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１．地区の概要
名取川地区は，宮城県の南部に位置し仙台，

名取，岩沼の３市に広がる約 2,650ha の都市近
郊型農業地帯で「名取耕土」と呼ばれ，稲作を
中心に，露地野菜や花き等を組み合わせた複合
経営を展開する，県内有数の農業地帯です。

本地区の基幹的な農業水利施設は，昭和 42
年度から昭和 60 年度に実施された国営名取川
土地改良事業により，名取川頭首工，用水路約
20km，防潮樋門１箇所，排水機場４箇所，排水
路約 45km が造成されました。このうち，沿岸
部に造成された防潮樋門や排水機場，排水路等
については，平成 23 年の東北地方太平洋沖地
震及び地震後に襲来した大規模津波により，未
曽有の被害を受けましたが，直轄特定災害復旧

事業により復旧し，供用を開始したところです。
一方，内陸部に位置する名取川頭首工（図－

１）や用水路については，大きな被害こそなかっ
たものの，名取川頭首工においては，老朽化に
より，電気設備の不具合やゲート開閉装置の故
障によりゲート操作が一時不能となるととも
に，躯体のひび割れや摩耗等による施設の性能
低下も確認されたことから，平成 25 年度より，
原因究明等の調査を実施しました。

また，名取川頭首工の近傍には，活断層（長
町―利府線断層帯）が確認されており，直下型
の大規模地震が発生した場合には，隣接する住
宅地や主要道路に多大な被害を与える懸念があ
り，早急な耐震化が必要とされました。
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図－１ 名取川頭首工上流部よりの全景

      



22 JAGREE 97．2019・11

図－２ 機能診断判定図

２．国営施設応急対策事業の起因
国営施設応急対策事業採択の要因は，表－１

のとおり主に電気設備及び可動部の経年劣化に
よるものと考えられます。

３．名取川頭首工の機能診断結果
頭首工の診断結果については，図－２ 機能

診断判定図に示すとおり S －１～ S －４判定
であり，S －４（劣化が軽微なもの）においても，

耐震強度が不足する部位については，改修する
こととしました。

コンクリート構造物については，摩耗，ひび
割れ，断面欠損及び耐震性能の不足。

施設機械構造物については，動作不良，交換
部品が入手困難，腐食，塗装劣化。

電気設備においては，動作不良，耐用年数超
過，交換部品が入手困難。

これらの要因により改修し長寿命化を図ります。

表－１ 名取川頭首工における不測の事態の発生要因

不測の事態 
原 因 

事 象 詳 細 

洪水吐ゲートの片吊りによるモー

ター過負荷でゲート操作不能

滑車の回転不良によるワ

イヤーロープの緩みから，

ウエイトが脱落し，傾斜感

知出来ないことが原因

土砂吐ゲートミューリフターブレ

ーキの脱落によるゲート操作不能 

傾斜感知が出来ないことによりゲートの片

吊りが発生。モーター過負荷により緊急停止

し，ゲート操作不能となった。 

使用頻度が多いことから

生じたボルトの緩みが原因 

遠方操作ケーブルの絶縁不良によ

るゲート操作不能 

ボルトが緩んだことにより部品（ブレーキ）

が脱落し，ブレーキがきかないことからゲー

ト操作不能となった。

配線が雨にさらされたこ

と及びケーブル内の結露が

原因 

洪水吐ゲートミューリフターブレ

ーキの作動が遅く異音発生 

遠方操作ケーブルが損傷したことにより，

漏電遮断機作動のためゲート操作不能となっ

た。 

ブレーキ内部構造及びバ

ネ等の破損が原因

休止フックレバーの作動不良 

作動が遅いためゲート操作に時間がかか

る。ブレーキが作動しない場合はゲート操作

不能となる。 

油の固着が原因 

土砂吐ゲート機側操作盤内ブレー

カーの復帰不良

休止フックレバーが作動せず，扉体を休止

フックにかけられないため，ゲートの点検整

備が出来ない。結果，開閉装置に負荷がかか

る。

ブレーカー内部の破損が

原因 

ゲート操作時，ブレーカー異常時以外にも

緊急停止し，ゲート操作不能となる可能性が

ある。 
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４．国営施設応急対策事業の計画
このことから，「名取川頭首工」の機能保全

対策と耐震化対策を一体的に実施するため，平
成 28 年度に国営名取川土地改良事業（国営施
設応急対策事業）を着工，平成 33 年度の完成
を目指し，農業用水の安定供給と施設の維持管
理に要する費用と労力の軽減を図るとともに，
大規模地震の発生に伴う被害の防止又は軽減を
図ることとしました。

主要工事計画としましては，ゲート開閉装置
の更新，取水口，取水堰，付帯設備，管理設備
の補修及び機器の更新，堰柱，管理橋，洪水吐
ゲート，土砂吐ゲートの耐震補強を実施するも
のです。

なお，その他の用水路の機能診断結果につい
ては，現状では補修等の必要はなく継続監視し
ていくこととしています。

５．事業実施状況
事業実施にあたっては，阿武隈土地改良調査

管理事務所の名取支所として，宮城県名取市内
に平成 28 年６月に設置され，職員３名で着手し
現在は１名増員され４名体制で行っています。

初年度は，詳細設計及び関係機関との協議を
進めました。

平成 29 年度は，河川管理者の同意も得て河
川仮締切等がなくても実施可能な取水口のゲー
ト補修及び巻上機の更新（図－３参照），管理
棟や予備ゲート格納庫（図－４参照）の建築物
補修等を実施しました。

平成 30 年４月には，施設機械の補修に係る
４カ年国債（平成 34 年３月末まで）工事に着
手し，平成 30 年度は機器の製作を進めました。

また，河川仮締切等の仮設を担い土木構造物
の補修を実施する土木工事については，平成
31 年２月に契約を締結し，本格的には令和元
年 10 月１日より河川内の工事を開始する予定
です。

各工事については，河川内工事が 10 月１日
から翌４月 30 日までとなっていることから，

それ以外の時期には製作工事や河川外の工事を
進めることとしています。

工期毎の実施内容は図－５施工期別区分図に
示すとおりです。

図－５ 施工期別区分図

図－３ 右岸取水ゲート

図－４ 予備ゲート格納庫
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６．事業実施において感じたこと
ストックマネジメントとして施設の長寿命化

を図る上で，新設とは違った事業実施上の問題
や制約なども発生します。今回実際に実施して
いく中で何点か気づいた事項について紹介しま
す。

（１）共同工事にかかる調整
名取川頭首工は，工業用水及び上水道との共

有施設となっているため，事業計画時点で本事
業の実施に係る同意を得て着手しましたが，そ
の後，取水量が大幅に変更となり施設管理費の
見直し等が必要となるなど，各機関それぞれに
思惑があって協定がスムーズには進まないとこ
ろがありました。

（２）関係河川使用者との調整
計画段階で説明し了解を得ている内容であっ

ても，実施時点ではまた違う意見や要望が出さ
れ，それへの対応を検討しながら進めたため，
関係機関との確認・調整・了承には予想以上の
時間を要しました。

（３）河川管理者との調整
改修工事とは限らない事項ではありますが，

取水しながら頭首工を改修することや，仮設構
造物の設置位置等に係る制約など，詳細な部分
の調整に伴う大幅な仮設計画の見直し等が必要
となるなど協議にも思わぬ時間を要しました。

（４）施設管理受託者との調整
事業計画時点でも施設管理受託者の意見も踏

まえ改修を計画していますが，施設を運用しなが
らの更新であるため，既存の機器を利用して更
新した機器を一時的に操作するなど新設とは異
なる制約などもあり，施設管理受託者の要望す
べてには沿えない部分もでてきてしまいました。

（５）既存施設と補修材との付着の評価について
頭首工補修の一部には，新技術情報（NETIS）

等にも登録されている資材を採用しています
が，既存構造物との一体性の確保をどのように
考えるかが問題となりました。

補修材の付着力は，製品の性能として示され
ているものが多いですが，既存のコンクリート

施工年度 施 工 内 容 

土木工事 施設機械工事 

資材等準備平成 30 年度 P1～P5 堰柱階段工更新（製作） 

P1～P5 堰柱防護柵更新（製作） 

No.1 洪水吐ゲート開閉装置等（製作） 

平成 31 年度 

(1 期施工) 

左岸魚道歩廊設置 

左岸護岸手摺改修 

左岸取水工改修 

P1,P2 機側操作室改修 

No.1 洪水吐ゲート改修 

P1,P2 堰柱改修 

P2 導流壁改修 

No.1,No.2 洪水吐下流エプロン改修 

P1.P2 管理橋落橋防止 

左岸魚道改修 

左岸取水工ゲート門柱改修 

平成 32 年度 
(2 期施工) 

P3 堰柱改修 
No.2 洪水吐下流エプロン改修 
P3 管理橋落橋防止 

No.2,No.3 洪水吐ゲート改修 
P3 機側操作室改修 

平成 33 年度 
(3 期施工) 

右岸護岸手摺改修 
右岸取水工改修 
左右岸水位計更新 
管理橋高欄改修 
電気設備改修 
土砂吐ゲート改修 
右岸魚道歩廊設置 
左岸階段工更新 

P4,P5 堰柱改修 
P4 導流壁改修 
土砂吐下流エプロン改修 
P4,P5 管理橋落橋防止 
右岸魚道改修 
管理橋門扉更新 

P4,P5 機側操作室改修 

表－２ 施工期別区分 凡例
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の処理方法をはつりや高圧洗浄により行った場
合，既存コンクリートとの付着力の評価に具体
的なものがないことや，どのような条件下でど
の程度付着力を確保すればよいのかを，明確に
判断できる資料が少ないことから，下地処理の
工法決定に苦慮しました。

（６） 施設機械設備の機能保全計画の考え方に
ついて

機能保全計画書で設定される部品毎交換の単
価は，個々の部品交換に係る費用としては，妥
当であると考えられます。しかし，施設機械等
については，耐用年数は異なるものの一体で交
換した方が安価となるケースもあることから，
実施設計において，再度詳細に整備費の積み上
げを行ったところ，事業計画時点とは異なる範
囲での整備の方が安価となる結果となりまし
た。

（７）機能診断結果と実際の状況
本施設は，通年湛水しており詳細な調査範囲

が限られていたことも要因ですが，周辺施設の
一部改修工事を先行したところ，水中部の扉体
の損傷や地中部，コンクリート埋設の電線管へ
の通線ができないという箇所が多く，補修部の
追加や電線管路の新設を変更で追加するなど，
機能診断では判明していない部分の改修追加や
内容の変更が見受けられました。

（８）工事の発注について
ストックマネジメントに係る事業計画は，不

確定要素も多いことから最大限のリスクを想定

した計画とし，実施設計や工事費積算において
は，通常の工事と同様の施工を行う場合であっ
ても標準歩掛の施工量より極端に少ない場合や
標準施工の手順と異なる場合が多いことから，
標準施工から外れるものは歩掛見積を採用する
などして，実情に合った工事内容とし，入札不
調や落札に至らないということが生じないよう
留意することが必要であると感じました。

また，工事別にみると，施設機械工事につい
ては，製作工事がなく補修のみの場合には受注
希望者が極端に少なくなる傾向にありました。
土木工事については，工業用水供給等通年利用
が基本となっている本施設を稼働させながらの
工事が基本となり，河川水位を下げられる期間
は仮締切の設置時と撤去時のみであることや，
大量の用水を必要とするかんがい期には，工事
は殆ど実施できないという工程制限が多いため
現場管理費等にも乖離が生じる傾向にあり，標
準積算をそのまま適用して実施する場合には諸
経費の不足からも入札不調や落札に至らないと
いう懸念もありました。

７．おわりに
今後「農業水利施設の長寿命化とライフサイ

クルコストの低減」により，ますますストック
マネジメントに係る事業が進められていくこと
から，P.D.C.A を確実に進展させ，積算技術も
含め新技術の開発と現場への円滑な導入を推進
しつつ，適切な時期に適切な機能保全対策を実
施することで施設の長寿命化とライフサイクル
コストの低減を図り，よりよい農業水利施設の
保全・整備に努めていくべきであると思います。

      




