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｢風連地区｣は国営施設機能保全事業として北海道内で最初の地区であり、平成２４年度に着 

手して以来３年が経過している。本地区では、施設の機能を保全するためのライフサイクルコ 
ストを低減する観点から、適時・適切な機能保全工事が求められている。 

 本報告は、先行事例が少ない中で、事業実施状況と課題について報告するものである。 
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1.  はじめに 

基幹的な農業水利施設は、その相当数が戦後集中的に 

整備されてきたことから老朽化が進行しており、将来に

わたって施設機能の安定的な発揮を図るため、計画的か

つ効率的な補修、更新等により長寿命化とライフサイク

ルコストの低減を図る必要がある。 

国営施設機能保全事業は、国営土地改良事業等によっ

て造成された農業用用排水施設（以下｢施設｣と記述す

る。）の老朽化等による機能低下がみられる地域におい

て、施設の長寿命化に関する計画を策定し、機能の保全

を行うための整備を行うことにより、施設の長寿命化を

図って補修・補強等を行う事業で平成23年に創設された

事業である。 

 ｢風連地区｣は、北海道内最初の国営施設機能保全事業

地区として平成24年度に事業着手した。 

地区内の用水施設は、国営風連土地改良事業（昭和

44年度～昭和61年度）により整備されたが、造成後30

年前後が経過し、コンクリートのひび割れや剥離、ゲー

ト設備の腐食など劣化が生じているほか、電気設備等の

故障や作動不良が発生しており、今後、劣化が進行した 

 

 

 

場合、必要な農業用水の安定供給に支障を来すとともに、

施設の改築など、その対応に多大な費用を要することと

なる。このため、施設の機能を保全するための費用を低

減する観点から、本事業において、既存の用水施設を有

効に活用するための補修等を行い、もって、農業用水の

安定供給を図り、農業生産性の維持及び農業経営の安定

に資することを目的としている。 

本地区の対象施設は、風連ダム、御料ダム、日進頭首

工、導水幹線用水路、第1幹線用水路である（表－１）。 

 本報告では、国営施設機能保全事業｢風連地区｣におい

て用水路補修の実施状況と課題について報告する。 

 

 

名称 構造・規模 造成年

中心遮水ゾーン型フィルダム

堤高33.6m、堤頂長294m

中心遮水ゾーン型フィルダム

堤高23.9m、堤頂長606m

フィックスドタイプ、可動堰

堰長18.0m、堰高1.6m

開水路（H1.2×B3.3m）L=1,164m

トンネル（φ1500） 　L=  222m

開水路（H1.1×B2.0m）L=3,764m

サイホン（φ1200）   L=  267m

風連ダム

御料ダム

日進頭首工

導水幹線用水路

第1幹線用水路 S47～S61

S54～S56

S53～S53

S53～S61

S44～S61

 
 
 

2.  用水路の補修工法 

 本地区の用水路は、凍害によるひび割れ・母材剥落、

経年劣化による目地の損傷、流水による摩耗等の劣化が

生じている状態である。 

別紙―２

図－１ 風連地区位置図 

風連地区 

表－１ 風連地区対象用水施設 
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補修工法については、変状と要因からひび割れ補修工、

目地補修工、断面修復工の３種類に大別して補修を実施

している（表－２）。  

ひび割れ補修工は、ひび割れの幅等に応じひび割れ注

入工法、ひび割れ充填工法の２つを実施している。目地

補修は、樹脂塗布工法を実施している。 

断面修復工については、本地区では、耐摩耗性を必要

とする底板等の流水の影響が大きい箇所は、耐摩耗性の

大きい資材を使用し、施工規模の大小により吹付工法と

左官工法を用いている。 

 設計された補修補強性能を満足するため、現場特有の

作業条件のもとで状況に応じた判断が必要となる。工事

の着手前に技術士（鋼構造及びコンクリート部門）、コ

ンクリート主任技師またはコンクリート診断士の資格を

有し、当該工法に精通し、その施工経験を有している者

の指導・助言を参考に作業を行っている。  

 

 

ポリマーセメント

モルタル

アクリル樹脂繊維

接着剤

伸縮目地 高弾性エポキシ樹脂

伸縮目地 ＤＦＴジョイント

劣化状況 劣化要因 対策工法 内容・材料

ひび割れ

初期ひび割れ

（温度応力）

・凍害

ひび割れ補修工

注入工法 アクリル樹脂

充填工法 ポリウレタン系シーリング材

収縮目地

伸縮目地ゴム挿入

工法

剥落

・浮き

・鉄筋露出

凍害
・摩耗

断面修復工

左官工法

ポリマーセメントモルタル

吹付工法

防錆剤塗布工法 エポキシ樹脂系錆転換型

目地被覆工法
目地欠損

・損傷

凍害・

目地の硬化
目地補修工

 

 

目地補修工、断面修復工については下地処理として高

圧洗浄機を使用し、補修部分（水路目地幅、目地割れ目

の深部、断面修復箇所表面）を清掃しワイヤーデッキブ

ラシ等を使用して施工部位の付着塵芥物等を除去する。

高圧洗浄下地処理後、脆弱部除去及び母材強度確認のた

め、建研式引張試験を実施する。適正な洗浄水圧を設定

するため、事前に試験施工を実施した（図－２、図－

３）。試験の結果、本工事での高圧洗浄圧力は、必要付

着強度が確保できる15MPaとした。 

各工法の概要は、以下の通りである。 

 

(1)  ひび割れ補修工 注入工法 

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。この時シリンダー内の樹脂が

硬化前に無くなれば速やかに交換し、注入を継続する。

注入の終了は注入樹脂がシリンダー内に残ったままで、

浸透が停止した状態とする（図－４）。注入後は樹脂が

硬化するまで、シリンダーを取り付けたままの加圧状態

とし、衝撃･振動を与えないようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

表－２ 風連地区補修項目一覧（用水路） 

図－３ 下地処理工（試験施工時） 

図－４ ひび割れ補修工 注入工法 

図－２ 下地処理工試験施工付着強度結果 

（縦軸：付着強度、横軸：掃射時間 

高圧洗浄機圧力：15MPa、30MPa、50MPa） 
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(2)  ひび割れ補修工 充填工法 

 ひび割れに沿ってディスクサンダー等を用いてＵ字形 

にカットし、プライマーを塗布する。被着体が乾燥状態 

であることを確認のうえ充填材を充填する（図－５）。

仕上げ後は急激な乾燥や気温低下及び衝撃等に留意し養

生を行う。 

 

 

 

(3)  目地補修工 樹脂塗布工法 

人力によるノミやピックハンマ等を用いて既設目地撤 

去を行う。コンクリート表面含水率が5%以下であること

を確認後、プライマー塗布を行う。被着体が乾燥状態で

あることを確認のうえ充填材を充填する。仕上げ後は急

激な乾燥や気温低下及び衝撃等に留意し養生を行う。養

生後、プライマーを塗布し、中塗り材塗布、ガラスクロ

スメッシュ貼付、再度中塗り材を塗布し、上塗り材の塗

布を行う（図－６）。 

 

(4)  断面修復工 左官工法 

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後、プライマー塗布を行う。躯体面

の湿潤状態を確認後、断面修復材の塗布を行う（図－

７）。鉄筋露出箇所は、鉄筋背面に十分充填されるよう

注意する。仕上げ後は急激な乾燥や気温低下及び衝撃等

に留意し養生を行う。 

 

(5)  断面修復工 吹付工法 

断面修復材吹付前に表面の湿潤状態を確認してから施

工に入る。湿式吹付工法で施工面が均等になるように吹

付を行う（図－８）。被覆材のドライアウト防止のため

皮膜養生材を塗布する。仕上げ後は急激な乾燥や気温低

下及び衝撃等に留意し養生を行う。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

図－５ ひび割れ補修工 充填工法 

図－６ 目地補修工 樹脂塗布工法 

図－７ 断面修復工 左官工法 

図－８ 断面修復工 吹付工法 
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(6)  断面修復工 防錆剤塗布工法 

サンダー・ワイヤーブラシ等で鉄筋の錆を落とし、第 

３種ケレン程度の下地処理を行う。鉄筋の状態により吸

込み量が変わるので、適正な状態になるように防錆剤を

塗布する（図－９）。仕上げ後は乾燥定着まで十分養生

する。養生後、断面修復工（左官工法、吹付工法）を行

う。 

 

 
 
 
 

3.  事業実施状況と課題 

 調査結果を基に設計し、工事着手前にも現地調査を行

い、施工を実施しているが、劣化部に対する部分的な補

修を行う特性から施工後に不具合が判明した箇所がある。

｢風連地区｣における工事実施の中で起きた事象について

幾つか記載する。 

 

(1)  コンクリート継ぎ目からの地下水湧出 

H25年導水幹線用水路工事実施時において目地補修後 

に底板コンクリートとＬ型ブロックの継ぎ目から地下水

の湧出が確認された（図－10）。施工前の現地調査でも

コンクリートの継ぎ目で目立った空隙は認められず、ま

た、コンクリート表面を完全に乾かした後ある程度の時

間が経過しないと湧出が確認されなかったことから、こ

れを予見して実施設計することは難しいため、施工後の

一定期間は状態確認が必要である。 

 

 

 

(2)  目地補修工被覆材の剥離について 

H26年春に現地を確認した結果、H25年度に施工した導

水幹線用水路工事の目地部の一部で被覆材の剥離が確認

された（図－11）。被覆材の剥離箇所は、伸縮目地を補

修した箇所（底板部）で発生しており、下地コンクリー

ト部分から剥離しているのが確認された。H25施工時の

付着強度試験では規格値である1.0N/㎟以上の値が示さ

れていた。その後の調査結果から下地コンクリートの劣

化進行により剥離したものと推察される。 

対策工法として被覆材周辺の既設コンクリートを断面

修復したのち、目地補修を行った（図－12）。H27 年落 

水後に施工箇所を現地確認した結果、剥離はみられず当

面この対策工法は有効と判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  漏水による管理用道路の陥没 

H26 年度、第１幹線用水路にて、横断管渠周囲が水み

ちとなり、水路基礎砂利及び裏込砂利が流亡し、水路下

に空洞が発生する事象が確認された（図－13、図－14）。

アンダードレーンの機能低下、目地劣化による漏水が主

要因と推察された。 

空洞発生箇所から約 40ｍ下流にアンダードレーン出

口が設置されており、ドレーン内部を観察すると土粒子

が堆積、閉塞し排水機能が低下していることが確認され

た。また、水路内空虚時と通水時の落口桝上端から流出

する水量を比べると、明らかな水量の違いがみられた。

図－９ 断面修復工 防錆剤塗布工法 

図－10 コンクリート継ぎ目からの地下水湧出状況 

図－11 目地補修工被覆材の剥離状況 

図－12 目地剥離対策工法 



Yuki Okamura,  Toshikazu Noboritate, Masanori Ueda 

掘削の結果、目地劣化部からの漏水が集まり、横断管周

りを浸透し流出していることが確認された。 

 

 
 

 

 

 

 

(4)  用水路傾倒状況 

第１幹線用水路は、Ｌ型ブロックを主体に施工され、

建設から40年が経過し、水路が内側に傾倒している状況

である。傾倒とひび割れ発生等は密接に関係する可能性

があることから、今後の補強又は改築の時期を適切に判

断するため、平成24年度より継続した用水路傾倒調査を

行っている。また、傾倒の要因特定のため、平成25年に

背面調査も実施している。 

傾倒調査は、定点を設け、通水前（融雪期）、落水後

（積雪前）に傾斜計を用いて測定し（図－15）、過年度

調査結果との比較検討を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

背面調査は、Ｌ型ブロック背面の現況地盤を掘削して 

目視可能な状態とし、変状(ひび割れ等)確認を行い、Ｌ

型ブロック踵部の浮きの高さと底板下にコンベックスを

挿入して隙間の長さを計測している（図－16）。 

 

 

 

 

 

 これらの調査結果より一部箇所でＬ型ブロック背面の 

ひび割れは、貫通はしていないが傾倒角度の大小に拘ら

ず発生していることが確認された。傾倒の要因は、地下

水圧、凍上、雪庇力 と推定され、耐荷力の小さい部材

が変形、回転したものと考えられる。しかし、地形や立

地条件から要因を特定するには至らなかった。 

 対策工法として用水路の側壁が傾倒した場合、一般的 

には補強工法(または改築)となり、補強材による部材補 

強、部材交換、断面の増厚があげられる。 

 

 

4.今後の進め方について 

国営施設機能保全事業は、事業創設から４年目で全国 

的にも実施地区が少なく、また、施設や現場条件により

補修工法や補修材料は多岐にわたることから、適切な工

法選定のため、他地区との情報共有や施設管理者の施工

実績等から積極的に情報収集を行うことが重要である。

また、工事を実施していく中では、設計段階での調査が

重要であるのはもちろん、工事着手前の現地調査、工事

実施中の現場確認をするなど二重三重に行い、劣化進行

や新たな事象がないか確認することが肝要である。 

費用的観点で見ると補修・補強は、改築に比べると費 

用はかからないものの補修材料の単価は高く、コンクリ

ート継ぎ目部の漏水対策などの費用が増加している。施

工時期は、非かんがい期に制限されるが防寒養生費がか

からないように積雪前完了の工事を数カ年発注する等で

コスト縮減を図りながら整備を進めていきたい。 

図－13 H26年度漏水箇所（横断管渠設置箇所） 

図－14 H26年度漏水箇所（水路背面崩落） 

図－16 背面調査 

図－15 傾斜計による傾倒調査 


