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 国営造成土地改良施設整備事業｢山部二期地区｣で改修予定の山部幹線用水路第1号水路橋は、老

朽化に加え凍害による劣化が著しく、その安全性の確保が困難な状況となっていた。また、当該施

設は、JRに近接しているなどの施工条件に大きな制約があることから、施工性及び経済性から補

強・補修工により対応することとした。本報はその施工事例及び課題について報告するものである。 
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1.  はじめに 

 国営造成土地改良施設整備事業「山部二期地区｣は、

北海道富良野市及び空知郡南富良野町の農地 2,526ha を

対象に、農業用水の安定供給を行い、農業生産の維持と

農業経営の安定化を図るため、老朽化及び凍害により劣

化した頭首工及び幹線用水路を整備するものである。 

 本地区の基幹的な用水施設は、国営山部土地改良事業

（昭和40年度～昭和54年度）により整備されたが、造

成後 40 年が経過したことによる老朽化に加え、厳しい

気候条件の下、凍害による劣化が著しく、施設の機能維

持や安全性の確保が困難な状況となっている。また、近

年はコンクリート水路の補修箇所が増すなど、維持管理

費が増嵩している状況にある。このため、本事業の実施

により施設機能を回復させ、農業用水の安定供給及び維

持管理の軽減を図ることとした。 

本報は、平成24年度施行 山部幹線用水路工事におい

て補強・補修を行った第１号水路橋の工事内容について

報告するものである。 

 

 
図－１ 山部二期地区位置図 

 

 

  
 

 

第１号水路橋諸元 

水路型式：鉄筋コンクリート函渠型式 

橋長：L=３９．８６ｍ 

支間長：L=１９．９０ｍ×２径間 

内空：H=１．７５ｍ B=２．７５ｍ 

縦断勾配：I=１／２００ 

 

 

図－２ 水路橋断面図 

 
 

2.  施設の状況 

 山部幹線用水路の第１号水路橋は造成後40年以上経過

しており、凍害等による劣化が進行している状況である
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(表－１)。また、水路橋は鉄筋の発錆（写真－１）によ

る鉄筋量不足（現地調査結果より２ｍｍ）が確認されて

いる。 

表－１ 水路橋劣化状況表 
Ａ橋（上流側） Ｂ橋（下流側）

　部分的に骨材の露出等が確認されてい
るが、それ以外の劣化は確認されていな
い。

同　　　左

　幅0.1～0.2mm程度のひび割れが多数確
認されている。 同　　　左

外面

内面

外面

内面

外面

内面

外面

内面

　鉄筋露出、コンクリートの剥離・剥落
が数多く確認されている。

　ひび割れに伴うエフロレッセンスが数
多く確認されている。

　流水による摩耗、断面欠損による鉄筋
の露頭が確認されている。

同　　　左

　鉄筋露出、コンクリートの剥離・剥落
が確認されている。

　ひび割れに伴うエフロレッセンスが数
多く確認されている。

考　察

下
部

側壁では、幅0.1～0.2mm程度の貫通ひび
割れが確認されている

同　　　左

外　面

内　面

考　察

右
　
側
　
壁

項 目

外　面

上
部

下
部

側壁では、幅0.1～0.2mm程度の貫通ひび
割れが確認されている

同　　　左

　ひび割れに伴うエフロレッセンスが数
多く確認されている。

　ひび割れに伴うエフロレッセンスが数
多く確認されている。

　凍害によりコンクリートが剥落し、鉄
筋が露出している箇所が確認される。

　凍害によりコンクリートが剥落し、鉄
筋が露出している箇所が広範囲（左岸よ
りかなり多く）で確認される。

内　面

考　察

左
　
側
　
壁

考　察

考　察

底
　
　
　
　
版

考　察

　著しい劣化は確認されていないため、継続使用は可能であると判断した。ただ
し、他部材を補修する場合は、同時に補修を行うことが妥当である。

　貫通ひび割れについては、コンクリートの中性化、鉄筋の腐食（発錆）に繋が
るため、補修が必要と判断した。

　著しい劣化が確認されていることから、補修・補強が必要と判断した。

　貫通ひび割れについては、コンクリートの中性化、鉄筋の腐食（発錆）に繋が
るため、補修が必要と判断した。

　著しい劣化が確認されていることから、補修・補強が必要と判断した。

　著しい劣化が確認されていることから、補修・補強が必要と判断した。

頂
　
　
　
版

上
部

考　察 　著しい劣化が確認されていることから、補修・補強が必要と判断した。

横
　
桁

全　体

 
 

 

写真－１ （鉄筋発錆状況） 

3.  工法の選定 

（１）補強工 

前述の２．施設の状況を踏まえ、水路橋の構造計算

（縦断方向、横断方向の２種類）を行った結果、腐食代

（２ｍｍ）を考慮すると許容値を上回ることを確認した。 

よって、補強が必要であると判断し、経済比較の結果、

せん断補強としてFRPグリッド工法（せん断補強）、曲

げ補強として外ケーブル補強工法（曲げ補強）を選定し

た（表－２）。 

表－２ 補強工法一覧 

 

（２）補修工 

断面修復工やひび割れ補修工等により施工時の形状に

修復した後、劣化要因の除去を目的として表面被覆工を

行う等様々な劣化因子を遮断することに対応した、補修

工法を選定した（表－３）。 

表－３ 補修工法一覧 

 

4.  施工の手順 

(１)外ケーブル補強工法 

①調査･計測 

既設構造物を実測し、定着装置部・削孔位置等をマー

キングする。削孔位置を決定するに当たって既設鉄筋を

切断しないよう、事前に鉄筋探査を行い、削孔位置を決

定する。 

②削孔 

鉄筋探査結果を基に、既設鉄筋を切断しないよう留意

し、横桁に対して削孔を行う。 

③定着装置 

鋼管付アンカープレート及び定着具筋を所定の位置に

セットする。 

④外ケーブル挿入・緊張 

外ケーブルの被覆材が損傷しないよう注意して挿入し、

緊張作業は適切な管理下で行い、所定の緊張力を得られ

るよう、導入緊張力を管理する。 

⑤横桁グラウト 

横桁貫通孔に充填材を自然流下で注入する。 

 

写真－２ 鉄筋探査 

削孔前に鉄筋探査を行った結果、設計図と差異があり、

施工に際し、鉄筋が支障となることが判明した。 
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図－３ 鉄筋探査位置図 

どのルートを選定しても既存の鉄筋を切断することに

なるため、ケーブル挿入位置は、鉄筋切断による横桁耐

力に影響が生じないルートを選定した。 

 

写真－３ 外ケーブル完了 

(２)FRPグリッド工法 

①下地処理 

高圧洗浄、サンダーケレン等により脆弱部を除去する。 

②FRPグリット取付 

アンカー締付によりFRPグリットに損傷を与えないよ

う、丸座ワッシャーにて固定する。 

③ポリマーセメントモルタル吹き付け 

吹付け作業前にプライマーを塗布しポリマーセメント

モルタル（PCM）を吹き付けする。１層目の吹付け厚さ

はFRPグリットが隠れる程度とし、格子中に充填される

よう一度コテ押えにて隙間を完全に充填し、2層目の吹

付けはかぶり部の吹付けを行い所定の厚さに仕上げた。 

 

 

 

 

写真－４ FRPグリッド取付 

 
写真－５ PCM吹きつけ 

（３）補修工 

①下地処理 

ダイヤモンドディスクサンダー等で、表面の弱層部や

汚れ・エフロレッセンス等を除去する。 

②高圧洗浄工 

対象物への圧力設定・射間距離を確認し、洗浄、異物

除去等を的確に行う。 

③鉄筋防錆処理工 

鉄筋をサンダー・ワイヤーブラシ等でケレンし、第3

種ケレン程度の下地処理を行い、防錆材を塗布する。 

④ひび割れ注入工 

練り上がった注入樹脂をシリンダーに充填し、本体と

ともに台座にセットし注入を開始する。 

⑤断面修復工 

プライマーを塗布し、鉄筋背面が十分充填されるよう

コテ等で押し込み、仕上げが平滑になるように仕上げる。 

⑥表面被覆工（外面） 

仕上がり厚さは2mmであるが、一度に厚塗りせずに、

コテ又は刷毛等により何層かに塗り分けることとする。 

⑦表面被覆工（内面） 

貼付け作業は基準ラインに合わせて正確に貼付け、プ

ライマーとの間に空気が入らないよう丁寧に行い、ゴム

ローラー等でしっかり脱泡し、下地と密着させる。 

⑧支承部補修工 

潤滑剤を支承全体に注入し、ブラスト処理により鉄肌

を露出させ、粗面形成材をエアースプレーに塗布し、常
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温金属溶射を行う。その後、２４時間以内に封孔処理を

行い、中塗り、上塗りを行う。 

 

①� 下地処理 

 

② 高圧洗浄工 

 

③ 鉄筋防錆処理工 

 

④� ひび割れ注入工 

 

⑤ 断面修復工（超微粒子高炉スラグ系） 

 
⑥ 断面修復工（超微粒子高炉スラグ系） 

 

⑦ 表面被覆工（超微粒子高炉スラグ系) 

 

⑧ 表面被覆工（紫外線硬化型FRPシート） 
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⑨ 支承部補修工 

（４）施工前・施工後 

 

① 施工前（外面） 

 

② 施工後（外面） 

 
③ 施工前（内面） 

 

 

④ 施工後（内面） 

5. 今後の整備に向けた課題 

（１）当初設計と現場の実態 

 補修工事は、調査結果を基に発注しているが、実際に

現場ではつり工を行うと、母材の状況により想定よりも

はつり量が大幅に増加する結果となった。 

はつり量が増えると高価な補修材料の使用量が増大す

ることになり、当初発注時においてライフサイクルコス

トの比較をし経済的であるとの判断から補修工を選定し

ているが、はつり量の増加により経済的でなくなる恐れ

があるため、当初発注以前において、母材の脆弱部を確

実に把握する必要がある。 

また、はつり量が増加すると、断面修復工の材料選定、

施工方法を変更せざるを得ないことから、補修工の知識

に長けた技術者が居ないと補修材料、工法を選定するま

でに時間が掛かり工事の進捗に影響が出てしまう。 

（２）高価な補修材料 

 前述にもあるように、現状では補修材料は高価であり、

本工事において採用した、断面修復工の材料はコンクリ

ートと比べて㎥当り約40倍程度高価である。今後は、安

価で求められる性能を満たした補修材料の開発が急務で

ある。 

（３）横並び（情報） 

 このような補修工法は、北海道内においても実施事例

が少なく、また現場条件も違うため一概には言えないが、

補修工法及び補修材料は多岐に渡っており他地区と整合

を図るのは困難であると思っている。今後はより情報交

換を密にし道内の連携強化を図る必要がある。 

6.おわりに 

本報では、山部二期地区の第１号水路橋の施設状況、

工法の選定、施工の手順について報告した。 

今後、山部二期地区では頭首工の補修工事を行う予定

であり、施工の際には今回の水路橋施工の経験を生かし、

現場の実態に沿った補修工事を行い、山部二期地区の用

水の安定供給が図れるよう進めていく所存である。 

 


