を行うとともに、作業時の安全確保にも取り組むことで、
工期内に安全かつ確実に工事を完了させた。

契約額 499,730 千円

工　期 R2.6.22 ～ R3.3.26

国営尾張西部土地改良事業計画に基づき、
日光川河口排水機場基礎の耐震化対策を行
うもの。
　基礎耐震化対策工
　　地盤改良工
　　　（高圧噴射攪拌工法）　Ｎ＝ 14本
　　復旧工　　　　　　　　　１ 式

工事の概要

受注者

日光川河口排水機場

日光川排水機場

小型クレーン（2.9t吊）による施工状況

各資材の整理、配置の状況
排泥の処理状況
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令和３年度　東海農政局所管農業農村整備事業優良工事等受注者表彰

【工事】

日本国土開発（株）名古屋支店

施工場所 愛知県小牧市二重堀地内

施　工　状　況　等

対象工事等の概要

地区名 新濃尾地区 表彰の理由

工事名
新濃尾（二期）農地防災事業
新木津用水路小牧二重堀工区(そ
の４)改修工事

　本工事は、新木津用水路に流入する地域排水の増加に対応で
きるよう、同水路の通水断面を拡大するものであり、新木津用
水路のうち河川と供用する区間2,078ｍのうち143ｍをブロック
積水路へ改修したもの。
河川内工事のため、限られた工期の中で品質の高い構造物を築
造することが求められ、特に、橋梁架け替え部の橋台及び橋梁
床版のコンクリート型枠の解体は、必要なコンクリート強度を
確認した上で行う必要があった。本工事では、コンクリート打
設時に供試体を追加採取し、標準養生（水中養生）よりも現場
条件に近い「現場気中養生」による圧縮強度試験を実施し、型
枠解体の可否を判断したことで、品質の向上と工程の確保が図
られた。
また、工事現場が住宅地に隣接していることから、現場周辺の
除草活動を行うなど、地域の環境美化への取り組みを行い、地
域から評価を受けた。さらに、毎月１回近隣住民に対し現場作
業状況などを記載したパンフレットを作成、配布することで、
近隣住民とのコミュニケーションを図り、工事内容の理解を通
して、円滑な施工を実現した。
以上のとおり受注者は、構造物の品質向上に努めるとともに、
本事業のイメージアップにも貢献し、工期内に安全かつ確実に
工事を完了させた。

契約額 277,585 千円

工　期 R1.8.30 ～ R2.5.29

国営新濃尾土地改良事業計画に基づき新木
津用水路の改修を行うもの。
　水路工　　　　　　 L＝143.379m
　　護岸工　　　　　　　A＝1,141m2
　　底張工　　　　　　　L=143.379m
　付帯工
　　橋梁工　　　　　　　　１橋
　　暫定取付工　　　　　　１式
　既設構造物撤去工　　　　１式
　復旧工　　　　　　　　　１式

工事の概要

受注者

コンクリートテストピースの作成
（通常 6本 本工事 15本）

テストピースの気中養生状況

気中養生時の強度試験状況
（材令 ３日）

地元向けパンフレット
（工事状況、通行規制情報提供）

現場周辺の除草の状況
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令和３年度　東海農政局所管農業農村整備事業優良工事等受注者表彰

【工事】

（株）奥村組名古屋支店

施工場所 愛知県豊田市広美町地内

施　工　状　況　等

対象工事等の概要

地区名 矢作川総合第二期地区 表彰の理由

工事名
矢作川総合第二期地区
明治本流（下流部）耐震化対策
その６工事

　本工事は、明治幹線水路の耐震化を図る目的で、農業用水と工
業用水を通水させながら、函渠工（二連現場打ボックスカルバー
ト）の改築を行ったもの。
本水路は、農業用水と工業用水との共用水路となっているため、
通年通水を行うことが求められる。このため、既設水路及び新設
水路を利用した片側通水を行いながらの施工となり、施工順序が
複雑となることや、通水の切替えのための施設管理者（土地改良
区及び愛知県企業庁他）や関連工事との調整などが必要であり、
施工計画及び工程管理が重要となった。
作業の効率化への取り組みとして、工事用道路と函体間の移動に
ついて桟橋通路を設置することで、安全にスムーズな移動を可能
とするとともに、大型土のう製作に専用機材を活用し、スピー
ディーかつ安全な製作を行ない、効率的な施工を行った。
さらに、夏期の高温時のコンクリート打設において、その対策と
して練混水に地下水を使用しコンクリート打設温度を低下させ、
さらにコンクリート打設前に、散水を行い乾燥を防ぐとともに、
気化熱を利用した型枠などの冷却により、コンクリートの品質向
上に取り組んだ。
また、掘削作業時の安全対策として、バックホウの後方及び側方
監視のためにカメラを設置し、重機と作業員との接触事故防止対
策に取り組み、また熱中症対策として、特に熱のこもりやすい函
体内へ送風機及びスポットクーラーを設置した。
以上のとおり受注者は、効率的な施工行うとともに、構造物の品
質向上に努め、また、作業の安全対策を行うことで、工期内に安
全かつ確実に工事を完了させた。

契約額 279,840 千円

工　期 R2.4.28 ～ R3.3.26

国営矢作川総合第二期土地改良事業計画に
基づき、明治用水路（下流部）の耐震化対
策を行うもの。
　函渠工　　　　　　L＝96.00ｍ
　　　現場打２連ボックスカルバート
　　　ボックス内径 3.20m×3.20m 2連

工事の概要

受注者

混練水の地下水利用の状況

地下水ポンプ室

地下水温
１９℃

コンクリート打設前の散水状況

大型土のうの製作状況

専用機材

カメラ付きバックホウ

熱中症対策

送風機

ｽﾎﾟｯﾄｸｰﾗｰ

モニター

後方カメラ
側方カメラ
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令和３年度　東海農政局所管農業農村整備事業優良工事等受注者表彰

【工事】

徳倉建設（株）

施工場所 愛知県安城市今池町、池浦町地内

施　工　状　況　等

対象工事等の概要

地区名 矢作川総合第二期地区 表彰の理由

工事名
矢作川総合第二期地区明治本流
（下流部）耐震化対策中東工区
その１工事

　本工事は、明治幹線水路の耐震化を図るため、既設函渠
（B=4.0ｍ×H=4.0ｍ）内に外径3,888mmの鋼管を挿入、設置し
たもの。
本工事では、鋼管の挿入作業においては、既設水路と挿入する
管の上下左右の離隔が56mmと小さいことから、鋼管と既設水路
が干渉するおそれがあった。このため、受注者自ら現場専用に
設計した台車を製作し、安全かつ確実な挿入作業と、微調整が
可能な電動フォークリフトを活用することで、施工の安全性確
保と工期の短縮を図った。
また、現場見学会を開催し、地域住民とのコミュニケーション
を図るだけでなく、地元ケーブルテレビの取材を受け、事業及
び工事の紹介を行うことで事業ＰＲに取り組んだ。さらに、施
工現場が国道１号線、名鉄名古屋本線横断部の直下流に位置
し、既設用水路西側の自転車道が整備され、通勤・通学に利用
されていることから、施工現場に隣接する県道に本事業及び工
事概要を記載したＰＲ看板を設置し、県道等を通行する一般の
方々への本事業及び工事のＰＲを行った。
以上のとおり受注者は、地域住民の工事への関心が高い地域に
おいて、本事業のイメージアップにも貢献するとともに、構造
物の品質の向上及び安全対策に努め、工期内に安全かつ確実に
工事を完了させた。

契約額 258,170 千円

工　期 R2.6.24 ～ R3.3.25

国営矢作川総合第二期土地改良事業計画に
基づき、明治用水路（下流部）の耐震化対
策を行うもの。
　管水路工　φ3,850mm　L＝70.000ｍ
　　　ボックスインパイプ工法
　　　ボックス内径　4,000×4,000

工事の概要

受注者

専用フォークリフトと

専用運搬台車
4000

4
0
00

現場見学会と地元ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ局の取材

地元ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ局
取材ｶﾒﾗ

ＰＲ看板の設置状況

鋼管内の見学の様子
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令和３年度　東海農政局所管農業農村整備事業優良工事等受注者表彰

【業務】

内外エンジニアリング（株）

業務場所 三重県津市地内

施　工　状　況　等

対象工事等の概要

地区名 中勢用水地区 表彰の理由

工事名
中勢用水地区
幹線水路機械設備整備検討業務

　本業務は、国営施設機能保全事業 中勢用水地区の対象施設であ
る幹線水路に設置されたゲート、バルブ等の機械設備について、
過年度実施された機能診断調査結果を基に、各施設の整備計画を
立案し実施設計を行うとともに、工事発注に必要な資料（図面、
設計数量他）を作成、整理するものである。
業務実施において、広範囲に点在するゲート、バルブ、電気設備
等の多様な設備について、施設管理者の意見を聞取ったうえで、
各設備の補修整備計画を策定する必要があった。このため、施設
管理者より維持管理上の課題も聞取り、総合的に検討を行ったう
えで、機器の補修、更新にあたって必要となる断水期間にも配慮
した施工計画を策定した。
また、工事発注に必要な前歴事業時の図面について、工事発注時
に有効活用できるよう受注者の提案によりＣＡＤ化を行うととも
に、過年度発注工事を参考に、特別仕様書の記載内容について適
宜見直しを行った、加えて、地区個別の記載内容に編纂し、機器
仕様なども的確に記載し作成したことで、工事に十分活用できる
内容に取りまとめを行った。
さらに、業務実施期間中に新型コロナウィルス対策による「緊急
事態宣言」が発出されたことに伴い、会社としていち早くテレ
ワーク体制を確立し、在宅勤務においても発注者と業務進捗に合
わせた情報共有を円滑に行うことで、遅延なく確実に業務を完成
させた。
以上のとおり、広範囲に点在する多種多様な機械設備の整備計画
及び補修更新のための実施設計を、コロナ禍においても着実に業
務進捗を行っており、工事発注を見据えた優れた業務成果となっ
ている。

契約額 14,520 千円

工　期 R2.10.6 ～ R3.3.19

国営中勢用水土地改良事業により造成され
た幹線水路ほかに設置されている機械設備
について、過年度実施した機能診断調査結
果を基に、整備方法を検討し、工事発注に
必要な資料（仮設計画検討、図面、数量、
概算工事費等）の作成を行うもの。

　　　対象施設　　29施設
　　　　・導水路　　　７設備
　　　　・北幹線水路　17設備
　　　　・中幹線水路　５設備

業務の概要

受注者

 

至 南北分水工 

南北分水工
現地調査状況

南北分水工航空写真

１．南北分水工 現況評価

1.準備工 20 20

2.南北分水工 44 44

2.1　北幹線ゲート 44

2.2　南幹線ゲート 44

2.3　余水吐ゲート 35

項　　目

工　　　　種 工 程

施　工　期　間

10   20 10   20

1ヶ月 2ヶ月

断水期間

44日

２．南北分水工 整備計画(抜粋)

３．南北分水工
工事工程計画

南北分水工

取りまとめ事例
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令和３年度　東海農政局所管農業農村整備事業優良工事等受注者表彰

【業務】

（株）ユニオン

業務場所 岐阜県高山市、三重県御浜町地内

施　工　状　況　等

対象工事等の概要

地区名 木曽川水系 表彰の理由

工事名
完了地区フォローアップ調査
飛騨東部第一地区・御浜地区整
備計画等検討業務

　本業務は、国営農地開発事業 飛騨東部第一地区及び御浜地
区により造成された各団地について、営農状況や農業用施設の
課題の把握とその対策方法の検討を行ったもの。
調査の実施において重要となる耕作者や地元自治体が抱えてい
る課題やその対策手法の検討において、岐阜県の飛騨地域と三
重県の御浜地域といった東海地方の最北部と最南部に位置する
地区で、対象となるすべての団地において耕作者と関係自治体
との意見交換を複数回実施した。
また、耕作者の要望や地元自治体が考えている今後の更新整備
の方向性について的確に把握し、整備構想についても現状施設
の機能診断結果に基づく技術的な課題解決も含めて検討を行っ
た。さらに、すべての団地において誰でもわかりやすいようビ
ジュアル的な整理を図り、耕作者や地元自治体へ示すととも
に、今後の更新整備等の基礎資料として取りまとめることで、
本調査業務の目的を十分に発揮した。
以上のとおり本調査実施によって対象地区の課題が明確に整理
され、同時に関係者間で情報共有が出来たことにより、より具
体な今後の対策方法が検討できた。その成果は十分に地元耕作
者や自治体の期待するものとして好評を得た内容であり、優れ
た業務成果となっている。

契約額 13,640 千円

工　期 R2.9.8 ～ R3.2.24

国営農地開発事業によって造成された飛騨
東部第一地区及び御浜地区の各団地につい
て、営農状況、畑かん施設等農業用施設の
状況及び現在の農業経営に関する課題の把
握とその対策方法の検討を行うもの。

　飛騨東部第一地区　　20団地
　御浜地区　　　　　　17団地
　　施設機能調査　　　　37団地
　　地元意向調査　　　　37団地
　　整備構想検討調査　　37団地

業務の概要

受注者

【施設機能診断調査】

現地調査と問診調査により、施設の老朽化等の状況を把握し、地元意向を踏

まえ

ながら、各団地の補修計画と対策手法を検討し、再整備構想案を作成した。

また、2ヶ年の調査結果より、地区ごとの施設整備や営農に関する課題を整理

し、課題解決に向けた施設整備モデルをハード及びソフト面から設定した。

【地元意向調査】

〔① 第1回意見交換会〕

事前にアンケート形式の事前調査票を配布し、団地別に意見交換会を開催し、

代表者から営農と施設についての現状と意向を聴き取り、把握した。

【とりまとめ】

両地区の課題、施設整備モデル、各団地の意向等を取りまとめた。

【地元意向調査】

〔② 関係機関調整会議〕

これまでの調査結果と第2回意見交換会での提示資料について、関係機関（県、

市町、土地改良区）の意向と調整事項等を確認した。

〔③ 第2回意見交換会 事前説明会〕

各団地の代表者に再整備構想案を説明し、各々の意向に沿った構想となっている

かを確認した。

〔④ 第2回意見交換会〕

各団地代表者及び関係機関が参集し、地区全体の課題の共有や今後の営農の展開

方向、施設の維持管理等について意見交換した。

●団地内における意見交換の機会を提供（両地区）

第１回意見交換会の事前配布資料（アンケート）の配布・回収が良い

機会となり、これまで少なかった団地内の営農者同士における話し合いや

意見交換の機会を提供できた。

●地区の将来展望や課題の情報共有（両地区）

各団地及び地区全体の営農及び施設管理に関する現状と課題を資料に

整理したことで、これまで漠然としていた内容について、全ての関係者で

情報共有できた。

●地区内の連携強化の機会提供（飛騨東部第一地区）

第2回意見交換会で、地区で営農資材等を共同購入する等の提案がな

され、本業務を機会に今後、地区内の連携強化へ繋がることが期待できた。

●県営事業の実施に向けた基礎資料の提供（御浜地区）

御浜地区は、来年度から県営事業を国営の農地造成団地で予定してお

り、事業実施に当たり、本業務の成果を計画案の基礎資料として活用した

いと依頼され対応した。

作業計画フロー

整備構想（案）イメージ図

業務の効果取りまとめ
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令和３年度　東海農政局所管農業農村整備事業優良工事等受注者表彰

【地域貢献】

実施者 ＮＴＣコンサルタンツ（株）

活動場所 愛知県西尾市西幡豆町西池地内

施　工　状　況　等

対象工事等の概要

地区名 矢作川総合地区 表彰の理由

工事名
矢作川総合地区内における農業
用施設の保全及び農村環境保全
活動を実施

　本活動は、国営矢作川総合農業水利事業で造成した八幡調整
池において、地域貢献活動の取り組みとして、農業用施設の保
全及び点検等を実施したもの。
本活動は施設管理者・受益者とのコミュニケーションを通じ
て、農業農村整備事業及び農業用水利施設の重要性について理
解を深め、業務への取組意欲の向上を図ることを目的として実
施しているもの。
活動は、平成18年度以降継続的（令和2年度までに15回）に取
り組んでおり、農業用施設の保全として、ダム貯水池の清掃を
行うとともに、堤体及び付帯施設の点検、機能診断を実施し、
機能診断結果を報告書にとりまとめ、施設管理者への報告を
行っている。
また、農村環境の保全として、ダム下流斜面でのスイセン球根
の植生、ダム天端の除草、生活ごみ除去等の施設保全、景観保
全（西尾市西幡豆町、幡豆土地改良区との協賛活動）を実施し
ている。
本活動は、地域のコミュニティ紙にも毎年活動状況が掲載され
ており、施設管理者である幡豆土地改良区からも高い評価を得
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
掃などの保全活動や機能診断、点検を、地元自治体や施設管理
者とともに継続的に取り組み、社員の意識向上を図るととも
に、施設管理者からも高い評価を受けており、地域貢献活動と
して評価できる活動となっている。

活動の目的

　矢作川総合農業水利事業において、設計
に関わった八幡調整池において、農業用施
設の保全、農村環境の保全などの地域貢献
活動を通じ、施設管理者および受益者等と
のコミュニケーションを通じ、農業農村整
備事業及び農業用水利施設の重要性につい
て、社員の理解を深め、業務への取組意欲
の向上を目的に継続して活動を行ってい
る。

実施者

堤体下流面施設状況

間隙水圧測定（過年度との比較）

漏水量観測

堤体下流面側溝清掃 協働によるスイセンの植栽

堤体下流面調査状況

間隙水圧計
（漏水観測ピット内）

地元新聞記事
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