
Hokkaido Nougyou Doboku
Sokuryou Sekkei Kyoukai Jihou

農土測協時報
平成28年

08月版
August

札幌市中央区北2条西3丁目1-21 札幌北2条ビル5階

一般社団法人 北海道農業土木測量設計協会

エゾフクロウ（空知管内）



農土測協時報
平成28年8月版

■寄稿
　「海を耕す」.......................................................................................................................................1
　㈱山口技研コンサルタント　代表取締役会長　山口　武雄

■講話　～平成28年度通常総会より～..........................................................5
　「農業農村整備を巡る情勢について」
　北海道農政部　技監　藤田　　二

■平成28年度通常総会........................................................................................................7

■技術ノート
　「水路補修・保全対策ＰＲ工法に係る経過状況調査報告書（速報）」.........8
　( 一社 ) 北海道農業土木測量設計協会　佐藤　武志

　同　上（東邦コンサルタント㈱）　　　　鳥海　廉博

　㈱ニューアクシス　　　　　　　　　　伊藤　敏隆

■会員の横顔
　㈱細道コンサルタント　　　　（代表取締役　久保　佳幸）...........22
　㈱北開測地　　　　　　　　（代表取締役　畑瀬　保秀）...........23

■お知らせ.........................................................................................................................................24

　空知管内の小さな社で二羽の親

エゾフクロウは生活をしています。

　毎年５月下旬～６月中旬に雛が

誕生し、約１カ月間ここで生活を

します。親鳥は、毎日餌を運び雛

に与える作業を繰り返します。

　今年は餌が豊富という事もあり

４羽の雛が誕生し、木枝の上でい

ろいろな表情を見せてくれます。

日々成長する雛は、木の高い場所

へ移動したり、カラス等の外敵か

ら身を守るために枝葉の中に隠れ

たりと行動範囲が広くなって行き

ます。そして、ある程度雛が育つ

と親子は山へ飛び立ちます。

　エゾフクロウの雛を撮影するた

め、全国から毎年多くのカメラマ

ンがここに訪れますが、雛が一列

に並ばない・目線がこちら側に来

ない・強風で枝が揺れている等シ

ャッターチャンスに恵まれない日々

が続きます。

　撮影条件が良好になるまで我慢

との戦いとなります。

　この作品は、雛が巣立つ約２週

前に撮影したものです。

　毎年この社で新たな雛が誕生し

成長する過程を記録として写真に

残していきたいと思います。
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　私が、農家という存在を知ったのは、小学３年

生だったろうか。

　母親の着物を持たされて、芋や大根と物々交換

してもらうため、村外れの農家を訪ね歩きました。

膝まである雪の中を、橇の紐を引いて歩いた記憶

が鮮明に残っています。

　昭和18年頃は、勝つはずだった戦争も子供の

目でも分かる程、暗い状況になっていました。樺

太の西柵丹は炭鉱の村でしたが、昭和18年の夏、

父たちは本土決戦という大義名分を掲げて、老人

と女子供を残して、船に乗って行ってしまった。

会社の倉庫は空っぽで、食べられる物は何一つ残

ってなかった。食べることは命をつなぐ事。その

食べ物を手に入れることが大変な時代でした。今

でも、芋を見る度に雪道を歩いて農家に行った時

の事を懐かしく思い出す。西柵丹は北緯50度に近く、

冬は氷点下40度以下になる寒さだった。その冬

を凌ぐために、大根の葉っぱや山菜を乾燥させて

備えたものです。冬の樺太の西海岸は流氷で固ま

り、その氷厚の板が、陸まで押し寄せて来ます。

その流氷に乗り鯨が上がる時があるのです。それ

は村人の唯一のご馳走だった。

　３月に入ると、流氷も緩み始めて、氷の割れ目

から、氷に閉ざされていた貝類が押し流されて来

ます。それを無我夢中で口に頬張って空腹を満た

した。５月に入ると、シシャモが産卵のため岸に

寄って来て浜辺が真っ白になった。海が時化ると、

寄稿 「海を耕す」

㈱山口技研コンサルタント　代表取締役会長　山　口　武　雄　

ホタテ、タコ、タラバガニが、活きたまま浜辺に

打ち寄せられて来る。それだけ樺太の海は水産資

源が豊富だったのです。その御蔭で餓死すること

なく、北海道に帰る事が出来ました。それから、

約70年を顧みると、私の人生の大半は海と共に

来たと思う。それは子供の時、海に対する憧憬の

念が、体に染みついていたからです。海が好きだ

からクルージングはもとより、海に潜ることを生

き甲斐にした。

　苫小牧の海は港湾事業に係わる調査で潜った。

透明度が悪く作業は困難を極めた。積丹、石垣島、

与那国島（海底遺跡）オアフ島のハナウナ湾、増

毛、知床その他で潜った。与那国島は透明度があ

るのに、その中で見た魚はマグロ１匹とコブシメ

イカ２匹だった。当時、海底遺跡は自然説、人口

説に分かれて論争中だった。積丹、石垣島、ハナ

ウナ湾の海は私を感動させなかった。

　知床の海は、さすが世界遺産だけあって海が生

きていた。ホンダワラは５メートル丈の群生が森

を作っていた。そこには沢山の小魚が泳いでいた。

樺太で見た海そのものだった。

　平成２年、増毛町の廃校になった旧岩老小中学

校を町から払い下げ（公募型）を受け、修理して

社員の福利厚生施設にした。その他に親子の海の

体験教室の看板を掲げた。

　岩尾漁港の前浜は、日本海のエメラルドグリー

ンの海と地平線に沈む夕日は素晴らしかった。海
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中もホンダワラ、昆布も茂っていたし、浅海漁業

のウニ、アワビは結構な水揚げだった。平成12

年頃から海が変わって来た事に気が付いた。その

うちにウニ、アワビの漁が不振になった。海藻類

がすっかり薄くなってしまって海の底が白くなっ

てきた。

　漁師が言うには、「磯焼け」になったからウニ

が獲れなくなったとの事だった。初めて耳にする「磯

焼け」現象について文献を調べ、中央水産試験場、

北大の水産学部、函館水産試験場に出かけて行き

お話を聞いて歩いた。私が特に興味をもったのは、

中央水産試験場のキタムラサウニの食圧に関する

研究でした。「磯焼け」とは海藻類が消失し、海

底の岩の表面が白色または石灰質の岩肌となり海

の砂漠化した状態を言う。「磯焼け」はなぜ発生

するか、概略を言うと、水温上昇説、エルニーニ

ョなどによる時化説、無節サンゴモ類による他の

海藻の着生阻害説、ウニなどの過剰摂取食害説、

鉄イオン不足説、貧栄養説、その他。私見として、

工場排水、生活排水もその要因になっていると思う。

　地球に忍び寄る、海の砂漠化と言うべき、この

現象にただ手をこまねいているだけで良いのかと

思わざるを得ません。北海道大学の水産学部の松

永教授著「森が消えれば海も死ぬ」。この著書の

中に襟裳岬の植林と漁場との関係が最も良く指摘

している。その反面開発によって多く森林が消え

ている地域もある。

　前浜の磯焼けした海底は添付した写真ように、

砂漠化した岩の上に点々と付いているキタムラサ

キウニが不気味です。キタムラサキウニは、雑食

型で繁殖力が旺盛で、海藻がなくても殻が大きく

はなるが、実が入ってないから商品価値はありま

せん。私が愛着を持って見て来た海を立て直す手

立てがないものかと思い、自称発明家の思い上が

りもあって、そこで何とかする気になった。ある

情報から南茅部町の白口浜の中心地は昆布の育成

に必要なシリカＳiＯ2を多量に含む流紋岩（酸性岩）

があって日本一の昆布生産地である事を知った。



寄
稿

農土測協時報
Hokkaido Nougyou Dobuku Sokuryou Sekkei Kyoukai Jihou

03

　自称発明家としてはどうしても納得するまで追

求したくなるのが心情。先ず流紋岩のサンプルを、

苫小牧工業高等専門学校に分析を依頼した。その

報告書には、ガラスビード法で64.4パーセント、

粉末試料で67.4パーセントのＳiＯ2が含有してい

ることが分かった。そこで、かねてからの思いも

あって、王子製紙㈱苫小牧工場から廃出する木灰

を使って、流紋岩に近い木灰セラミックスを作り

たいと考えた。そこで北海道農材工業㈱に製造を

依頼した。何通りかの木灰を配合して出来上がっ

たのがＳiＯ2の含有が65.0パーセントで自然石に

やや近い木灰セラミックスが完成した。目的は魚

礁なのだが、レンガとしても販売したいと、北海

道工業試験場に各項目の試験を依頼した。特に土

壌汚染法の項目（ふっ素、ほう素、六価クロム・

セレン）は検出されなかった。形状についてはレ

ンガとは別に、魚礁の木灰セラミックスの形状は

円柱形で真ん中にロープを通す穴を掘った。

　そこで私の思惑通りにいくかどうかを確かめる

試験をした。苫小牧西港にある木材埠頭で試験し

たその結果、木灰セラミックスの魚礁に付いた昆

布は、仮根が太く大きく、身も厚かった。それを

岩尾の前浜で役立たせる方法について検討した。

そこで産学共同研究開発補助制度を利用して（財）

北海道中小企業センターに研究開発の補助申請を

した。「産」は㈱山口技研コンサルタント「学」

は苫小牧工業高等専門学校。

　魚礁ブロックの開発は多くの方が進めており私

も勉強させていただきました。最終的に中央水産

試験場の考察を参考にしました。それはキタムラ

サキウニの食圧を避ける為、浮き棚にして海底か

ら4.5メートルに浮かせて固定した。木灰セラミ

ックスの穴にロープを通して張った。設置ケ所は、

外海２ヶ所と漁港内の間口（船の影響のない場所）

１ヶ所に設置した。

　平成15年11月、種苗を取り付け、平成16年４

月には写真の通り、約１メートルに昆布が成長し

ていた。外海の浮き棚に付けた昆布は日本海の激
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しい時化でちぎれて剥離した。平成16年８月に

なって、漁港内の昆布は4.5メートルに成長した。

期待した通り、エゾバフンウニが沢山付いていた。

その他の観察で面白い光景を見た。ナマコが昆布

の下に集まっている。ウニの糞を拾って食べてい

るのでないかと、猿蟹合戦ならぬ共存共栄のいい

関係だと私は勝手に思った。

　このフィールド実験の元に展開していけば浅海

漁業の活性化が出来ると考えた。私の考案には、

浮き棚式と延縄式がある。室蘭の港湾の一部を養

殖にするための占用について公示があった。港湾

事務所では漁業協同組合の同意が必要の事。ある

漁協の専務さん曰く「昆布作っても売れないよ、

養殖とは、稚魚に餌やって大きくしてなんぼの世

界だ」。海を育てるという意識が無いと言うべき

なのか。日高のある漁協に延縄式についてＰＲに

行った。昆布漁師も高齢化の時代、船の上から昆

布を抜く仕事は大変なものである。延縄式なら、

ドラムで巻き上げ、昆布を刈り取れば高齢者でも

出来ると考えた。後日、漁協から鄭重に断って来

た。雑海藻除去事業と競合するからだとの理由。

釧路のある漁協も同じ回答だった。

　過疎の寂れた漁港を見て思うには、将来の浅海

漁業を復活させるため既存の施設を活用すべきだ

と考えました。笑われるかもしれないが、漁港の

空いたスペースを仕切って、背後に穴を開けて新

鮮な海水を循環させてウニの養殖をする。高齢化

時代に適った管理型漁場を作れば、年老いた漁師

も助かるし、私たちの口に安いウニが入ると一石

二鳥だと思うが。日本海の何処の漁村も過疎化が

進んでいる。私の提案がもし実るとしたら、新し

い公共事業の拡大になるのではないか。

　最後になりますが、私の拙い作文で農土測協時

報の隅を汚すことにならないかと心配しました。

然し十歳の時に見たあの海が、たったの70年で、

こんなになってしまった。それをダイバーの目で

お伝え出来ればと投稿した次第です。
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　ただ今、紹介いただきました、農政部技監の藤

田でございます。

　神会長をはじめ、お集まりの皆様方には、日頃

より、農業農村整備事業に係る調査、測量、設計

などを通じ、事業の推進にご尽力いただいている

ことに、厚くお礼申し上げます。

　さて、昨年の北海道農業は、10月に一部で、大雨・

暴風被害があったものの、春先から比較的に天候

に恵まれ、小麦は過去最高の収量を記録したほか、

水稲の作況指数が全国を上回るなど、総じて豊作

の年となりました。

　また、今年の農作物の生育状況及び農作業状況

については、雪解けも速く、気温も高く推移した

ことから、順調に進んでおり、いずれの作物も総

じて平年並みかやや速い状況にあります。

　さて、農業農村整備事業を取り巻く状況ですが、

予算につきましては、22年度の当初予算の大幅

削減に伴い、補正予算により全体予算を確保して

きたところですが、昨年度は、補正予算が十分に

措置されなかったため、十分な年度予算を確保す

ることができず、地元要望に応えることができな

いことは基より、調査・設計などの委託業務も大

幅に縮小して、皆様方には、大変なご迷惑をおか

けしました。

　そのような中、昨年10月にTPPの大筋合意という、

大きな動きがあり、国では、TPP の影響につい

ての不安や懸念を払拭するため、経営安定対策や

体質強化対策を盛り込んだ「総合的な TPP 関連

対策大綱」を取りまとめるとともに、その中で、

農業農村整備事業についても、農地の大区画化・

汎用化、畑地の高機能化や、草地の大区画化によ

る、体質の強化が盛り込まれました。

　さらに、TPP 関連対策大綱を受けて、国では

その対策として必要な予算を補正予算に計上し、

農業農村整備事業については、国費で全国940億円、

そのうち、北海道には６割強の587億円が措置さ

れました。

　また、懸案でありました、当初予算の確保につ

いては、公共事業全体の予算が全く増えない中、

全国では、国費で209億円増の前年度比107.6%

となりましたが、北海道につきましては、補正予

算が大きいため、当初予算につきましては、前年

度比100%となりました。

　当初予算が増額できなかったことは課題と考え

ますが、補正予算を大きく確保できたことにより、

全体としては、最近にない大きな予算となったこ

とは、大きな成果であると考えます。これも、ひ

とえに、皆様方をはじめ、多くの関係者のご尽力

によるものと感謝申し上げます。

　TPP の大筋合意につきましては、道内の農業

関係者などからは厳しい意見もありますが、我々

としましては、この予算を有効に活用し、北海道

講話

「農業農村整備を巡る
� 情勢について」

� 北海道農政部　技　監　藤田　　二

平成28年度通常総会より
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農業の体質強化を図っていくことが重要であると

考えます。

　さて、TPP 予算につきましては、UR の時と

違いまして、現在のところ、全体の規模、期間は

示されていません。しかし、大綱を決定し国民の

不安や懸念を払拭するとしていることから、常識

的には少なくとも数年間は対策は続くものと考え

ます。マスコミでは、７月の参議院選挙後、緊急

経済対策を実施するため、９月に国会を召集し、

10月に補正予算成立という報道もあり、TPP 対

策もこの中に入る可能性もあります。

　もし、そのようになりますと、例年より、補正

予算の成立が早いことから、年度内の工事発注が

必要になることも考えられますが、昨年度委託の

発注が少なかったため、現在、発注できる工事の

ストックが不足しており、委託の成果を急ぐ必要

となることも考えられます。

　また、熊本地震の復興対策として、今月17日

に総額7,780億円の補正予算が成立しており、こ

れによる影響も考えられます。実際の動きがどう

なるのかは、政治情勢などにより分かりませんが、

いずれにしましても、我々としては、どのような

状況にも対応できるよう、備えていくことが重要

であると考えますので、皆様のご協力をお願いし

ます。

　来年度予算につきまして、もう一点、昨年度、

国の「経済財政運営と改革の基本方針2015」い

わゆる「骨太の方針」で、土地改良事業の推進が

明記されました。本年度につきましては、５月

18日に経済財政諮問会議が開かれ、骨太の方針

2016」の素案が示されましたが、その中には、

昨年同様土地改良事業の一層の推進が明記されて

おり、そのために必要な予算が引き続き確保され

ることが期待されるところです。

　さて、予算の話をしたところですが、予算が付

いても、実際、これからもやる事業が出てくるの

かという点ですが、近年、地元からの新規要望は

大変多く、今年の予算が続いても十分にそれを消

化できる状況にあり、要望が多すぎて、交通整理

を行い調整を図っているところです。

　どうして、要望が多いのかと考えますと、それ

は、地域の危機感の現れだと思います。地域では、

農家戸数が減少し、それに伴い農家の経営面積が

拡大する。このような中、農業を継続するために

は、農地や農業用施設が整備され、効率的な農業

経営ができることが、不可欠な条件であるため、

多くの地域から要望があがっていると考えます。

　逆に言いますと、農業農村整備がしっかりでき

ていない状況で、農家戸数の減少や高齢化が進むと、

農地の適切な継承ができない、すなわち、耕作放

棄地などが発生し、ゆくゆくは、地域農業がそし

て地域が危機的な状況になるということです。こ

のような状況を回避するためにも、我々は、しっ

かり農地や施設の整備を行う使命があると考えます。

　我々も、TPP 補正で一息ついたという話をし

たところですが、一方で、国の農政の方向性や、

決定する過程というのが従来とは変化していると

個人的には考えています。

　それは、一連の農政改革で、農協改革や農業委

員の選任方法の変更、また、農協が売る資材の値

段の問題、最近では、指定生乳生産者団体の問題

など、従来の農政を大きく変更する内容が含まれ

ており、また、これらの議論が、政府の規制改革

会議や経済財政諮問会議などの場で、議論されて

いるということです。

　また、農業農村整備についても、TPP補正では、

国が、あるべき農業の形を示し、成果指標の明確

なものにしか予算が付かないという状況にありま
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す。国の個々の政策の是非に言及するものではな

いが、これまで、地元の要望に基づき事業を行っ

てきたが、これからは、これまで以上に、事業を

実施する我々の説明責任が問われるようになると

考えます。

　委託業務におけるワンデーレスポンスの試行に

ついては、Ｈ28年度から試行することとしています。

対象業務は、当初設計額1,000万円以上の調査設

計業務、かつ担当者が実務経験５年未満及び所属

長が指定する業務で各振興局・出張所の20件程

度の業務で実施する予定です。

　次に、Ｈ28委託業務の情勢についてですが、

発注見込み額（３月発注予定を含む）は、対前年

194％となる予定で、特に土木設計の増が顕著と

なっています。

　また、委託業務技術者単価については、委託業

務技術者単価は昨年と比較し平均3.8％の増となり、

Ｈ28. ３月以降に入札となる委託業務については、

新単価で積算します。

　三者技術検討会は、近年、全道における開催回

数が激減している状況です。昨年の道監査におけ

る指導も踏まえ、適切に開催されるよう各振興局

に通知済みであることから、開催回数の増が見込

まれるため、関係コンサルタントの協力をお願い

したいと思います。

　また、歩掛調査についてですが、Ｈ28年度は

暗きょ排水設計歩掛の解析を進める予定であり、

Ｈ29年以降に適用を予定しています。

　最後になりますが、先ほども申し上げましたと

おり、北海道農業の将来のためには、それを支え

る農業農村整備を行うことが不可欠です。

　今後とも事業の推進に対しまして、皆様の、一

層のご協力を賜りますよう、お願い申し上げると

ともに、協会並びに皆様方の益々のご発展をご祈

念申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。

本日は誠におめでとうございます。

平成28年度　通常総会
　平成28年度の通常総会が５月24日、ホテルポール

スター札幌で開催された。

　神耐三会長の開会挨拶に続き、北海道農政部 技監

藤田　二 様からご祝辞をいただいた後、議事に入った。

　定款第16条により神会長が議長となり、議事録署

名人についても定款に基づき、出席理事の中から佐藤

直志理事、滝沢晃子理事を指名し、議案の審議に入っ

た。

　まず、報告事項①平成28年度事業計画及び収入支出補正予算について、②技術者資格取得支援助成事

業について、③会員の退会について、議案書に基づき事務局より詳細な説明があった。

　第１号議案「平成27年度事業報告及び収入支出決算の承認について」事務局の説明、田上利明監事か

らの監査報告があり、全員の賛成により承認され、総会は終了した。
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水路補修・保全対策ＰＲ工法に係る
経過状況調査報告書（速報）

( 一社 ) 北海道農業土木測量設計協会　佐藤　武志
同　上（東邦コンサルタント㈱）　鳥海　廉博

㈱ニューアクシス　伊藤　敏隆

１．はじめに

　�　（一社）北海道農業土木測量設計協会は、コンクリート水路の補修工法について、関係農業土木技術

者に広く紹介するため、てしおがわ土地改良区及び施工業者17社の協力を得て、平成20年秋から21年

春にかけ、20タイプの異なる補修工事を実施すると共に、現地において研修会を２回開催する等の活

動を継続してきた。

　�　補修工事の施工箇所は名寄市の西側に位置し、冬期間厳しい自然環境におかれ、寒冷地における耐久

性の照査を行う上で貴重なモデルであることから、施工後７年を経過した今般、各工法の現状を目視、

物性試験等により確認し、健全性等の検証を行うこととした。なお、本報告は、調査結果の概要であり、

詳細については、後日発行する調査報告書を参照願いたい。

２．補修対象水路の概要

　１）設置事業名・地区名；道営かんがい排水事業　名寄第３地区（名寄第１幹線）

　２）設置年度：昭和53年

　３）管理主体：てしおがわ土地改良区

　４）施設構造：鉄筋コンクリート構造（B＝1,300、H＝950）

　５）補修延長：L＝168m（sp4,653.65～4,821.65））

　　　　　　　　（21スパン×８ｍ）

図２－２　調査位置

図２－１　標準断面図
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３．補修工法の分類と当該補修工法

　１）補修工法の分類

　　�　コンクリートの補修工法は、「平成25年度農業水利施設の補修・補強工事に関するマニュアル」に

よると、図３－１（上段部）に示すように、表面処理工法、ひび割れ補修工法、断面修復工法、目地

補修工法に大別される。本調査の対象工法は、表面処理工法の内、表面被覆工法が主であり、無機系

被覆工法、有機系被覆工法、パネル工法、シート工法に分類され、更に、使用資材の種類等により、

図３－１（下段部）のように細分化される。

図３－１　補修工法の分類

　　無機系被覆工法：主にポリマーセメントモルタルによる被覆を水路壁面・底版に施す工法

　　有機系被覆工法：エポキシ樹脂等有機物による被覆を水路壁面・底版に施す工法

　　パネル工法：強化プラスチック複合板等を材料としたパネルを水路表面に被覆する工法

　　シート工法：コンクリート表面に接着剤を用いてシートを張り付ける工法

　２）施工位置と補修工法

　　�　下流から順次番号を付け、工法との関係を示すと表３－１の通りとなる。なお、参加企業名は、現

時点の企業名となっている。

単層型

⑤ICR工法

⑧リフリート工法

⑨ラピッド工法

⑩ｵｰﾛﾗ断面修復工法

⑬Sto水路再生ｼｽﾃﾑ

複層型

⑪S-EM7000工法

靭性モルタル

⑥ﾘﾌﾚﾓﾙｾｯﾄＤ工法

⑫TYPE-1N工法

⑭靭性ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ工法

ウレタン塗装系

⑦ﾈﾌﾟﾄﾗｲﾆﾝｸﾞ工法

⑯⑰ｴｺｶﾞｰﾄﾞ用水路改修工法

エポキシ塗装系

⑮Sto水路再生ｼｽﾃﾑ（樹脂）

ポリウレア塗装系

⑲ﾆｭｰｺｰﾄ水路ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法

樹脂ﾓﾙﾀﾙ断面修復

⑱SMR工法

⑳ﾀﾞｲﾅﾗｲﾄｱｸｱ工法

接着式

①レジンパネル工法

アンカー固定式

②クイックパネル工法

③FPP工法

光硬化型シート

④PPSﾗｲﾆﾝｸﾞ工法

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ FRP ｼｰﾄ

㉑エアタイトND工

無機系被覆工法 シート工法有機系被覆工法 パネル工法

補修工法

表面処理
工法

表面被覆
工法

表面含浸
工法

ひび割れ
補修工法

断面修復
工法

目地補修
工法
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表３－１　施工位置別補修工法区分

表４－１　調査項目

４．調査・試験項目

　１）調査項目の選定

　　�　調査・試験項目は、「表面保護工法設計施工指針（案）工種別マニュアル編（土木学会）」に示され

ている標準的な点検項目を参考に、表４－１通りとした。

No 工法名 タイプ名 企業の工法名 参加企業 備考

１ パネル工法 接着式 レジンパネル工法 ㈱サンレック （下流側）

２ 同上 アンカー固定式 クイックパネル工法 農業用水クイックパネル工法研究会（栗本鐵工所）

３ 同上 同上 FPP工法 積水化学北海道㈱

４ シート工法 光硬化型 PPS ライニング工法 日本ノーディックテクイノロジー㈱（積水化学）

５ 無機系被覆工法 単層型 ICR工法 ICR工業会　フィックス

６ 同上 靭性モルタル リフレモルセットD工法 住友大阪セメント㈱東北支店

７ 有機系被覆工法 ウレタン塗装系 ネプトライニング工法 ㈱アイ・デイ・エフ／サンユレック㈱

８ 無機系被覆工法 単層型 リフリート工法 太平洋マティリアル㈱道支店／リフリート工業会

９ 同上 同上 ラビットM 工法 （保士バンデックス建材㈱）

10 同上 同上 オーロラ断面修復工法 日鉄住金セメント㈱／全国止水躯体補修工事協同組合

11 同上 被層型 MS-EM7000工法 エレホン・化成工業㈱

12 同上 靭性モルタル TYPE-IN 工法 ㈱マレックス技研

13 同上 単層型 Sto水路再生システム（セメント系） ㈱鈴木東建・クリテック・ジャパン

14 同上 靭性モルタル 靭性モルタルライニング工法 田中シビルテック㈱

15 有機系被覆工法 エポキシ塗装系 Sto水路再生システム（樹脂系）㈱鈴木東建・クリテック・ジャパン

16
同上 ウレタン塗装系 エコガード用水路改修工法 AGCポリマー建材㈱

17

18 同上 樹脂モルタル（メタクリル）SMR工法 住友大阪セメント㈱東京建材グループ

19 同上 ポリウレア系 ニューコート水路ライニング工法 クリディエンス㈱

20 同上 樹脂モルタル（アクリル）ダイナライトアクア工法 （電気化学工業㈱札幌支店）

21 シート工法 ポリエステル FRP エアタイトND工法 大泰化工㈱ （上流側）

；平成20年秋施工（白抜きは平成21年春施工）

分類 調査依頼 調査方法 内容

全工法 外観観察 目視
われ、はがれ、ふくれ、錆汁、白亜化、光沢低下、変退色、

摩耗等の確認

有機・無機 機器による調査 付着強度測定 被覆の付着力測定

コンクリートコア試験 圧縮強度・中性化等の測定

有機 機器による調査 塗膜調査 被覆の引張強さ（伸び）を測定

無機 機器による調査 超音波試験 伝搬速度を計測し経時的な劣化進行を確認
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図４－１　各調査・試験実施位置図

表４－２　各工法と実施試験項目

L側 R側

目視

超音波試験 塗膜採取
付着試験
付着試験
コア採取

大分類 中分類 小分類 工法名 目　視
付　着

強　度

コンクリート

コア実験

塗　膜

調　査

超音波

試　験

無　
　

機　
　

系

単層型 ５ ICR工法 〇 〇 〇

８ リフリート工法 〇 〇 〇

10 オーロラ断面修復工法 〇 〇 〇 〇

13 STO水路再生システム 〇 〇 〇

複層型 有機系上塗 11 MS-EM7000工法 〇 〇 〇 〇

じん性モルタル ６ リフレモルセットD 〇 〇 〇

12 TYPE-IN 工法 〇 〇 〇

14 じん性モルタルライニング 〇 〇 〇 〇

有　
　

機　
　

系

塗装系

ウレタン系

７ ネプトライニング 〇 〇 〇 〇

16・17 エコガード用水路改修工法 〇 〇 〇

エポキシ 15 STO水路再生システム（樹脂系） 〇 〇 〇

ポリウレア 19 フォスロックニューコート水路ライニング工法 〇 〇 〇

シート系 ポリエステル 21 エアタイトND工法 〇 〇 〇 〇

エポキシアクリレート ４ PPS ライニング工法 〇 〇 〇

樹脂モルタル メタクリル樹脂モルタル 18 SMR工法 〇 〇 〇

　２）調査・試験位置及び工法別調査試験項目

　　�　調査位置及び付着試験等に使用される試料採取位置は、図４－１の通り。また、各工法と目視を除

く調査・試験の関係は表４－２の通りとなっている。
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５．目視調査

　１）調査方法

　　�　目視については、補修工法実施区間全体を対象に、ひび割れ、われ、はがれ、ふくれ、錆汁、白亜

化、光沢低下、変退色、磨耗等変状の有無について確認を行った。目視結果は、補修前に実施した目

視調査の結果と比較できるようスケッチ図を作成し、躯体コンクリートの変状との関連性等を検討す

る。なお、スケッチ図については、調査報告書本編を参照願いたい。

　２）調査結果

　　　目視調査により確認された主な変状は以下の通りとなっている。

　　①無機系被覆工法（単層型・複層型）

　　②無機系被覆工法（靭性モルタル）

目地周縁の浮き・剥離

天端のひび割れ

側壁天端のひび割れ

側壁・天端のひび割れ

痕跡〔補修痕跡〕

目地周縁の浮き・欠損

通水面の磨耗

側壁通水面の磨耗

繊維の露出
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　　④有機系被覆工法（断面修復）

　　③有機系被覆工法（塗装型）

ハンチ部周辺のライニング

浮き・剥離 (No19)

目地周縁の浮き・剥離

（No7）

底版ライニングの膨れ

(No16-17)

小範囲の浮き（No7）

ライニングの剥がれ

（No16-17)

天端部のひび割れ

(No20)

ハンチ部周辺のライニング

浮き・剥離 (No15)

目地周縁のひび割れ

(No18)

3
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　　⑥パネル工法

トップコートの剥離

No21

トップコートの剥離

No4

ハンチ部の軽微な浮き

No1 充填目地の劣化 No2

　　⑤シート工法（有機系）
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　３）目視調査結果のまとめ

　　①共通事項

　　�　目視調査の結果、有機系、無機系とも、不同沈下時に発生したバレル間の挙動差により目地材や目

地材と接するライニングに引張力が生じ、引張強さが劣る目地周縁のライニングに変状が生じたケー

スが多く見られた。目地材は高性能で、施工も良好に実施されたことによるライニングとの性能差、

目地材のモジュラス（ゴムなど弾性体に、一定のひずみを与えたときの応力（元の形に戻ろうとする

力））に対し、不同沈下による挙動が予想外に高く、目地周縁の変状を招いたものと推測する。

　　②無機系被覆工法（単層型・複層型）

　　�　ひび割れが各工法で確認された。ひび割れは目地周辺以外においては最大0.2ｍｍ程度で天端付近

での限定的なものであった。また、複層型以外の工法で、摩耗が確認された。

　　③無機系被覆工法（靭性モルタル）

　　�　通水部表面の繊維の露出が各工法で確認された。泥分の付着が他工法に比較し著しい事が確認され

たが、性能に影響を及ぼすものでなく、概ね健全と評価される。

　　④有機系被覆工法（塗装型）

　　�　ポリウレタン１工法、ポリウレア工法については、やや広範囲な浮き・剥離が確認された。

　　⑤有機系被覆工法（断面修復）

　　�　有機系断面修復についても、ひび割れが若干確認される程度であり、概ね健全と評価される。

　　⑥シート工法（有機系）

　　�　有機系シート工法は、一部範囲のシート浮き、トップコートの剥離が生じているが、概ね健全と評

価される。

　　⑦パネル工法

　　�　パネル工法については、ほぼ変状は無く、健全と判断される。FPP工法については、他工法と違い、

水路本体に緩衝材を挟みパネルが柔接合されているため水路内部の歩行等の荷重により容易に変位し

たり、パネル間の目地等も施工されていないため水密性もない。しかし、もともと水路の粗度係数向

上が工法の目的であり、所定の機能は満たしていると判断される。

　　�　その他パネル２工法はパネル自体の耐久性については、今後長期間問題の生じる可能性は低いが、

目地劣化の兆しが確認される。パネルの余寿命を生かすためには、目地の更新等メンテナンスが必要

と推測される。
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　２）試験結果

　　�　気中部・通水部別の試験結果は表６－１の通りとなった。なお、１回のデータが1.0N/mm2を下回

った場合や破壊モードや破壊断面等が異常と判断されたものについて、１回の再試験を行っている。

参考規格値1.0N/mm2に至らないものが１工法確認された。

Ａ（mm2）＝接着面積（40mm×40mm＝1600mm2）

Ｐ（KN）＝破壊荷重

Ｆ（N/mm2）＝付着強度（Ｐ／Ａ×1000）

図６－１　付着強度試験概要図

P 

C

A

A ：基板破壊

AB ：基板と塗膜の界面破壊
B(G)
B(K)

BC

：塗装内の凝集破断
：塗膜と塗膜間の界面破断

：ジグと塗膜間の界面破壊

塗　膜

塗　膜

基板コンクリート

ジグ

AB

カッターによる切り込み

ジグ

40

40
7,

5
B(K)

B(G)
BC

６．付着強度試験

　１）試験方法

　　�　試験対象はパネル系、経過観察を終了した２社（No９、No20）を除く各工法とし、直射日光が影

響する側壁Ｌ側通水面および気中部の２箇所において、各３試験の平均値を付着強度として記録する。

なお、平均値が異常値（低強度等）の場合、１回の再試験を行う。また、付着強度は水路本体のコン

クリートに影響されるため、本調査結果はあくまでも傾向として報告する。

　　�　具体的な試験方法は、図６－１の通りである。ライニングに40ｍｍ角のアタッチメント（Ａ）を

取り付け、試験機により引張上げたときの荷重（Ｐ）により付着強度（Ｆ）を求める。また、試験後

の試験片を観察し、その破壊モードを記録する事で、施工されたライニングの特徴や試験の有効性を

検証する。
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表６－１　付着強度試験結果

No 工法名

気中部 通水部 参考（過年度データ）

平　均
（N/mm2）

破　壊
モード

平　均
（N/mm2）

破　壊
モード

下地処理方法
（洗浄水圧）

プライマー種類
付着年度（N/mm2）

施工時 ５年経過後主材性能値

４ PPS ライニング工法（4/15） 3.53 A 3.98 A
高圧洗浄

（18Mpa）
エボキシアクリ
レート

不明 1.18 不明

５

ICR工法（4/16） 1.47 A 1.21
A

砂利
重曹プラスト 無 不明 未測定 1.6

ICR 工法（4/20） 0.79 A 1.18
A

砂利

６ リフレモルセットD（4/16） 3.82 A 4.25 A
高圧洗浄

（18Mpa）
エポキシ 不明 未測定 2.0

７

ネプトライニングモルタル有 1.43 B(G) 2.70
B(G)
B(K) 超高圧洗浄

（150Mpa）

EVAエマルジョン

未測定 未測定 4.2

ネプトライニングモルタル無 2.97 A 3.11 A エポキシ

８ リフリート工法（4/16） 2.93 A 3.10 A
高圧洗浄

（30〜50Mpa）
エポキシ 不明 3.2 3.1

９ ラビットM工法 − − − − 高圧洗浄
（30〜50Mpa）

無 未測定 未測定 2.0

10 オーロラ断面修復工法（4/16） 2.54 A 3.05 A
超高圧洗浄
（100Mpa）

EVAエマルジョン 未測定 未測定 1.8

11

MS-EM7000工法（4/16） AB 1.11 AB
高圧洗浄

（18Mpa）
水系エポキシ 不明 3.1 2.5

MS-EM7000工法（4/20） 2.26 AB 1.40 AB

12 TYPE-1N工法（4/16） 2.10 A 2.00 A
超高圧洗浄
（150Mpa）

無 不明 未測定 1.5

13 STO水路再生システム（4/16） 3.50 A 2.94 A
高圧洗浄

（50Mpa）
ポリマーセメント
系

不明 6.82 2.1

14 じん性モルタルライニング 1.87 AB 1.94 A
超高圧洗浄
（150Mpa）

無 不明 未測定 1.5

15 STO水路再生システム（樹脂系） 2.19 AB 1.34 AB
高圧洗浄

（50Mpa）
無 不明 3.25

16･17 エコガード用水路改修工法 2.44 AB 0.29 AB
高圧洗浄

（30〜50Mpa）
エポキシ 不明 1.4 3.3

16･17
エコガード用水路改修工法
（再試験）

0.28 AB

18 SMR工法 1.87 A 2.25 A
高圧洗浄

（18Mpa）
メタクリル 不明 未測定 2.7

19
フォスロックニューコート水路
ライニング工法

3.24 A 2.91 A 不明
アクリルエマル
ジョン

4.06 未測定 2.5

20 ダイナライトアクア工法 − − − − 高圧洗浄
（23Mpa）

アクリル樹脂 2.25 未測定 2.3

21 エアタイトND工法 1.95 A 3.36 A デスクサンダー ビニルエステル 不明 0.59 1.3

気中部

通水部
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表６－２　開水路補修工事の施工管理項目

　４）付着試験結果のまとめ

　　�　付着強度試験により15工法について付着強度の測定を実施したが、本試験ではライニングの種別

や下地処理方法による差は少ない試験結果となった。

　　�　一方、プライマーに関しては、無塗布と比較して、有機系や有機エマルジョン樹脂塗布工法は高い

測定データとなった。得にエポキシ樹脂を用いた工法の測定値は高く、エポキシ樹脂の持つコンクリ

ートへの含浸による表面強化性、高い接着性が影響したものと推測される。

　　�　試験は、各工法の気中部、通水部において実施した。明確な差ではないものの、無機系と有機塗装

系についての考察を次に示す。

　　�　無機系についてはやや気中部の付着強度が低いものが多いが、直射日光等気中部が本体と被覆の温

度膨張差の生じること、乾燥収縮作用等の影響による可能性も考えられる。

　　�　ポリウレタン、ポリウレア等の有機塗装系は、通水部においてやや付着強度が低く、ポリウレタン、

ポリウレア系のライニングの目視により確認報告した剥離状況と一致している。これは、防寒養生し

た際、背面も養生される上側と、背面が土中であり表面温度の上昇しづらい下側の施工環境差により、

下側表面のみ結露していた可能性が考えられる。

　　�　とくに、ポリウレタン、ポリウレアは、刷毛やローラーによりコンクリート面に刷り込むように塗

布するものではなく、スプレーにより吹きつけ瞬時に硬化するものの為、表面湿度の影響は大きいも

のと推測される。

７．コンクリートコア採取試験（圧縮強度及び中性化試験）

　１）調査方法

　　�　使用材料の種類等により工法を分類し、各工法から１箇所を選定してソフトコアリングＣ（φ25

ｍｍ）規格によるコア採取を行うこととした。Ｌ側側壁気中部において貫通コア３本を採取し、外観

目視、筒元（水路内壁側）および筒先（水路外壁側）の中性化深さ、圧縮強度試験を実施した。

　３）参考規格値

　　�　施工時の品質管理に用いる表面被覆の付着強度試験の試験方法、試験基準、参考規格値は参考例と

して、農林水産省より表６－２の通り、示されている。

工種 項目 区分
試験（測定）

項目
試験方法 試験基準 （参考）規格値

表面
被覆

表面被覆
（無機系）

施工
付着強度
試　　験

単軸引張試験

表面被覆後500㎡ごとに
３箇所（左右側壁２箇所
及び底版）、１箇所当た
りの試験数は３個

側壁：個々の試験値が
1.0N/㎟以上。
底版：３個の試験値の平
均値が1.0N/㎟以上、か
つ個々の試験地が0.85N/
㎟以上。

表面被覆
（有機系）

表面被覆
（シート工法）

無機系

ライニングシート工法

FRPシート工法

歩道板を使用して行う
単軸引張試験
試験体の作製：歩道用コ
ンクリート平板（JIS� A
5371：300×300×60mm）
を使用し、表面処理を行
った後、所定の仕様に従
って被覆する。
試験体の作製と養生は当
該工事現場で行う。

表面被覆施工時
①�試験期間：材料製造業
者の標準養生期間を基
に監督職員と協議し試
験期間を決定する。

②�試験頻度：500㎡ごと
に１回（１回の試験数
は３個）

付着強度1.0N/㎟以上

※「開水路補修工事の施工管理項目等参考例（平成25年10月）農林水産省設計課」より抜粋
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　２）調査結果

　　�　調査結果は、表７－１の通りとなった。なお、エアタイト工法はフルーム外側側壁において施工高

が長く、気中部での被覆なしコアを採取できなかった為、筒先側のみコアを別途採取し、中性化深さ

の追加試験を行った。

表７－１　コンクリートコア採取試験結果

　３）コンクリートコア採取試験結果のまとめ

　　�　圧縮強度については、2008年と比較しやや低い測定結果となったが、同一箇所から採取したもの

ではないこと、竣工当時の設計基準強度の予測値21N／㎜2の94％以上の圧縮強度となっており、す

ぐさま影響が出るものではないと判断される。

　　�　中性化試験については、水路外面が中性化深さの小さい結果となった。現段階ではコア採取箇所は

気中部であるが、過去には用水に接しており、用水によるアルカリ分の溶出等、ガスによる炭酸化以

外の作用で中性化が進行した可能性が高い。

８．塗膜試験

　１）試験方法

　　�　有機系ライニングについて、水路より塗膜を採取し、引張強さ、伸びについて、JISK6251：2010

に準拠し試験を実施した。

　２）試験結果

　　�　採取された塗膜試験片には、目視によっては変状が確認されず、また、柔軟系のものについては十

分な可とう性が確認された。最終的な試験結果は表８－１の通りとなった。

No 工法名
試料採取
個　　所

平均圧縮強度
（N/mm2）

中性化深さ 参考（2008年調査結果）

筒元平均
（mm）

筒先平均
（mm）

平均圧縮強度
（N/mm2）

筒元中性化深さ
（mm）

０ 未施工（No1の下流スパン）
右岸 − − − 32.3 6.4
左岸 − − − 25.1 4.6
底版 − − − 21.8 −

２ クイックパネル
右岸 − − − 27.1 5.4
左岸 − − − 24.2 7.2
底版 − − − 24.3 −

７ ネプトライニングモルタル 左岸 22.9 9.7 4.9 − −

９ ラビットM 工法
右岸 − − − 33.2 8.1
左岸 − − − 29.8 13.7
底版 − − − 23.2 −

10 オーロラ断面修復工法（4/16） 左岸 28.6 8.7 5.6 − −
11 MS-EM7000工法（4/16） 左岸 27.5 9.4 3.1 − −
14 じん性モルタルライニング 左岸 19.8 9.6 10.0 − −

18 SMR工法
右岸 − − − 25.8 5.7
左岸 22.3 12.4 8.1 28.1 15.9
底版 − − − 26.2 −

21 エアタイトND工法 左岸 22.5 16.5 10.7 − −
エアタイトND工法（筒先無ライニング） 左岸 − − 12.7 − −

表８－１　塗膜試験結果

No 工法名

測定値 カタログ値

平均引張強さ
（Mpa）

平均切断時伸び
（％）

引張強さ
（Mpa）

切断時伸び
（％）

４ PPS ライニング工法 48.3 1.0 80.0 2
７ ネプトライニングモルタル 15.2 10.0 20.0 4
15 STO水路再生システム（樹脂系） 18.1 0.7 − −

16・17 エコガード用水路改修工法 7.4 395.0 12.0 380
19 フォスロックニューコート水路ライニング工法 15.0 392.0 17〜22 400
20 ダイナライトアクア工法 59.4 0.7 92.9 −



農土測協時報
Hokkaido Nougyou Dobuku Sokuryou Sekkei Kyoukai Jihou

20

技
術
ノ
ー
ト

図９－１　測定方法 写真９－１　使用測定機械

　３）塗膜試験結果のまとめ

　　�　カタログ値との比較を行うと、各工法とも引張強さがカタログ値より低い値となっている。特にシ

ート系は低い値となっているが、シート系は硬い塗膜であるため、資料採取の変形により塗膜にひび

割れ等の損傷が入り試験値が低下した可能性が高い。しかし、いずれの塗膜もカタログ値の60％以

上の強度が得られたことから、機能性に大きな影響は無いと判断される。

　　�　また、フォスロックニューコート工法、エコガード工法は、ほぼカタログ値とおりの伸び値が測定

された。伸びの大きさはこの２工法の特徴であり、その特徴は施工後から現在も維持されている。

９．超音波試験

　１）調査方法

　　�　測定は超音波試験機により実施。図９－１に示すように超音波探触子を設置し、伝播距離に対する

伝播時間を測定した。継続して同位置にて測定が可能となるよう、測定位置を計測し記録した。

　２）試験結果

　　�　測定結果を表９－１に示す。表中の補正値欄は探触子自体を伝播する時間であり、機器試験成績書

の数値から、－13.0μｓとした。

表９－１　超音波試験結果

No 工法名
平均部材厚
（mm）

機器表示
伝播時間
（μs）

補正値
（μs）

伝播時間
（μs）

伝播速度
（m/sec）

５ ICR工法 214 80.5 -13.0 67.5 3,177

６ リフレモルセットD 210 66.6 -13.0 53.6 3,914

８ リフリート工法 218 68.0 -13.0 55.0 3,967

10
オーロラ断面修復工法A（上） 214 64.7 -13.0 51.7 4,143

オーロラ断面修復工法B（下） 213 64.9 -13.0 51.9 4,108

11 MS-EM7000工法 217 68.3 -13.0 55.3 3,922

12 TYPE-1N工法 215 68.1 -13.0 55.1 3,906

13 STO水路再生システム 215 64.4 -13.0 51.4 4,174

14 じん性モルタルライニング 212 67.1 -13.0 54.1 3,916

参考値１ 上側（嵩上げ　ライニング無） 198 61.2 -13.0 48.2 4,105

参考値２ 下側（ライニング無） 198 63.5 -13.0 50.5 3,925
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　３）超音波試験結果のまとめ

　　�　一般に「Ｐ（縦波）の伝播速度は健全なコンクリートで４～4.5km/sec 程度」（「コンクリート技

術の要点’99p106」（コンクリート工学協会））と言われている。NO,5区間以外の区間においては、

4000ｍ /sec ±100ｍ /sec 程度の測定値であり、若干の低下はあるがほぼ健全であると判断される。

　　�　NO,5区間については、凍結融解作用等による劣化が見られる際に測定される数値であり、また、

同位置は付着強度もやや低めであったため、本体コンクリートの劣化がその要因である事も考えられ

るため、継続測定の際は、本体コンクリートの健全性が確認される計測方法を計画する。

10．本調査結果のまとめ

　当該 PR施工における各補修工法について調査結果をまとめると下記の通りとなる。

　１）無機系被覆工法（単層・複層）

　　�　目視によりひび割れや目地周縁の剥離、磨耗など変状は確認されるが、付着強度は規定を満たして

おり概ね良好な数値であった。今後、磨耗量や動弾性係数の計測など実施する事により、さらに適正

な評価が可能となると判断される。

　２）無機系被覆工法（靭性モルタル）

　　�　ひび割れの発生は無く、付着強度は規定を満たしていることから工法の目標とする機能を有してい

ると判断される。無機系被覆工法（単層・複層）と同様、今後、磨耗量や動弾性係数の計測など実施

する事により、さらに適正な評価が可能となると判断される。

　３）有機系被覆工法

　　�　付着強度や塗膜試験のデータではほぼ所定の性能は確認されるが、吹付塗装工法においては特に施

工部位による品質の差が確認される。低温硬化性が優れており、実績も多い工法であるが、施工管理

に留意を要する工法と判断される。

　４）シート工法（有機系）

　　�　機械的特性が良好で、パネル工法に次いで安定している工法と判断される。重要構造物や凍結融解

作用が厳しい長距離トンネルの出口等に特に有効と判断される。

　５）パネル工法

　　�　パネル系は目視のみの調査であったが、変状は無く最も安定している。耐用年数の設定が容易で、

道路下の函渠等重要構造物に適した工法と判断される。

11．おわりに

　当該 PR 施工は、各種コンクリート補修工法を関係農業土木技術者に体感してもらうことを主目的とし

たもので、スパン毎に外的要素（例えば基礎地盤構造）が異なることから工法間の優劣度を評価すること

は当初から想定していなかった。また、担当者の知識・経験不足のため、施工前や施工直後において、経

年変化に伴う健全度評価に求められる必要かつ十分な試験項目を設定できなかったことから、本報告書も

不完全なものとなっていることをご容赦いただきたい。

　ただし、北海道において、これほど多種多様な工法を一度に観察できる個所は他にないため、てしおが

わ土地改良区の許可を得つつモデル施設としての展示を継続すると共に、各補修工法の健全性等に係る調

査を可能な限り随時実施し、その結果を提供していきたいと考えているので、関係者のご協力とご理解を

今後ともよろしくお願いしたい。
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佳
幸 　弊社は昭和27年に細道勇吉事務所（個人）として測量業を開業し、その後、

昭和44年（1969年）４月１日から現在の㈱細道コンサルタントとして、約

半世紀を地域で測量・調査・設計業務を行う企業として生活をさせて頂いて

おります。

　現在は、社員19名と業界では小規模な経営ではありますが、３～40年程

度の実績を有する数名の技術社員をヘッドに技術の継承・指導など技術の研

鑽により、社内の士気を高め今日に至っているところです。

　弊社の営業範囲は北海道（農政部、水産林務部、建設部）国（開発建設部）

町などであり、「広く浅く」と言うことではないですが、「何でも屋」になる

ことが、地域で生きていくために必要なことであります。今後も、各発注官

庁の要望に応えられるよう日々努力を重ね、より良い成果品の提供に努める

所であります。また、小さな町では、災害など緊急時の対応のほか、急ぐ業

務対応なども行える体制を確保しなければ生きられない。それが地域で生き

る弊社の役割でもあります。

1 会社紹介

　日高地方は海、山、特に軽種馬生産日本一の牧歌的景観は北海道では珍し

い地域です。気候は、冬は雪が少なく、暖かいことから施設栽培によるトマ

トの生産は全道一となっています。お正月など札幌からの帰り道、ここが北

海道かと勘違いするほどの別世界な地域で、国道の両側は雪が無く、アスフ

ァルトが見えています。老後は日高へどうぞ。

2 日高の特徴

　基盤整備事業（暗渠、客土、草地改良）のおかげで、牧草の品質・増産が図られる様になり安定した農

業を継続することができていると思っております。また、余談ではありますが品質の良い余剰牧草により

強い競走馬も誕生しています。これからも弊社は、地域にあった技術で地域貢献に努めて参ります。

3 事業の効果

　弊社の一番の悩みは若年層の採用です。近年は、専門の技術を学ぶところも減少し、業界の人気が無く

なっていることから、中々思うような年齢構成を維持できない状況となっております。そんな中でも若者

を採用し、仕事を覚えてもらい徐々に資格を取得してもらえる環境づくりに努めております。このことは

若年者だけでなく、弊社の職員全体においても必要と思われる資格は取得して貰えるように、一つ資格を

取得しますと奨励金を出すなどしながら、コンサルタントとしての資質の維持・向上を図っているところ

です。

　最近はドローンを飛ばし、調査設計にも活用するなど技術の進歩は著しいところで、私の測量時代とは

違い、業界は急速に発展しています。長い間社長業を続け、頭の切り替えをしないで居ると取り残されま

す。「社長は仕事には口は出さず」「お金 ( 先進的な機器の設備投資 ) を出すべき」と言われる時代かもし

れません。我が社としても雇用の確保並びに技術力の向上に向け鋭意努力邁進して参ります。

4 今後にむけて
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社訓は「不滅誠人」
　弊社は昭和32年１月に土地家屋調査士事務所として創業しました。
　創業から10年経過した昭和42年に有限会社 北開測地を設立し、その後昭
和55年に株式会社に組織の変更を行い測量・設計部門の充実を図り、平成
14年には建設コンサルタントを登録し現在に至っております。　
　創業当初は土地家屋調査業務が主体でした。その後、公共事業の用地測量
の分野に業務領域を広げ、近年は農業農村整備事業の調査設計や地質・土質
業務、水田の換地業務などを中心に、諸官庁の用地業務等を手がけ、今日ま
で社会資本整備の一助を担ってまいりました。
　この間、関係各位の皆様の暖かいご支援のもと社業の継続を図ることが出
来、お陰様で本年創業59年を向かえることができました。今後も引き続き「地
域を支え」「地域とともに栄える建設コンサルタント」を目指して、今一度
将来を見据え日々技術等の研鑽に励みながら企業が心を一つにして地域のた
めに行動していかなければならないと考えています。

1 会社紹介

　現在、測量・設計業界では技術職員の高齢化と人材不足などの問題が顕在化しています。弊社において
も、技術職員の平均年齢は47才で、また、20才～30才迄の技術職員は全体の２割弱となっています。今
後は、業界全体が危機意識を持ちながら力を合わせてこれらの問題解決に真摯に取り組み、将来の社会資
本整備に備えていかなければならないと考えます。
　また、今日、日本の農業を取り巻く環境は大変厳しい情勢下にあります。弊社は、日本の食料基地であ
る北海道農業の一層の発展のため、今まで培ってきた技術と経験をもとに更なる研鑽に励み努力してまい
りたいと考えております。今後とも協会員皆様の一層のご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げま
す。

3 今後にむけて
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社
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1 会社紹介

　現在、弊社の職員数は20名で、内技術職員は16名体制で社訓である「不
滅誠人」を念頭におき日々業務に取り組んでおります。
　この「不滅誠人」とは、基本に忠実に手を抜かないで仕事をしていれば発
注者等から大きい信頼が得られるということです。併せて「ごまかし」は短
期では凌げるかもしれないが、長期的には信用を失い滅びてしまうという意
味が含まれている言葉です。
　弊社では平成14年に、「ISO9001：2000認証」を取得しました。受注し
た業務の高品質な成果品の作成に向けて、この品質マネジメントシステムの

2 より良い建設コンサルタントを目指して

運用を図りながら、「より良く」「より安く」をモットーに①正確性、②経済性、③現実性の３つを柱とし
た品質管理を行っています。
　また、業務担当者（管理技術者）は、非効率的かもしれませんが極力現地調査から設計迄担うことを社
内方針の一つに掲げ品質の向上に努めている所であります。さらに、技術者の資質の向上や人材の育成の
ため社内外での技術研修会で様々な新しい技術を積極的に取り込むことや、技術者の資格取得の取り組み
にも力を入れています。資格取得ではその成果が徐々に現れRCCMや農業土木管理技術者の資格者が年々
増加している状況にあります。
　このような取り組みとともに、最新の測量機器やソフトの導入も図り地域社会に貢献できる建設コンサ
ルタントを目指しているところであります。
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・パブリックンサルタント㈱

　平成28年４月� 代表取締役副会長� 安田　康昌

� 代表取締役社長� 長　　榮作

・㈱アース設計事務所

　平成28年４月� 代表取締役会長� 石橋　勝憲

� 代表取締役社長� 石橋　慶樹

・アラヤ総合設計㈱

　平成28年４月� 代表取締役会長� 新谷　　代

� 代表取締役社長� 坂井　　健

・㈱伸栄コンサル

　平成28年４月� 代表取締役会長� 佐々木伸次

� 代表取締役社長� 安江　一博

・㈱極東コンサルタント

　平成28年５月� 代表取締役社長� 上原　正嗣

・㈱土木技術コンサルタント

　平成28年５月� 代表取締役社長� 土井紀代子

・㈱中神土木設計事務所

　平成28年８月� 代表取締役会長� 中神　煕子

　　　　　　　　代表取締役� 酒井士登美

・アースコンサルタント㈱

　平成28年８月� 取締役会長� 渡部　　弘

� 代表取締役� 金山　愼一

平成28年度

9月 ２日（金）・３日（土） 伊能忠敬大図フロア展（えりも町　えりも町民体育館）

10月

上旬 農業農村整備パネル展

上旬 現地研修会（洞爺湖町）

下旬 中間監査

11月
上旬 第３回業務推進委員会

上旬 技術者研修会

１月
17日（火） 第３回理事会

中旬～ 各地域懇談会

２月 中旬 第４回業務推進委員会

会員の人事動静

協会行事予定

退　　会

・アトラス・サーベイ㈱　　平成28年３月

・㈱安井測量設計事務所　　平成28年７月
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　空知管内の小さな社で二羽の親

エゾフクロウは生活をしています。

　毎年５月下旬～６月中旬に雛が

誕生し、約１カ月間ここで生活を

します。親鳥は、毎日餌を運び雛

に与える作業を繰り返します。

　今年は餌が豊富という事もあり

４羽の雛が誕生し、木枝の上でい

ろいろな表情を見せてくれます。

日々成長する雛は、木の高い場所

へ移動したり、カラス等の外敵か

ら身を守るために枝葉の中に隠れ

たりと行動範囲が広くなって行き

ます。そして、ある程度雛が育つ

と親子は山へ飛び立ちます。

　エゾフクロウの雛を撮影するた

め、全国から毎年多くのカメラマ

ンがここに訪れますが、雛が一列

に並ばない・目線がこちら側に来

ない・強風で枝が揺れている等シ

ャッターチャンスに恵まれない日々

が続きます。

　撮影条件が良好になるまで我慢

との戦いとなります。

　この作品は、雛が巣立つ約２週

前に撮影したものです。

　毎年この社で新たな雛が誕生し

成長する過程を記録として写真に

残していきたいと思います。
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