
補修 実 施 例

開水路 暗　渠 その他 ①目地部

清掃・墨だし

W=85ﾀｲﾌﾟ(小型・中型）

　ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ

②墨だし完了

W=140ﾀｲﾌﾟ（大型）

③目地切工

DFTカッター

④溝部斫り工

主な施工実績

施工時期

平成 9年10月

平成26年11月

平成29年11月

平成30年8月

令和2年8月

① 令和2年度単価（北海道地区を除く）

② W=85ﾀｲﾌﾟ 4.0mまで 9,700円/m 　：溜り水・湧水処理、水替え工は別途

③ W=85Sﾀｲﾌﾟ 4.0mまで 9,100円/m 　：水路内の堆積土砂処理、洗浄、清掃は別途

④ W=100ﾀｲﾌﾟ 4.0mまで 11,100円/m 　：目地部破損による断面修復は別途

⑤ 4.29mまで 14,300円/m 　：コンクリート殻産廃処理費は別途

8.58mまで 14,600円/m 　：底版研削、不陸修正、目地部破損による断面修復は別途

12.87mまで 15,000円/m 　：既設目地材の撤去費用は別途

　　　株式会社ニューテック

TEL　03-5918-9688

担当 TEL　080-5869-5849

各年度毎主な施工延長

施工延長（目地）

W=140　L=231m

W=140　　L=135m

W=85・100　L=1,729m

施工対象構造物

農業用水路

W=140・100　L=118m

W=140　　L=5,288m

農業用水路

農業用水路

調整池

農業用水路

⑤端部ハンチ切

⑥溝幅計測

⑦DFTｼﾞｮｲﾝﾄ挿入

⑧DFTｼﾞｮｲﾝﾄ

完了

工法・材料名称

令和2年3月現在

施工後

分　類 対策区分

　　　　　　　DFTジョイント後付け工法（全天候クサビ挿入型目地材）

水路構造物の補修・補強工法

目地補修工法＞目地被覆工法

トンネル 頭首工

工法区分

対象施設

発　注　者

使用実績

DFTジョイント後付け工法　

北海道空知総合振興局　南部耕地出張所

段ずれがある場合　W=85ﾀｲﾌﾟ上下左右10mm、W=100ﾀｲﾌﾟで20mm　W=140ﾀｲﾌﾟで80mmの段差でも取り付け可能

北海道空知総合振興局　美唄達布地区

W=85・100ﾀｲﾌﾟの溝規格は、幅8mm±1mm　深さ15mm±1mm　溝間70mm～80mm

施工前

　①　　DFTジョイントの原材料はEPDM（ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ）を使用しているため耐久性・耐候性に優れてます。

　②　　接着剤等の塗布が要らないため、雨・雪・気温対策の養生を必要としません。また、施工面が濡れてても施工可能です。

製 　品 基本構造

ｺﾞﾑﾊﾝﾏｰ

特　徴

北海道開発局　旭川開発建設部　当麻永山地区

概算工事費

W=140ﾀｲﾌﾟ

参考価格　1m当り概算単価(材工）

中国電力株式会社　智頭変電所調整池漏水修理

新潟県　西蒲原土地改良区

目地取り換え部の溜り水は墨出しのため排水を必要とするが湿潤状態で施工可能

　⑤　　各タイプごとに伸びがあるので、取り換え箇所に段差があってもそのまま取り付け可能です。

　③　　不等沈下による上下段ずれ、左右横ずれに各タイプでの伸びで追随し漏水を限界まで防ぎます。

　④　　移設時、更新時での再使用が可能なので大幅にコスト縮減が可能です。

適用条件

品質規格（開水路補修マニュアル）への適合性 構 造 諸 元

開水路・ボックスカルバート・桝・L型擁壁等の目地へ適用

W=140タイプの溝規格は、幅13mm±0.5mm　深さ26mm以内　溝間110mm　-10mm　+40mm

　クサビを挿入して既設水路に取り付ける構造のため、

　◆事務局

　株式会社リバコンテック

　〒154-0004東京都世田谷区太子堂2-7-2　TEL03-5779-7871

笠原　秀夫

編】」の品質規格として現在のところ定められていない。

目地被覆工法の適用可能な試験を実施予定。

　　事務局長　　　　伊藤　泰彦　　　　TEL　080-5976-1538

本工法に関する問い合わせ先

　　　◆ＤＦＴジョイント研究会会員

　　　　〒174-0056　東京都板橋区志村1-2-9

「農業水利施設の補修・補強工事に関する【開水路補修　

品質規格

耐候性 JIS K 6266ｻﾝｼｬｲﾝｶｰﾎﾞﾝｱｰｸ灯式2400時間(40年相当)に合格

付着性 接着剤を使用しない為、試験不要

止水性 目地被覆工法の止水試験(0.1ＭＰａ)に準じ実施し合格

伸縮追従性 新工法の試験を実施予定

要求性能項目

基
本
的
性
能

構造形式 全天候クサビ挿入型

主要材料 EPDM(ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ)

DFTｶｯﾀ (ー2枚刃)による目地溝形成

ゴムハンマーにて叩き込み挿入

Ｗ＝８５タイプ

Ｗ＝８５Ｓタイプ

Ｗ＝１００タイプ

Ｗ＝１４０タイプ

形成方式

目地種類



補修 実 施 例
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参考価格　1m当り概算単価(材工）

中国電力株式会社　智頭変電所調整池漏水修理

新潟県　西蒲原土地改良区

目地取り換え部の溜り水は墨出しのため排水を必要とするが湿潤状態で施工可能
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編】」の品質規格として現在のところ定められていない。

目地被覆工法の適用可能な試験を実施予定。

　　事務局長　　　　伊藤　泰彦　　　　TEL　080-5976-1538

本工法に関する問い合わせ先
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補修 実 施 例
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8.58mまで 14,600円/m 　：底版研削、不陸修正、目地部破損による断面修復は別途

12.87mまで 15,000円/m 　：既設目地材の撤去費用は別途

　　　株式会社ニューテック

TEL　03-5918-9688

担当 TEL　080-5869-5849

各年度毎主な施工延長

施工延長（目地）

W=140　L=231m

W=140　　L=135m

W=85・100　L=1,729m

施工対象構造物

農業用水路

W=140・100　L=118m

W=140　　L=5,288m

農業用水路

農業用水路

調整池

農業用水路

⑤端部ハンチ切

⑥溝幅計測

⑦DFTｼﾞｮｲﾝﾄ挿入

⑧DFTｼﾞｮｲﾝﾄ

完了

工法・材料名称

令和2年3月現在

施工後

分　類 対策区分

　　　　　　　DFTジョイント後付け工法（全天候クサビ挿入型目地材）

水路構造物の補修・補強工法

目地補修工法＞目地被覆工法

トンネル 頭首工

工法区分

対象施設

発　注　者

使用実績

DFTジョイント後付け工法　

北海道空知総合振興局　南部耕地出張所

段ずれがある場合　W=85ﾀｲﾌﾟ上下左右10mm、W=100ﾀｲﾌﾟで20mm　W=140ﾀｲﾌﾟで80mmの段差でも取り付け可能

北海道空知総合振興局　美唄達布地区

W=85・100ﾀｲﾌﾟの溝規格は、幅8mm±1mm　深さ15mm±1mm　溝間70mm～80mm

施工前

　①　　DFTジョイントの原材料はEPDM（ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ）を使用しているため耐久性・耐候性に優れてます。

　②　　接着剤等の塗布が要らないため、雨・雪・気温対策の養生を必要としません。また、施工面が濡れてても施工可能です。

製 　品 基本構造

ｺﾞﾑﾊﾝﾏｰ

特　徴

北海道開発局　旭川開発建設部　当麻永山地区

概算工事費

W=140ﾀｲﾌﾟ

参考価格　1m当り概算単価(材工）

中国電力株式会社　智頭変電所調整池漏水修理

新潟県　西蒲原土地改良区

目地取り換え部の溜り水は墨出しのため排水を必要とするが湿潤状態で施工可能

　⑤　　各タイプごとに伸びがあるので、取り換え箇所に段差があってもそのまま取り付け可能です。

　③　　不等沈下による上下段ずれ、左右横ずれに各タイプでの伸びで追随し漏水を限界まで防ぎます。

　④　　移設時、更新時での再使用が可能なので大幅にコスト縮減が可能です。

適用条件

品質規格（開水路補修マニュアル）への適合性 構 造 諸 元

開水路・ボックスカルバート・桝・L型擁壁等の目地へ適用

W=140タイプの溝規格は、幅13mm±0.5mm　深さ26mm以内　溝間110mm　-10mm　+40mm

　クサビを挿入して既設水路に取り付ける構造のため、

　◆事務局

　株式会社リバコンテック

　〒154-0004東京都世田谷区太子堂2-7-2　TEL03-5779-7871

笠原　秀夫

編】」の品質規格として現在のところ定められていない。

目地被覆工法の適用可能な試験を実施予定。

　　事務局長　　　　伊藤　泰彦　　　　TEL　080-5976-1538

本工法に関する問い合わせ先

　　　◆ＤＦＴジョイント研究会会員

　　　　〒174-0056　東京都板橋区志村1-2-9

「農業水利施設の補修・補強工事に関する【開水路補修　

品質規格

耐候性 JIS K 6266ｻﾝｼｬｲﾝｶｰﾎﾞﾝｱｰｸ灯式2400時間(40年相当)に合格

付着性 接着剤を使用しない為、試験不要

止水性 目地被覆工法の止水試験(0.1ＭＰａ)に準じ実施し合格

伸縮追従性 新工法の試験を実施予定

要求性能項目

基
本
的
性
能

構造形式 全天候クサビ挿入型

主要材料 EPDM(ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ)

DFTｶｯﾀ (ー2枚刃)による目地溝形成

ゴムハンマーにて叩き込み挿入

Ｗ＝８５タイプ

Ｗ＝８５Ｓタイプ

Ｗ＝１００タイプ

Ｗ＝１４０タイプ

形成方式

目地種類

補修 実 施 例
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清掃・墨だし
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W=140ﾀｲﾌﾟ（大型）
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主な施工実績
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平成26年11月
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平成30年8月

令和2年8月

① 令和2年度単価（北海道地区を除く）
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8.58mまで 14,600円/m 　：底版研削、不陸修正、目地部破損による断面修復は別途

12.87mまで 15,000円/m 　：既設目地材の撤去費用は別途

　　　株式会社ニューテック

TEL　03-5918-9688

担当 TEL　080-5869-5849

各年度毎主な施工延長

施工延長（目地）
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施工前

　①　　DFTジョイントの原材料はEPDM（ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｺﾞﾑ）を使用しているため耐久性・耐候性に優れてます。

　②　　接着剤等の塗布が要らないため、雨・雪・気温対策の養生を必要としません。また、施工面が濡れてても施工可能です。
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　③　　不等沈下による上下段ずれ、左右横ずれに各タイプでの伸びで追随し漏水を限界まで防ぎます。

　④　　移設時、更新時での再使用が可能なので大幅にコスト縮減が可能です。

適用条件

品質規格（開水路補修マニュアル）への適合性 構 造 諸 元

開水路・ボックスカルバート・桝・L型擁壁等の目地へ適用
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　クサビを挿入して既設水路に取り付ける構造のため、
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　株式会社リバコンテック

　〒154-0004東京都世田谷区太子堂2-7-2　TEL03-5779-7871
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編】」の品質規格として現在のところ定められていない。

目地被覆工法の適用可能な試験を実施予定。

　　事務局長　　　　伊藤　泰彦　　　　TEL　080-5976-1538
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