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千歳川河川事務所でのコンストラクション
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本論文では、千歳川河川事務所の河川改修事業を効率的に進めるため、これまで遊水地群を
整備する大規模事業で実施してきたコンストラクションマネジメント業務の活用手法を整理し
課題を抽出する。抽出した課題について、他事業で実施している業務事例の検討分析やこれま
で実施してきた業務のレビューを行い課題解決に向けた対応手法を提案する。
検討分析の結果、堤防盛土工事の品質管理、構造物照査、地質リスク、コスト縮減への対応
に関する業務マネジメント手法について提案した。
キーワード：品確法、マネジメント、コスト縮減、地質リスク、設計照査

１．はじめに
2014年に公共事業の品質確保の促進に関する法律の
一部が改正され、価格及び品質が総合的に優れた内容
の契約がなされることを推進するため、予定価格の適
正な設定、計画的な発注、適切な工期設定、適切な設
計変更等、発注者責務が明確化され法律として位置付
けられた１）。
一方、公務員の定員削減や行政事務の多様化に伴
い、職員一人あたりの事務量が増大しており２）、北
海道開発局でも職員削減が継続的に続き2020年の職員
数は1988年のピーク時に比べ60%以上減少している。
コンストラクションマネジメント（以下、CMとい
う）業務については、公務員の定員削減や行政事務の
多様化が進むなかでも、価格及び品質が総合的に優れ
た社会資本を提供していくための具体的な仕組みとし
て導入が進められてきた２）。
千歳川河川事務所においても、総面積1,150ha、総
洪水調節容量4,540万m3の遊水地群を千歳川流域内の4
市 2 町（千歳市、恵庭市、北広島市、江別市、長沼町、
南幌町）に各1箇所ずつ分散させて整備する大規模事
業を対象に2012年からCM業務を導入し（写真-1）、
各遊水地で混在する工事の工程調整や土砂配分の一元
管理・調整、運搬経路調整を主な業務として実施し
2020年に遊水地群の供用開始に至った。
遊水地供用後の河川改修事業については、千歳川

河川整備計画に基づく河道掘削、他事務所から土砂を
受け入れての堤防整備や堤防整備に伴う樋門等構造物
改築、農業用水路等の移設工事などが主な事業となる
が３）、事業を効率的に進めるためにはこれまでと同
様に堤防盛土工事に伴う各工事の工程調整や土砂配分
の一元管理、運搬経路調整を行うとともに、他事務所
からの掘削流用土の物理特性把握、発注前の樋門構造
物設計照査、築堤盛土箇所における基礎地盤把握など
の業務マネジメントをしっかりと行っていくことが必
要不可欠となる。
前述の状況を鑑み、本論では千歳川河川事務所の河
川改修事業を効率的に進めることを目的とし、これま
で実施してきたCM業務を整理し、今後に向けた業務
マネジメントの活用手法を提案する。
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写真-1

CM 業務における事業調整会議の様子

２．検討手順

CM 業務の整理

千歳川河川事務所の河川改修事業を効率的に進め
ることを目的とし、はじめに遊水地群の整備を主対象
として実施してきたこれまでのCM業務の実施内容を
整理し、河川改修事業へ活用するにための課題を抽出
する。
これを踏まえて、他事業で実施している業務事例
の検討分析や千歳川河川事務所でこれまで行ってきた
検討のレビューにより課題解決策を検討し、今後に向
けた提案（河川改修事業への応用）を行う（図-1）。

（遊水地事業）

河川改修事業へ活用するための課題抽出

事例分析と課題解決策
・他事業で実施している業務事例の検討分析
・これまで実施した業務のレビュー

今後に向けた提案

３．千歳川河川事務所におけるCM業務の整理４）

(河川改修事業への応用：CM 業務への活用手法)

図-1 検討手順
千歳川遊水地事業におけるCM業務では、受注者と
の連携を図り、事業進捗に影響を及ぼす多岐に渡る要
因を確実に調整・管理していくことが求められる役割
となる（図-2）。
このことからCM業務においては、「P：事業の実
施手順や事業間調整等、事業進捗管理計画」、「D：
Pの実施・運用」、「C：進捗状況の確認・評価」、
「A：改善・調整～対策の検討」の４つの作業に分類
し、PDCAサイクルを回すことで、監理業務を継続的
に改善してきた。以下に、主な管理業務の内容を整理
する。
（１） これまでのCM業務内容
（a）土砂管理・土砂配分調整
対象事務所管内工事及びストックヤードの土砂流
用計画について、施工土量と現地状況を把握した上で
土砂流用を検討し、土砂収支計画平面図及び土砂利用
計画書の作成を行っている。また、掘削土や仮置土の
土質が当初想定しているものと異なる場合には、必要
に応じて簡易なサウンディング等を実施し物理特性の
把握に努めてきた。
（b）土砂運搬ルート調整（周辺地域への配慮）
大量の土砂運搬に伴い、運搬最盛期の2014年には日
平均でダンプ走行が3000台程度（年間10万台程度）を
超える過密路線があり、軟弱地盤地帯にある千歳川流
域では、ダンプ走行により路面や橋梁損傷への配慮が
必要である（写真-2）。
CM業務では、工事実施状況の管理のみならず、実施
中のトラブル、土砂運搬による路面損傷を含め地元住
民からの意見・要望等も一元的に管理、発注者及び工
事受注者間で必要な情報を提供し、場合によっては運
搬ルートの見直しを行っている。
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発注者
・事業調整会議の実施
＊諸課題に対する対応策を協議
・必要に応じてその都度対応策を協議

CM 業務（マネジメント）
・発注者と工事受注者の間に入り
課題を収集
＊月毎に実施される協議会の会議など
・対応作案を検討

工事受注者
・攪拌場所等が近接する工事毎に協議会を組織
＊CM 担当も含め月毎に会議
・各工事の工程調整
・材料採取場所や攪拌場所の調整
・土砂運搬経路調整
・供用する運搬ルートでの仮設工調整

図-2 CM 業務の実施フロー

写真-2

土砂運搬状況

母材採取（粘性土・砂質土）
母材敷き均し
＊含水比低減
＊粘性土の
ダンプ運搬
物理特性把握

土砂攪拌混合（＊配合決定）

堤防盛土（敷き均し・締め固め）

ダンプ運搬

図-3 堤防盛土工事における土砂流用模式図
（c）土砂収支等の年次整理
盛土工事について、攪拌材として使用した材料の土
質（粘性土・砂質土等）、土取場、攪拌比率、攪拌時
期及び盛土時期・盛土高を整理した盛土履歴図の作成
を行っている。
（２）工事情報の継続的な管理
千歳川遊水地事業のCM業務は、2012年から継続的
に実施しており、工事実施状況の管理のみならず、実
施中のトラブル、土砂運搬時の地元住民からの意見・
要望等も一元的に管理し、発注者及び工事受注者間で
必要な情報を提供した。
このような過年度からの継続的な情報管理は、遊
水地事業後の一般改修事業でも効果的に活用できる貴
重な資料となり得る。

土砂運搬管理

品質管理

CM 業務の効果が見られない項目

図-4 CM 業務の評価（参考文献 4 に加筆）
表-1 樋門設計に係る基準改定内容

４．河川改修事業へ活用するための課題抽出
項目

（１）堤防盛土工事の品質管理
千歳川河川事務所の堤防盛土工事では、粘性土と砂
質土を攪拌混合し、堤防盛土材として流用してきた
（図-3）。受注者及び発注者を対象に実施した過去の
アンケート調査結果では（図-4）、CM業務を導入し
たことにより工程管理（施工の効率化）、土砂運搬管
理（土砂運搬工程の効率化）、安全管理（事故リスク
低減）には一定程度の評価を得ているものの品質管理
（盛土の品質向上）については、CM業務を導入した
後も従来と変化がないとの意見が75%程度あった４）。
また、これまでは遊水地事業により、土砂撹拌場
所を遊水地内に確保することが出来たが、遊水地の供
用開始により土砂撹拌場所が減少するため、曝気ヤー
ド、撹拌土仮置き場所等のヤードを効率的に配置しな
ければならなくなり、そのためには、土砂搬入の抑制
や円滑な土砂搬出が重要となる。そこで最もクリティ
カルになると考えられるのは粘性土の含水比低減であ
り、粘性土の品質管理を強化することが課題である。

安全管理

工程管理

改訂

改訂内容
樋門標準設計の TYPE にわせた断面設定

2010
樋門
断面

翼壁
耐震

樋門長 25m 以上の場合は内空高 2.0m 以上

2011

1.0*1.8m を最小断面とし、0.1m ラウンドで断面設定

2013

残留沈下を考慮した断面設定

2013

遮水矢板全面の土圧を考慮

2012, 2017, 2020

（２）構造物照査
千歳川河川事務所では堤防整備の前段階として堤
防盛土にともない毎年継続的に樋門改築が行われる。
実施にあたっては、過年度に実施された詳細設計や基
準類の改訂（表-1）によって実施された修正設計の成
果を用い設計積算している。樋門工事は、期間が非出
水期に制約されるため、設計積算前段階で設計基準は
正しいか、確実に施工が可能かを確認する構造物照査
を行っていくことが必要となる。
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（３）地質リスク対応
遊水地の周囲堤や囲ぎょう堤盛土については、基礎
地盤から堤防を築造していくため、事前に軟弱地盤安
定解析を行い動態観測をしながら緩速施工で複数年か
け盛土を行っており、動態観測結果を踏まえた盛土
高さや盛土施工速度等変状リスクの小さくかつ効果的
な施工計画を立案している。
一方、河川改修工事では既設堤防に腹付け盛土す
る断面拡幅となる。既設堤防直下の基礎地盤は沈下が
収束し、基礎地盤強度も確保されている。緩速施工を
行っているため、ほとんどの工事で問題なく断面拡幅
盛土が終了しているが、一部の盛土断面で開口部に亀
裂が生じる場合がある（写真-3）。
次に今年度亀裂が生じた箇所は、盛土高3ｍの時点
で沈下量60㎝程度、側方変位量が15㎝程度が確認され
盛土を一時中断するも放置12日後に開口亀裂が確認さ
れた。後の調査で、基礎地盤はN値0回の泥炭が層厚
約8ｍで分布する軟弱地盤であった。開口亀裂は、既
設堤防と拡幅部の沈下差及び側方流動が複合して発生
したと考えられた（図-5）。
このことから、断面拡幅箇所の基礎地盤特性（軟
弱層厚、強度）を効率的に把握し、地質リスクに伴う
工事遅延防止や費用低減を図っていくことが課題であ
る。
（４）コスト縮減
遊水地の周囲堤や囲ぎょう堤盛土材は、粘性土と
砂質土の配合比率を1:1.0から1:2.0の間で土砂攪拌混合
しているが、近年では配合のほとんどが1:2.0で、母材
の土質性状によっては1:2.5の配合となることもある。
千歳川河川整備における中長期的な土砂配分計画
として、攪拌母材として用いる砂質土のうち掘削土の
みでは不足するため購入土砂（砂質土）を用いて堤防
盛土を行う計画であり、この購入砂質土量の低減が大
きな課題となることが2019年に示されている（図-6）。

写真-3 盛土断面亀裂開口部

図-5 拡幅堤防盛土部での亀裂発生メカニズム

５．事例分析と課題解決策
（１）堤防盛土工事の品質管理
品質管理の強化を図っていくためには、限られた
土砂攪拌混合場所を効率的に使用し賦存の粘性土の物
理特性を把握した上で、撹拌作業の優先順位をつけ、
最適な曝気方法、曝気箇所を提案していくことが必要
である。過去には一年近く粘性土を曝気させ、含水比
を下げることによって購入砂質土量を減量（少ないコ
ストで所定の品質を確保）させた実績があり６）、一
定期間の曝気は工事品質向上にとって機能的に働くこ
とが示されている。

＊攪拌工法のコストの内、購入砂の費用が約半分を占める
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図-6 堤防盛土における土砂収支模式図
（参考文献 5 を加筆修正）

一方、これまで多くの工事では関連する工事間で
のサイクル調整が困難であるとの理由から限られた土
砂攪拌混合場所に発生土を一次仮置してきた。
2020年には樋門工事で発生する堤防開削土（良質
な砂質土）を近傍で実施している堤防盛土工事の工事
箇所に直接流用した。実施にあたっては、堤防盛土の
工事箇所の一部に土砂調整ヤードを設け関連する2工
事のサイクル調整を行った。
こうした工事事例も参考とし、他工事から直接堤
防盛土に利用できる土砂を受け入れる場合、受入れ先
で土砂調整ヤードを設けることで堤防盛土箇所に直接
土砂を搬入し限られた土砂攪拌混合場所の効率的な使
用（含水比低減スペースの確保）を図っていくなど
CM業務の土砂配分調整を品質管理に結びつけていく
ことが有用となる。
（２）構造物照査
樋門改築工事の発注にあたっては、過年度に実施
された詳細設計や基準類の改訂によって実施された修
正設計の成果を用い積算している。
道路事業の事例として、2015年の加古川中央JCTに
おけるマネジメント業務では設計の妥当性検証を実施
し計画の曖昧さや計画の不備、付属物図面の不備等を
指摘し工期短縮やコスト縮減につなげている７）。
上記事例を参考とし、詳細設計や基準類の改訂に
よって実施された修正設計をCM業務の活用により一
連で照査しつつ施工工程の確認や設計の不備・不明確
を修正していくことが有用となる。

（４）コスト縮減
購入砂質土量を低減させる一つ目の案としては、前
年度に土質性状の調査を行い、特に含水比が高い場合、
曝気により含水比低下を図ることで、最適な配合割合
を設定することが可能となり、砂質土の使用量低減化
を図ることが出来る。
もう一つの案として漁川ダムの堆砂土砂を有効活
用する方法がある。漁川ダムの堆砂土砂は、一般的な
砂質土に比べて土粒子の密度が小さく、含水比がやや
高いが、含水比を 2% 程度低下させ粘性土と混合攪拌
することで堤防盛土材として利用することが出来ると
いう試験結果が得られた。
このように、漁川ダムの堆砂土砂を有効活用する
方法は検討段階ではあるものの堤防盛土工事の工事実
施段階でのコスト縮減、堆砂土砂の有効活用に繋がる
重要な検討項目である。

６．今後に向けた提案
今後の提案として、業務のマネジメント（CM業務
の活用手法）を図-7に示す。
１点目としては、他事務所で実施する工事につい
ても土砂攪拌場所毎で組織する協議会に参画させるこ
とで土砂の受入れ調整や土砂物理特性の共有が図られ
る。また、直接堤防盛土に流用できる土砂などは一次
仮置することなく、工事間のサイクル調整による土砂
配分が可能となり攪拌場所の有効利用に貢献出来る。

地質調査業務

構造物詳細設計
修正設計業務

他事務所
工事受注者

－ 784 －

CM 業務
・関連する工事の調整（対策検討）
＊月毎に実施される協議会
＊関連する他事務所の工事も含む
＊次年度工事一覧表整理
・関連する業務の調整
＊構造物設計業務
＊地質調査業務

工事受注者
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発 注 者

工事受注者

（３）地質リスク対応
千歳川河川事務所での堤防盛土の工事積算について
は、基礎地盤に対する不確実性を特記仕様書で明示し
た上で工事積算の精度を高め工事発注している。この
ため、施工段階で地質リスクが発現した場合の対応手
法をあらかじめ準備しておくことが重要である。また、
道路事業では地質リスクマネジメントの活用として地
質技術者から工事施工者へ地質リスクが適切・的確に
伝達する手段を確立していくことの重要性が指摘され
ている８）。
上記の例を参考とし、既往調査成果を集約した土
層縦断を基図として活用し、CM業務で整理する工事
予定一覧（工事箇所、盛土量等）を迅速に地質業者に
提供し（必要な場合には地質調査を実施）、堤防盛土
を行う上での要注意箇所を工事発注前に抽出、発注者
と受注者が地質リスクを共有しながら効率的に堤防盛
土工事を進め地質リスクに伴う工事遅延防止や費用低
減を図っていくことが有用となる。

＊土砂攪拌場所毎の協議会

図-7 業務マネジメント（CM業務の活用手法）
(参考文献 9 参考)

２点目としては、構造物詳細設計業務や修正設計
業務の照査について、付属設備や施工計画等の細部を
照査していくためにはCM業務が技術的な照査・補助
を行い、結果を発注者が総合的に判断し最終成果にし
ていくことが最も効率的な手法と考える。
３点目としては、個別工事の地質リスクをいかに
して関係者（動態観測業者、工事受注者、監督員、地
質調査業者）に共有していくかという視点が重要であ
る。これまで実施してきたCM業務では土砂運搬時の
地元住民からの意見・要望等も一元的に管理し、発注
者及び工事受注者間で必要な情報を提供してきており
同様な対応を地質リスクについても実施することで次
年度以降も効率的に工事を進められる貴重な資料を提
供していけると考える。

4.

コスト縮減について、一部検討の余地は残さ
れているものの、前年度に土質性状の調査を
行い、特に含水比が高い場合、曝気により含
水比低下を図ることで、最適な配合割合を設
定することが可能となり、砂質土の使用量低
減化を図ることが出来る。また、漁川ダムの
堆砂土砂を有効活用する方法として、含水比
を 2% 程度低下させることで粘性土との混合攪
拌が可能となる状況が確認されているため、
このことについて検討を進めることも有用で
ある。
また、以上の諸課題への対応を確実かつ継続的に
実施に結びつけていく手法として、他事務所で実施す
る掘削工事（関連工事）も土砂攪拌場所毎の協議会に
参画させること、地質関連業務や構造物設計の成果照
査についてもCM業務で扱うこととした。

７．まとめ
本論文では、千歳川河川事務所の河川改修事業を
効率的に進めることを目的とし、これまで実施してき
たCM業務の活用手法を整理し、今後に向けた対応手
法や業務マネジメント手法を提案した。
また、本論では他事業で実施している業務事例の
検討分析やこれまで千歳川河川事務所で実施してきた
業務をレビューしつつ諸課題の解決手法や業務マネジ
メントを提案したことが大きな特徴である。
得られた結果を以下にまとめる。
1. 堤防盛土工事の品質管理について、他工事か
ら直接堤防盛土に利用できる土砂を受け入れ
る場合、受入れ先で土砂調整ヤードを設ける
ことで堤防盛土箇所に直接土砂を搬入し限ら
れた土砂攪拌混合場所の効率的な使用（含水
比低減スペースの確保）を図っていくなどCM
業務の土砂配分調整を品質管理に結びつけて
いくことが有用となる。
2. 構造物照査について、詳細設計や基準類の改
訂によって実施された修正設計をCM業務の活
用により一連で照査しつつ施工工程の確認や
設計の不備・不明確を工事発注前段階で確実
に修正していくことが有用となる。
3. 地質リスクについて、既往調査成果を集約し
た土層縦断を基図として活用し、CM業務で整
理する工事予定一覧（工事箇所、盛土量等）
を迅速に地質業者に提供し（必要な場合には
地質調査を実施）、堤防盛土を行う上での要
注意箇所を工事発注前に抽出、発注者と受注
者が地質リスクを共有しながら効率的に堤防
盛土工事を進め地質リスクに伴う工事遅延防
止や費用低減を図っていくことが有用となる。
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