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本郷排水機場改修における工事施工計画について 

―新旧機場の切り替えに係る留意点― 
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かんがい排水事業美女地区では、前歴事業により整備された本郷排水機場の改修を行っているところであり、排

水機場の新設工事期間中に既設排水機場の稼働が想定されることから、既設排水機場の運転に支障のない工事計画

を検討し、施工する必要があった。 

本報では、既設排水機場の稼働を想定した工事計画に加えて、新旧排水機場の切り替えに係る工事工程上の留意

点について報告する。 

キーワード：基礎技術、計画手法 

 

1.  はじめに 

 本地区は北海道オホーツク総合振興局管内の網走郡

美幌町及び同郡大空町に位置し、一級河川網走川流域

の低平地及び丘陵地に拓けた稲作及び小麦、ばれいし

ょ、豆類等の畑作を主体とした 1,728haの農業地帯であ

る。（図-1及び図-2） 

 本地区の排水機及び排水路は、国営本郷土地改良事

業（昭和 46 年度～昭和 56 年度、（以下、「前歴事業」

と表す））等により整備されたが、その後の土地利用

状況の変化や降雨量の増加に伴い、降雨時の流出量が

増加したことに加え、泥炭土に起因して耕地面が沈下

したことにより排水路の流下能力が不足している。 

また、排水本川である一級河川網走川（網走湖）の

水位が高いことから、排水機の排水能力が不足し、周

辺農地への湛水被害が発生しており、地区内では、被

害軽減のために収穫の前倒しや排水対策への対応等非

効率な農作業が行われている状況となっている。 

 このため、本地区では、前歴事業で整備された排水

機及び排水路の改修を行い、農地の湛水に伴う土地生

産性の低下や農作業の非効率性を解消し、農業経営の

安定と地域農業の振興を図るものとする。 

 

2.  排水機場改修における制約 

（１）本郷排水機場の特色 

前歴事業では、旧本郷排水機場（写真-1 以下、

「旧機場」と表す）の新設と地区内排水網の整備を

行っており、平常時は排水路網を活用した自然排水、

洪水時は排水機場を活用した機械排水となるのが一

般的である。 

しかし、本地域は、感潮湖である網走湖の後背地

 
 

 
 

 

美女地区 

図- 1 美女地区位置 

図- 2 地区概要図 
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に位置していることから、年間を通して排水先とな

る網走湖の常時外水位が常時内水位よりも高くなる

ことが多く、自然排水だけでは十分な効果が期待で

きない状況であった。 

このため、旧機場では、洪水時用ポンプ（φ1,300

×2 台）に加えて常時用ポンプ（φ700×1 台）を設

置（写真-2）し、網走湖の常時外水位が常時内水位

よりも高くなり、自然排水が不可能となった場合は、

平常時であっても常時用ポンプによる機械排水によ

り対応することとしている。 

 

表-1 旧本郷排水機場施設諸元 

 

 
 

 

（２）本郷排水機場の稼働状況 

排水機場の運転期間は、融雪が始まる 4 月から作

物の収穫が終了する 11 月までの期間とする場合が多

いが、その運転期間のうち洪水期（6～10 月）を除く

期間については、ほとんどを稼働しないのが一般的

である。 

しかし、旧機場にあっては、先述のとおり平常時で

あっても常時用ポンプを稼働させる場合が多く、一般

的な排水機場に比べて実質的な運転期間が非常に長い

状況（地域の営農期間（4～11 月）とほぼ同一）とな

っている。 

なお、近年における旧機場の運転実績では、常時用

ポンプの単独運転時間が排水ポンプの全運転時間の

80％を占める状況となっており、地区内排水が常時用

ポンプによる機械排水に依存していることがうかがえ

る。 

 

（３）施工工程の制約 

旧機場の運転期間は、融雪が始まる 4 月から作物

の収穫が終了する 11月までの 8ヶ月間となっている

が、近年の異常気象に起因する異常出水により、3月

下旬または 12 月上旬に常時用ポンプを稼働させた実

績を確認している。 

このため、本郷排水機場の改修にあたっては、旧

機場が完全に運転休止と見込まれる期間に新設する

新本郷排水機場（以下、「新機場」と表す）への切

り替えを完了し、新機場の供用を開始する必要があ

る。(図-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポンプ口径 ポンプ台数 ポンプ型式 全揚程 実揚程
φ  700mm
φ 1300mm

1台
2台

横軸斜流
2.58m
2.58m

2.02m
2.02m

原動機型式 原動機台数
電動機

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ
1台
2台

（上段：常時ポンプ、下段：洪水時ポンプ）

原動機出力

40KW
141KW

名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

　排水機場運転

　運転休止

（新旧機場切替期間）

写真- 2 旧本郷排水機場ポンプ室 

写真- 1 旧本郷排水機場（晴天時） 

図- 1 排水機場の運転期間と新旧機場切替期間 
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3.  工事工程の検討 

（１）新本郷排水機場の施設概要 

事業計画では、湛水被害を解消するために旧機場

を改修するものとし、排水量の増加に伴うポンプ吐

出量の増と内外水位の変更によるポンプ揚程の増が

計画されている。 

 この時、現況施設の既設利用についても十分に検

討され、現況の本郷樋門（（写真-3）、以下、「現

況樋門」と表す）の既設利用を図ることとしている。 

このため、既設利用する現況樋門との接続距離が最

短となる左岸側へ新機場を配置し、全面改修するこ

ととした。 

なお、常時排水ポンプは前歴事業と同様に設置す

る。 

 

表-2 新本郷排水機場施設諸元 

 

 
 

 

（２）全体工程 

本排水機場の改修に係る全体工程は、平成 22 年度

から平成 27 年度までとし、新旧機場の切り替えに影

響を及ぼさない設備から改修に着手している。 

平成 22 年度には取付水路、平成 23 年度には吸水

槽や吐水槽等の土木構造物、平成 24年度から平成 25

年度にかけては建屋の建築及びポンプ機械設備の製

作据付、その後、平成 26 年度に現況の本郷樋門との

接続函渠の施工を行い、平成 27 年度に旧機場の撤去

及び周辺整備を行う計画となっている。(図-2) 

 

（３）接続函渠の施工における問題点 

本排水機場の改修計画として、機場の全面改修に

あたっては、旧機場に隣接して新機場を建設するこ

とが可能であるため、新機場の建設は、基本的に旧

機場の運転期間の制約を受けずに施工することが可

能である。 

しかし、新機場において現況樋門と接続すること

になる接続函渠(図-3)の施工に関しては、前述のと

おり現況樋門を既設利用するため、新旧機場で排水

先が同一となり、施工にあたって旧機場の運転期間

の制約を受けることになる。 

このため、現在、現況樋門と接続している旧機場

吐水槽の構造物取壊し工事、新たに現況樋函と接続

する接続函渠の工事については、旧機場の運転休止

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポンプ口径 ポンプ台数 ポンプ型式 全揚程 実揚程
φ  700mm
φ 1500mm

1台
3台

横軸斜流
2.40m
2.10m

1.70m
1.80m

原動機型式 原動機台数
電動機

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ
1台
3台

（上段：常時ポンプ、下段：洪水時ポンプ）

原動機出力

37KW
170KW

写真- 3 現況の本郷樋門 

図- 2 全体工程 

図- 3 接続函渠平面図 

名      称 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

取付水路

土木構造物

建屋

ポンプ製作・据付

接続函渠

周辺整備

旧機場撤去
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期間である 3月下旬から 12月上旬までを工事期間と

して検討する必要があった。 

 

（４）接続函渠施工における必要工期の検討 

接続函渠の施工に係る工程は、①旧機場吐水槽の

取壊し、②新機場接続函渠基礎杭打ち込み、③新機

場接続函渠底盤コンクリート打設、④新機場接続函

渠側壁天端コンクリート打設、⑤新機場接続函渠埋

め戻しの順で施工することになる。 

この一連の施工工程について検討したところ、旧

機場の運転休止期間である 12月中旬から 3月中旬ま

での期間での単年度施工は不可能であることが判明

した。（図- 4） 

このため、当初想定していた単年度施工から 2 カ

年施工に施工計画を変更し、1年目は旧機場吐水槽に

影響を及ぼさない範囲まで接続函渠を施工し、2年目

に旧機場吐水槽の取壊し及び接続函渠（残分）を施

工することとした。（図- 5） 

これにより、旧機場の運転に影響を与えない工程

での新旧機場の切り替えが可能となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  接続函渠工事の実施状況 

（１）排水機場改修の実施状況 

本排水機場の改修は、平成 22 年度の着手から、平

成 25 年度までに接続函渠を除く全ての施設を完成さ

せている。（写真- 4､5） 

 

（２）接続函渠工事（1年目）の実施状況 

1年目の施工は、旧機場の吐水槽に影響を及ぼさな

い範囲という条件から施工範囲を決定し、接続函渠

のおおよそ 3分の 2程度を施工範囲とした。 

接続函渠基礎杭の施工にあたっては、新旧機場に

囲まれた狭い範囲での施工となる。特に杭打ち時に

は新旧機場に影響を及ぼさない様に施工を行った。 

また、1年目と 2年目の函渠接続の検討を行ったと

ころ接続時における鉄筋の必要重ね合わせ長が確保 

できない事が判明したため、2年目の施工を考慮し、 

機械式継手を行うことを前提とした施工を行った。 

(写真-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図- 4 接続函渠の必要工期 

図- 5 接続函渠の施工区分図 

写真- 5 新設本郷排水機場内部 

(洪水用ポンプ 1500mm×3台) 

写真- 4 新設本郷排水機場外観 

(奥側右は旧本郷排水機場) 

名       称

【1年目】

準備工

基礎杭工

足場設置、雪寒仮囲工

接続函渠ｺﾝｸﾘｰﾄ工

後片付け

【2年目】

準備工

吐水槽取壊し

基礎杭工

足場設置、雪寒仮囲工

接続函渠ｺﾝｸﾘｰﾄ工

後片付け

11月 12月 1月 2月 3月
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 （３）接続函渠工事（2年目）の実施状況 

2年目の施工は、旧機場吐水槽の取壊し及び接続函

渠（1年目施工残分）を施工範囲とし、旧機場の運転

休止期間である 12月中旬から 3月中旬までの期間に

施工を完了することとした。 

施工にあたっては、特に旧機場吐水槽の取壊し時

に既設利用を図る本郷樋門に影響が生じないように

人力により丁寧にはつり工を行い、細心の注意を払

いながら取り壊し作業を進めた。(写真-7) 

また、１年目に施工した機械式継手の使用に際して

は、施工性を考慮しモルタル充填継手とし、施工前に

は事前に引張試験を行い、強度の確認を行った。更に

現地での施工は事前に技術講習を受講した「機械式継

手作業資格者」が行い、品質の確保を行いつつ施工を

行った。(写真-8) 

 

5.  今後の予定 

今年度の施工としては、平成 27年 3月までに接続函

渠の施工を完了し、年度内に新旧機場の運転切り替え

を行うこととしている。 

その後、平成 27 年度には、旧機場建屋・機械設備の

撤去と新機場の周辺整備を実施し、本排水機場の改修

を完了し、平成 28 年度からは施設の本格的な供用開始

を予定している。 

なお、平成 27 年度については、平成 26 年度に旧機

場吐水槽の撤去の完了により、旧機場の使用ができな

いことから、平成 26 年度の新旧機場の切り替えをもっ

て、施設の一部管理使用を開始するものとするべく、

現在、事務手続きを進めているところである。 

 

6.  おわりに 

 本排水機場は、平成 22 年度から工事着手し、現在、

平成 27 年度の施設完成へ向けて順調に工事の進捗が図

られている。 

 これまで施設設計や工事実施にあたっては、旧機場

との兼ね合いから施工ヤード等の確保が難しく、狭小

地での施設設計や工事施工が求められたことから、本

排水機場の改修に携わってきた数多くの方々が多大な

苦労をされてきたと思います。 

この場をかりて、本排水機場の建設等に携わってき

た方々に対し、あらためて感謝を申しあげたい。 

また、今後、本事業が早期に完成し、農業経営の安

定と地域農業の振興の一助となることに期待し、本報

告を終わる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真- 6 1年目工事完了 

(接続函渠より旧施設吐水槽及び本郷樋門を望む) 

写真-7 人力はつり状況（既設利用の樋函） 

写真-8 機械式継手施工完了 


