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２．本地区の事業概要

１．はじめに
本地区は，
新潟県北東部の下越地方に位置し，

（１）前歴国営土地改良事業

磐梯朝日国立公園や五頭連邦県立自然公園の

加治川は，新潟，山形，福島との県境をなす

山々に囲まれた二級河川加治川水系加治川の扇

飯豊連峰の御西岳（2,012m）と北股岳（2,024m）

状地に広がり，新発田市，新潟市北区及び北蒲

に発し日本海に注ぐ延長約 55km の二級河川

原郡聖籠町にまたがる，受益面積約 6,100ha の

で，豊水と渇水の差が著しく，沿岸農民はしば

県下でも有数の水田地帯である。

しば洪水や渇水の被害を受けてきた。日本海へ

本地区の営農は，コシヒカリに代表される水

直接流下させる分水路築造で排水改良はなされ

稲「加治川米」を中心として，水田の畑利用に

たが，本地域の用水の確保は，加治川に設置さ

よる大豆，えだまめ，アスパラガス等を組み合

れた木枠や粗朶の床止工などによる多数の井堰

わせた農業経営が展開されており，食料供給基

によってなされ，戦後も毎年繰り返される出水

地として重要な役割を担っている地域である。

後の堰や水路の維持管理に膨大な労力が費やさ

さらに，ブドウ，サクランボ，イチゴなどの果

れていた。

樹・野菜生産も盛んな地域でもある。

当初，加治川沿岸地域を対象に 1950 年（昭

本レポートでは，加治川用水地区における事

和 25 年）
，国営阿賀野川沿岸大規模事業として

業概要とともに，建設生産プロセスにおける生

阿賀野川用水区域を拡大して本地域約 8,500ha

産性向上を目指す「i-Construction」の施策の

まで用水を供給する予定であった。しかし，用

一つである ICT（情報通信技術（Information

水供給に要する揚水機場等設置に伴う維持管理

and Communication Technology）
）をコンク

費増嵩の可能性もあり，1958 年（昭和 33 年）
，

リート構造物改修工事に活用した取組を紹介す

加治川沿岸地域は阿賀野川用水事業から分か

る。その一施工事例として，劣化が進行した頭

れ，加治川沿岸地域独自の事業として計画され

首工固定堰の表面を精度良くはつり，作業効

た。

率や質の大幅な向上を確保した施工事例（ICT
建機活用）を取り上げる。

その結果，本地域にかかる国営かんがい排水
事業の一期事業として，
「国営加治川土地改良
事業」が 1964 ～ 1974 年度（昭和 39 ～昭和 49
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（２）現国営土地改良事業

年度）に実施された。この前歴事業では，二級

１）事業概要

河川加治川支流である内の倉川に内の倉ダム
3

（総貯水量 2,480 万 m ）を築造して水源の安定

前歴事業完了後，約 40 年が経過し，ダム，

を図るとともに，加治川の老朽化した 34 箇所

頭首工および幹線用水路の老朽化が進行，施設

の井堰を２つ新設し，第１頭首工と第２頭首工

の維持管理に多大な経費と労力を要していた。

へ統合，幹線用水路７路線 28.8km も整備統合

また，水稲の作付け品種が早生から中生のコシ

して合理的な取水と用水配分を図った。

ヒカリに変化した結果，加治川の流量が少なく

そ の 後，1966 年（ 昭 和 41 年（ 下 越 水 害 ）
）

なる８月以降の時期の用水需要が増加，受益地

および 1967 年（昭和 42 年（羽越水害）
）
，この

内で毎年のように用水不足に見舞われるように

地域で連続的に発生した集中豪雨による加治川

なった。

の大水害を契機に，抜本的なダム計画変更案が

このため，現事業では，老朽化が進行してい

検討され，内の倉ダムにもその計画の一環とし

るダム，頭首工及び幹線用水路の改修を行うと

て洪水調節機能を持たせることとなった。ダム

ともに，
新たに水源施設の整備を行う。併せて，

工事は，1966 年（昭和 41 年）８月から始まり，

関連事業での末端水路の改修や区画整理を実施

1974 年（昭和 49 年）３月に完成，事業費は約

することにより，用水の安定供給と営農の合理

72 億円であった。前歴事業は，総事業費 117

化を図り，受益地域の農業生産の維持向上およ

億円で 1975 年（昭和 50 年）３月に完了した。

び農業経営の安定に資することとしている（表－
１及び図－１参照）
。

表－１

事業地区名

国営かんがい排水事業

事業概要

加治川用水地区

関係市町

新潟県新発田市，新潟市，北蒲原郡聖籠町

事業工期

平成 24 年度～令和５年度

受益面積

6,121 ha

総事業費

270 億円

主要工事

数量

内ノ倉ダム（改修）

１式

頭 首 工（改修）

３箇所

た め 池（新設）

１箇所

用 水 路（改修）

21.2km

水管理施設（改修）

１式
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事業内容
放流・取水ゲート，管理設備更新他
堰柱改修補強，エプロン・護床・ゲート改修，管理機器等整備
【築堤形式】表面遮水均一式ロックフィルダム形式（42千m3）
【貯水量】総貯水量 339（有効貯水量 330）千m3
５用水路線の改修・整備
遠方操作監視機器，監視カメラ，水位計等
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図－１

国営かんがい排水事業「加治川用水地区」一般計画平面図

２）加治川右岸頭首工の改修工事について

大庄屋江頭首工の老朽化等により維持管理費の

前歴事業の用水計画の基本的な考え方は，地

増嵩がみられることから，地元より現国営事業

区内の用水不足解消のため，加治川支流の内の

の事業化と併せ，大庄屋江頭首工掛かり受益地

倉川に内の倉ダムを築造して用水確保を行い，

の編入要望が出された。

頭首工（第１，第２頭首工）を新設し，合理的

一方，同じ川東土地改良区の管轄する第１頭

な取水を行い，また，幹線用水路を整備して用

首工掛かり右岸地域は，第１頭首工の左岸で一

水配分を円滑に行うものであった（図－２左）
。

括取水し，頭首工下流で加治川を横断する「右

現事業では，内の倉ダム，第１頭首工，第２

岸導水サイホン」により左岸側から右岸受益地

頭首工および各幹線用水路の改修，夏季用水不

へ導水している。しかし，近年加治川の河床低

足に対する補給水源である松岡ため池の新設と

下の影響により，右岸導水サイホンが露出して

併せて，上流右岸取水の合口施設として加治川

河川管理に支障を来し，また，施設の老朽化が

右岸頭首工および右岸幹線用水路にかかる改修

著しいことから，当該サイホンの改修を行う必

工事も実施された（図－２右）
。

要があった。

今回の ICT を活用した工事の対象となる施

このような状況を踏まえ，関係機関と調整を

設である「加治川右岸頭首工」は，
元の名を「大

行った結果，大庄屋江頭首工で右岸取水を合口

庄屋江頭首工」といい，1968 ～ 1969 年度（昭

することにより，現受益を含めた効率的な水配

和 43 ～ 44 年度）にかけて新潟県土木部による

分に加え，維持管理費の節減も期待されること

災害復旧助成事業により造成・整備され，川東

から，現国営事業に地区編入を行い，頭首工の

土地改良区が施設の所有者・管理者となってい

新名称を「加治川右岸頭首工」とした（なお，

る。現国営事業を計画するに当たっては，
近年，

サイホンは，右岸頭首工に連なる右岸幹線用水
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図－２

加治川右岸上流における用水計画概要

路が完成後，撤去の予定）
。
３）ICT 建機を活用した加治川右岸頭首工の改
修工事
（１）工事概要
本頭首工の構造は，堰全長 77.6m，右岸側に
可動堰 34.0m，左岸側に固定堰 43.6m からなる
フローティングタイプ複合堰である。築造から
約 50 年以上経過し，老朽化が進行しており，

写真－１ 頭首工改修工事全景

現国営事業において改修した。河川幅約 78 ｍ
の加治川を半川締切りにより，１期工事（2017
年度（平成 29 年度）
）で左岸の固定堰を，２期
工事（2018 年度（平成 30 年度）
）で右岸の可
動堰を改修した。
（写真－１）
（２）ICT 建機導入の背景
既 設 固 定 堰（ 無 筋 コ ン ク リ ー ト： 面 積
2

（２cm）にグラウトを充填する工法である（写
真－２）
。
既設固定堰は曲面形状であり，工事着手後の
検測の結果，摩耗や欠損が顕著であったことか
ら，築造当時の曲面形状と大きく異なっている
ことが判明し（図－３）
，全貌を把握するには，

658m ）は，長年の供用により摩耗が著しく，

半川締切り後において周囲の土砂を撤去する必

粗骨材が露出しており，一部に欠損等も見られ

要があった。

ることから，耐摩耗工法である超高強度繊維補

特に，
既設固定堰が曲面形状であることから，

強パネル工法を採択した。この工法は，既設コ

はつり作業の出来形精度の確保と効果的な出来

ンクリート表面を平滑に７cm まではつり取っ

形管理手法の確立が必要であり，従来の工法で

た上に，厚さ５cm の超高強度パネルを設置し，

は人力によるはつり作業となり，工程遅延，騒

その後，高強度パネルと既設はつり面との空隙

音問題，深掘り（高強度パネルの設置精度低下
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写真－２

固定堰施工前と高強度パネル施工後

図－３

固定堰形状概要図

の要因となる）やグラウト注入量の増大，測量
や丁張り設置における人員・時間の増大が懸念

（３）ICT 建機を活用した改修施工
１）地上レーザースキャナによる計測及び修正
設計

された。
そこで，固定堰のはつりに ICT 建機を活用

既設固定堰は曲線形状であり，摩耗が顕著で

し，機械化による作業の効率化，施工精度の向

表面に凹凸が多く見られたため，最適となる補

上及び施工環境の改善を図ることとした。

強形状を決定するには，構造物の形状を正確に

ICT 建機の主な活用内容を以下に示す。

把握する必要があった。そこで，短時間で正確

①レーザースキャナによる既設固定堰３次元

に検測でき，どの方向や位置からでも横断図の

データの計測およびモデル化により，
摩耗・

作成が可能な地上レーザースキャナを採用し，

欠損が顕著な既設形状に応じた最適な設計

レーザースキャナ点群データをもとに，現況に

を立案

最も近く，はつり量の少ない，最も安価で最適

②打撃で深堀りを伴う人力はつり作業でしか

な補強形状の修正設計を実現した。図－４に計

対応できなかった（表面ハツリ工）に，自

測した点群データを示す。

動制御によりコンクリート表面を削り取る

２）ICT 建機を活用した固定堰のはつり

機能の ICT 建機を採用
③レーザースキャナによる出来形検測と３次
元データの活用により検査を省力化
30
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修正設計形状をもとに図－５に示す３次元設
計データを作成した。このデータにより ICT
建機を制御，アタッチメント先端の３次元座標
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図－４

レーザースキャナ点群イメージ図

写真－３ ICT 建機による固定堰はつり状況

写真－４

を衛星測位システム（GNSS）で制御し設計面
の出来形を管理した（写真－３）
。
ICT 建機によるはつり作業は，
「セミオート
3D マシンコントロール油圧ショベル（以後，
3DMC と表記）
」にコンクリート表面はつり用

図－５

ICT 建機入力用 3 次元設計データ

ツインヘッダ

写真－５

運転席内表示画面

３）施工後の検証
本取組では，地上レーザースキャナを採用し
た現況形状の高精度計測により最も安価で最適
な補強形状の修正設計を実現した。
施工後，レーザースキャナを使って精度検証

にアタッチメント「ツインヘッダ」
（写真－４）

を行った結果，施工前後の計測結果から不陸を

を装備して施工した。ツインヘッダは，切削方

除いた平均はつり厚は，設計値の 70mm に対

式であるため低騒音・低振動であり，また，ド

して，出来形は 78.5mm となり，施工における

ラム回転による大きな切削能力で切削面も平滑

精度は 8.5mm となった。また，平坦部と曲線

に仕上げることができる。

部に分けて検証したところ，平坦部は 7.5mm，

3DMC には自動停止（設計面でアタッチメ

曲線部は 11.2mm となった。これらの値は，国

ント先端が自動停止）および自動整地アシスト

交省が公表する，土工事における ICT 建機精

（設計面を深掘りしないようアームが設計面に

度± 30mm と比較しても非常に高い精度であっ

沿って動く）の２つの特徴がある。これにより

た。はつり施工は，設計値の 70mm 以上はつ

オペレーターは，建機の運転席内に設置された

り取る必要があることから，出来高不足となら

表示画面（写真－５）を確認しながら操作する

ないように深掘りになる傾向があり，また，既

だけで，アタッチメント先端が設計面に達する

設コンクリートの粗骨材寸法が 40mm である

と ICT 建機が自動制御されることにより深掘

ことから，粗骨材のはつり取れによる深掘りに

りが抑制され，
精度の向上を実現するとともに，

なることが多い。このことから，グラウト注入

曲線部の丁張り設置や検測も必要なく施工期間

量増大による経済性が低下する事例が多い。

を短縮することができた。
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既設コンクリートはつり施工においては，従
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来の工法では 42 日想定であったが，ICT 建機
施工により 20 日で完了し，生産性向上・効率
性について確認できた。

３．おわりに
ICT 施工技術の活用は，従来，高い出来形
精度を必要としない土工・舗装・浚渫・地盤改

以上のことから，当施工において「レーザー

良で行われている。本取組により，高い精度を

スキャナ」，「3DMC」や「ツインヘッダ」のコ

要求されるコンクリート構造物改修工事におい

ンクリートはつり作業への活用は，精度，施工

て ICT 施工技術を活用したことは極めて珍し

性ともに有効であることが確認できた。

い事例であったが，非常に効果的であったこと
が確認された。これにより，今後の ICT 施工
技術のインフラメンテナンス分野での飛躍的な
活用が期待される。

トピック１

＜砂山と砂の蓋＞

「砂山
（♪海は荒海，
むこうは佐渡よ・
・
・）
」

阿賀野川，加治川および胎内川などの河

という童謡は，
北原白秋が大正 11 年（1922

川が海岸沿いの新潟砂丘に阻まれ乱流し，

年）
，新潟市を訪問した際に日本海を臨む

砂丘の内側に多くの潟や沼が点在する湿地

寄居浜から見た情景を詠んだもので，この

帯で非常に水はけの悪い生産条件の不利な

砂山は新潟砂丘を指している（作曲は，中

農地が取り残されることとなった。このこ

山晋平版と山田耕筰版がある）
。その一帯

とは逆に，北蒲原地域において，信濃川か

の砂丘は，飛砂防止のため大規模な松の植

ら荒川までの間の海岸線で，海に注ぐ河川

林が行われ，現在は西海岸公園として整備

は一本もないことを示しており，これはま

され，歌碑は公園に隣接する新潟懸護國神

るで砂丘列が蓋のように覆い被さって内水

社内にある。白秋は，新潟市中心部の古町

が排除できない構図にもみえる（図－６）。

付近から 30m にも及ぶ標高の砂丘を越え

江戸時代以降，新発田藩などは「治水開

て足を延ばしたものと考えられる。
新潟砂丘は，北東部は村上市岩船港付

田」の方針を掲げ，河川の締め切り，分水
路，瀬替えや潟の干拓など長年にわたる努

近から南西部の新潟市角田山山麓まで約

力を続け，加治川をはじめ阿賀野川，新川，

70km の延長を持つ日本最大級の砂丘で

新井郷川，落堀川，胎内川等の分水路（放

ある。完新世（約１万年前～現代）の約

水路）を設けることで，砂丘内側の内水を

6000 年前，縄文海進が最も進んだ海岸線

日本海に直接流出させた。

が新潟県道新潟新発田村上線（現海岸線か

また，面的な排水を促進するため，新井

ら約１～ 8km 内陸部）であり，このライ

郷川排水機場（1954 年（昭和 29 年）運転

ンに沿って最も内陸側の砂丘が形成され

開始）
，
親松排水機場（1968 年（昭和 43 年）

た。縄文海進が止まって以降，海面が２～

運転開始）
，
新川河口排水機場（1972 年（昭

３m 下がったことと併せて，阿賀野川や

和 47 年）運転開始）や新々樋曽山隧道（大

信濃川から大量の土砂が海岸に供給され

通川放水路）建設などの排水機場や用排水

た。この過程で 10 列もの砂丘（横列砂丘）

路等を整備するなど，砂の蓋を克服しつつ

からなる新潟砂丘が形成された。最も高い

下越地方の今日に至る様々なインフラス

標高は，新潟市西区赤塚付近で 50 ｍを超

トック蓄積が図られてきた（図－７）。

えている。
32

131662_JAGREE会報誌No.98Book.indb

JAGREE 98．2020・5

32

2020/07/01

9:31:56

ストックマネジメント

図－６

新潟平野（江戸時代以前の北蒲原地域）

図－７
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トピック２

＜内の倉ダム堤体内でのコンサート開催＞

当事業の水源施設である内の倉ダムで

の影響で中止となった。その代替イベント

は，
表面取水施設，
放流施設（クレストゲー

が 2020 年
（令和２年）
１月 19 日
（日）
に，
『「出

ト，
オリフィスゲート）
，
堤内設備・機器（階

張」内の倉ダムコンサート』と銘打ち，新

段，手すり，基礎排水孔，三角堰等）及び

発田市役所内の市議会議場で開催された。

管理設備等の改修工事を進めている。内の

この出張コンサートでは，ダム愛好家で

倉ダムは，日本に 13 基のみ存在する中空

ある東京芸術大学大学院生の研究チームが

重力式コンクリートダムの１つで，農業用

中心となり，内の倉ダムの音響の内空特性

ダムとしては全国でここ一箇所のみである

を再現することに成功した。一般的なコン

（写真－６）
。ダム内部に空洞を作ることに

サートホールは，500Hz の残響時間が２秒

より型枠製作などで費用はかかるが，戦後

前後であるのに対し，内の倉ダム堤体内の

の一時期，コンクリート資材が貴重だった

空洞は同じ音域において 22 秒もの残響時

頃，少ないコンクリート量で建設できるメ

間を有することを突き止め，
この
「音のシャ

リットがあった。

ワー」を議場内に再現することで，まるで

マ ニ ア

その内の倉ダム内部の空洞（ホロー）を

内の倉ダム堤体内のコンサート会場にいる

生かしたイベントとして，近年，コンサー

ような再現性を演出することが可能となっ

トが開催されている（主催：ダムを奏でる

た。

会（民間団体），共催：新潟県新発田地域

私もこの出張コンサートに参加したが，

振興局）
。６つあるダム空洞の内の１つ
（幅

リヴァーブ（残響）が 22 秒間続く間，重

10m，
高さ 38m，
奥行き 40m）
を演奏会場に，

層的な反射音のシャワーを浴びる体験は，

多様な楽器を使いコンサートホールとして

議場にいることを忘れさせる摩訶不思議な

活用し，開始以来，18 年間毎年続けられ

感覚であった（楽曲は芸大生オリジナル作

ている（ダム管理上，定員限定 80 名）
（写

曲のクラッシック曲）
。この内の倉ダム堤

真－７）
。

体内の空洞を活用したダムコンサートは，

2019 年度（令和元年度）のコンサート
は 10 月５日（土）に予定されていたが，

「音楽と農業農村整備事業」の邂逅として
今年度以降も開催が予定されている。

台風第 18 号から変わった温帯低気圧接近

写真－６

内の倉ダム堤体（工事中）

（（株）安藤・間北陸支店提供）
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写真－７

ダムコンサート会場＜内の倉ダム内部＞
（ダムを奏でる会提供）
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