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ストックマネジメントストックマネジメント

１． はじめに

赤川二期地区は日本有数の米どころ庄内平野の
中心部に位置し，山形県鶴岡市，酒田市及び三川
町にまたがり，日本最大級のかんがい水利施設（受
益面積 10,054ha, 代かき最大取水量 41m3/s）を
有しています。

本地区の基幹水利施設である赤川頭首工，赤川
揚水機場及び幹線用水路は，国営赤川土地改良事
業（昭和 39 年～昭和 49 年）で造成されましたが，
築造後 40 年以上が経過していることから，施設
の老朽化が著しく，施設の維持管理に多大な経費
と労力を要しています。このため，本事業では赤
川頭首工及び幹線用水路を改修するとともに，赤
川揚水機場を廃止し赤川頭首工に取水を一本化す
る用水系統の再編を行うものです。

用水路の施工内容については，①老朽化による
劣化が著しい箇所の内面補修，②赤川揚水機場の
廃止に伴う通水量増加区間の水路側壁の嵩上げ，
③嵩上げでは通水断面を確保できない区間の改築

（L 型ブロック水路，大型フリューム水路）に大
別されます。 

このうち，内面補修の基本的な考え方や工法等

に関しては，ストックマネジメントの手引きやマ
ニュアル類の整備が行われていますが，実際の施
工に際しては，現場の施工条件や気象条件，さら
には試験施工結果を踏まえて，適切な整備方法あ
るいは整備水準について検討すべき課題が生じて
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地方の動き

写真１　地区の水源、赤川頭首工

写真 2　用水路の老朽化の状況

図 1　用水路の施工内容 
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います。また，改築区間では，積雪寒冷地のため，
作業日数の確保が課題となっています。本稿で
は，これらの課題を解決するために，平成 26 年
度に赤川農業水利事業所が実施した取組を紹介し
ます。

２． 内面補修工事での品質確保の取組

（1）仮囲いの設置

本地区は，積雪寒冷地域であり，工事期間の最
低気温が 0℃を下回る日が工事期間中の大半を占
め，累積降雪量も２ｍとなることと，冬期は庄内
平野特有の季節風が厳しい地帯でもあり，コンク
リートの品質を確保するための４℃及びドライ状
態を確保することが困難な地域です。

このため，積雪，寒冷及び強風対策として仮囲
いを設置することとしました。具体的には，仮囲
いは内面補修を行うバレルの範囲に設置します。
補修内容が目地補修のみの場合は目地部のみとし
１箇所あたり２ｍ，隣接する上下流のバレルに補
修がなくかつ１バレルの中で表面被覆以外の補修
が１箇所の場合は，バレル延長の半分を仮囲いす
ることとしました。

これらの考え方については，発注時に，標準的
な仮囲いの設計（単管パイプとパイプサポートに
より屋根及び囲枠を設け，ブルーシートにより覆
う構造）として現場説明書に記載しました。

このことにより，受注者は，水路幅，高さが異
なる現場に応じた仮囲いを設置することができま
した。 

（2）補修工事における適正な歩掛の設定による

品質の確保（歩掛調査の実施）

①目的と調査方法 
本地区の補修工事については，積雪寒冷地であ

ること，施工箇所が点在していること，用水路の
高さが最大 3.8m に達する区間があることなど，
施工条件が特殊であることから，標準歩掛の適用
について改めて検討する必要があると考えまし
た。このため，現場条件を踏まえた実際の施工に
要する歩掛の把握を目的に，平成 26 年度施工の
８件の用水路補修工事を対象に，歩掛の実態調査
を実施することとしました。

歩掛の実態調査の実施方法については，各工事
の特別仕様書に当初想定の標準歩掛を明示した上
で，施工時に歩掛の実態調査を行い，調査結果と
著しい相違が生じた場合は協議することとしまし
た。なお，調査回数については，作業開始時と作
業中盤時，本格的積雪時の３回，表面被覆工，断
面補修工等の各工種毎に調査することとしまし
た。また，歩掛実態調査の記入様式にはコメント
欄を設け，当初歩掛との差が大きい場合はその要図 2　仮囲い標準図

 写真 3　仮囲いの設置状況

写真 4　補修区間が点在する 
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因について施工業者が記載することとしました。
調査した歩掛は工事の設計変更のスケジュール

を勘案し，平成 27 年 2 月上旬には各工事の実態
調査の結果を集計・分析して当初の歩掛と比較す
るとともに，その内訳について，施工業者からヒ
アリングを行い，歩掛の妥当性について確認の上，
その結果を基に設計変更し積算に反映させること
としました。

②歩掛実態調査の結果
全工事の工種毎の歩掛実態調査の結果を集計・

分析したところ，概ね全ての工種で歩掛に明らか
な変動が確認されました。併せて施工業者からヒ
アリングを行った結果，各工種の主な歩掛の変動
要因は次のとおりでした。

表１のとおり，歩掛変動の主な要因としては，
水路縦断方向のみならず，上下方向の移動手段（段

取り替え）が頻繁に発生し，作業が非効率となっ
ていること，仮囲いの設置・撤去には，高所作業
となりとび工が必要であること等が注目されま
す。なお，歩掛の増加の程度について，各工事間
において大きな差異は見られず，調査結果につい
ては妥当と判断しています。

この結果を踏まえ，事業所では，内面補修工事
各工種の歩掛を集計し工事数で除して歩掛の平均
値を算定して，標準歩掛を補正することとしました。

なお，補修作業は，天候や作業員の熟練度等の
影響も受けることもありますが，工種の内訳とな
る各作業内容の歩掛の算出は行わず，工種全体と
して補正することとしました。また，8 件の補修
工事には，水路規模にばらつきもありますが，路
線ごとの歩掛の補正は行わず，事業所として一本
化しました。

写真 5　足場の移動 写真 6　材料の小運搬 

表 1　歩掛実態調査の対象工種と，歩掛変動の主な要因
対象工種 単位 歩掛増加の主な要因 

（1）表面被覆工（吹付） m2
〔A〕吹付に係るプラント移設及び作業後のホース内に残る廃棄コンクリー

ト処理に時間を要し，作業が非効率となるため増加。このため左官仕上
げで実施した現場もあった。 

（2）断面修復工  

① カッター工（D ≦ 3cm）  m
〔B〕作業箇所の移動に伴う機材等の運搬が，水路縦断方向のみならず，水路

壁上下方向にも生じており，これに要する時間が影響している。また施
工面積が小さく，作業が非効率となるため増加。 

② カッター工
（3cm ≦ D ＜ 6cm）

 m 〔B〕と同じ。 

③ 鉄筋防錆工  m
〔B〕と同じ。
〔C〕冬期施工のため，防錆材塗布前にガスバーナーで施工箇所を乾燥養生さ

せる必要があるため増加。 
④ プライマー塗布 m2 〔B〕と同じ。
⑤ 断面修復（平均 D=3cm） m2 〔B〕と同じ。

（3）仮囲い（設置・撤去） m2 〔D〕仮囲いの設置・撤去には，高所作業が伴うことから，普通作業員だけ
でなくとび工が必要になるため増加。
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以上の歩掛を基に，受発注者間で協議の上，設
計変更に反映させました。

（3）ひび割れ補修工の見直し幅（0.2mm ～ 0.5mm）

ひび割れ補修については，「農業水利施設の機
能保全の手引き」等に基づき実施箇所を調査選定
するとともに，補修方法は，「農業水利施設の補
修・補強工事に関するマニュアル」等を基に決定
し発注しましたが，水路の劣化現場状況等を踏ま
え，補修対象の必要性を整理した上で見直しを行
いました。

水路側壁劣化の主たる要因は，凍害によるもの
と想定していたことから，当初は 0.2mm を超え

るひび割れを対象に補強策を行うこととしていま
した。 

ひび割れ補修は，ひび割れ幅により注入工法と
充填工法に分類した上で，ひび割れに進行性あり

（凍害），進行性なし（乾燥収縮）を確認し，ひび
割れに追随性を有する材料と有しない材料を使い
分けることとしました。 

0.2mm ～ 0.5mm のひび割れは，「コンクリー
トのひび割れ調査，補修・補強指針」から，水路
工としては本来対策の必要はないが，微細なひび
割れに水分が浸透し凍結等により劣化が促進する
と考えられる場合は「防水性」の面から補修する
こととしており，これを根拠としていました。
しかしながら，0.2mm ～ 0.5mm のひび割れの

ほとんどが凍結融解を受けやすい水路天端で確認
されましたが，凍結融解の特徴であるスケーリン
グやポップアウト等の現象が見受けられなかった
ことから，打設当初の温度収縮に由来するものと
考えられたこと，また，40 年経過しても凍結融

解の影響が見られなかったこと，さらに，注入工
法について試験施工を行った結果，注入材の充填

表 2　水路補修の内容 
工法 補修内容 備考 

ひび割れ補修工（注入工法）
漏水なし；無機系注入充材 低圧注入
漏水あり；無機系充注入材 高圧注入

0.2mm ＜ひび割れ幅＜ 0.5mm 

ひび割れ補修工（充填工法）
幅 10mm、深さ 15mm で溝はつり。無
機系充填材を注入。

0.5mm ≦ひび割れ幅 

表面被覆（無機系） 無機系表面被覆材（吹付）  
断面修復工 鉄筋露出箇所等をモルタルで補修 
目地補修工 目地用充填材を充填 

 表 3　ひび割れ補修（注入工）試験施工結果 
試験施工箇所 ひび割れ幅 w=0.25mm ひび割れ幅 w=0.3mm ひび割れ幅 w=0.4mm 

工事 A 

充填されていない 充填されていない 充填されていない 
工事 B 

充填されていない 充填されていない 表面から 2cm 程度の充填

写真 7　分散する断面修復工の施工箇所 
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がひび割れの奥まで注入されず（長年の供用で土
砂が入り込んでいた），効果が見られなかったこ
と等から，最終的には 0.2mm ～ 0.5mm のひび
割れに対しては，補修を行わないこととしました。

 

３．改築区間における取り組み

（1）マルチレベル工法の採用による施工性の向上 

コンクリート二次製品水路の据付けによる改築
区間においては，冬期における限られた工期で良
質な品質を確保する必要があることから，治具
により高さを微調整するマルチレベル工法を採用
しました。これまでは高さ調整を敷きモルタル上
で施工していましたが，本工法により高い精度で
迅速な施工が可能となり，国道横断工事など重要
度の高い工事において迅速な施工を可能としまし
た。 

（2）安全施設への二次製品の活用

これまで，安全施設部分は，上流より流下して
くる藻やゴミ等の絡まりを防止するため，水路壁
面よりへこませた構造としていましたが，現場打

ち構造となっているため，施工に多大な労力を要
していました。このため，安全施設をプレキャス
ト化し，工期の短縮を図りました。打ち継ぎ目が
なくなり，止水性の確保等品質の向上も実現しま
した。

（3）ブチルゴム目地の試験施工 

水路のスパン長が既存の 9m（現場打ち）から
2m（二次製品）へと短くなることから，継ぎ目
箇所が増大しました。そのため，今後の維持管理
を考慮し，既存の止水ゴムが水路表面にあるタイ
プから，ブチルゴム系止水目地（圧縮したシール
材の反発力により止水性を確保する工法）を試験
施工し，施工性や，止水性を確認することとしま
した。

従来工法では，止水ゴムが水路表面にあるため，
紫外線による経年劣化により，10 年ほど経過す
ると劣化が進行します。ゴムを交換する場合は，
ゴム部分の周りのコンクリートを V カットして，
新たに止水ゴムを設置する必要がありましたが，
この工法を採用することにより，止水ゴム部分に
紫外線があたらず，目地部のモルタルの補修だけ
ですむ利点があります。

図 3　マルチレベル工法の概要 

写真 8　ボルトの上下による高さ調整状況

写真 9　安全施設（現場打ち）

写真 10　安全施設（二次製品） 
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６．おわりに

将来にわたる公共工事の品質確保とその中長期
的な担い手の確保，ダンピング防止等のため，公

共事業の品質確保の法律が H26 年度に改正され
ました。これを実現するため，計画的な発注，適
切な工期設定，適切な設計変更，発注者間の連携
の推進を図り，現場条件や施工実態に適合した設
計，積算，施工の改善を今後とも継続し，実行す
ることが重要です。
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写真 11　目地施工状況 


