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ストックマネジメントストックマネジメント

水土里ネット富山におけるストックマネジメントの取り組み

富山県土地改良事業団体連合会　竹沢　良治

I.　はじめに

富山県では，全国に先駆けて農業用水の合口
化や幹線用排水路の整備が進められ，延長約
6,100kmに及ぶ用排水路や頭首工，用排水機場な
ど，主要な農業水利施設だけでも再建設費にし
て約 9,300 億円に及ぶ膨大な資産がストックされ
ている。これらの施設は，高度経済成長期の昭和
40 ～ 50 年代に整備されたものが多く，老朽化の
進行が懸念されている。
本県では，国営付帯及び県営かんがい排水事業

等で整備された農業水利施設について，ストック
マネジメント手法による有効活用，長寿命化を進
めるため，流域を単位に県内を 13 ブロックに分
け，平成 18 ～ 21 年度の 4ヶ年の調査を経て施設
機能保全計画を策定した。本報では，これらの作
業を実施した富山県土地改良事業団体連合会（以
下：水土里ネット富山）における技術的な取り組
みについて紹介する。

II.　対象地区及び保全計画策定の内容

1.　対象地区

今回の調査は，図－ 1，表－ 1に示す 13 地区，
延長合計約 825km の幹線用排水路を対象として
いる。平野部の用水路は，鉄筋コンクリート，無
筋コンクリート構造の開水路が主体で，中山間地
域の用水路では，等高線を縫うように流れる山腹
水路やトンネルが多い。また，氷見，神通川左岸
地区の一部区間においてパイプラインのエリアが
存在する。排水路は，鋼矢板やコンクリート柵渠
が多くを占めている。

2.　保全計画策定の内容

平成 19 年 3 月に「農業水利施設の機能保全の
手引き」（以下：手引き）が策定され，ストック
マネジメントを推進する上でのバイブルが示され
た。当該業務もこれを参考に作業を進めることと
し，手引きのライフサイクルコスト（LCC）を低
減する機能保全計画の策定プロセスを基本に実施
した。この流れは，①現地において劣化・不具合
の調査を行い，②その結果を踏まえて健全度指標
（S－ 1 ～ S － 5）による機能診断評価及び劣化
予測を実施し，③対策工及び機能保全コストの比
較検討を行い，機能保全コストが最小となる対策
を選定するものである。

図－ 1　調査対象地区の位置

地方の動き

表－ 1 調査対象地区水路延長一覧 （単位：km）
年度 地区名 用水路 排水路 計

H18 早 月 川 26.5 0 26.5
射 水 平 野 33.5 46.3 79.8

H19

常願寺川左岸 46.9 12.2 59.1
常願寺川右岸 60.9 2.7 63.6
神通川左岸 70.9 2.87 3.7
小 矢 部 川 59.4 4.8 64.2

H20

庄 川 沿 岸 92.9 5.2 98.1
氷 　 　 見 10.8 12.8 23.6
井田川流域 63.2 3.7 66.9
神通川右岸 29.4 0 29.4
黒部川沿岸 53 32.4 85.4

H21 高 　 　 岡 47.4 22.7 70.1
魚 　 　 津 78.6 6.9 85.5

合 計 673.4 152.5 825.9
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III. 保全計画策定における技術的な取り組み

13 地区それぞれの保全計画策定においては富
山県の実態を考慮しながら手引きを適用するとと
もに，現地調査から機能保全コストの検討に至る
まで，業務全般の効率的な実施を図った。その中
で本報では，現地調査の効率化と有用なデータ
ベースの構築を進めるために取り組んだDGPS・
GIS 技術の積極的な活用および，シュミットハン
マーによる強度測定手法の検証について説明する。

1．DGPS，GIS 技術の積極的な利活用

（1）現地調査，資料収集への適用
水路の保全計画策定では，全線を踏査し「目視

調査」により劣化や不具合を把握した上で，ユニ
ットの中で代表的な地点を選定した詳細な写真撮
影，展開図の作成，シュミットハンマーによる強
度確認などの「定点調査」を行う。
本県における現地調査の時期は，かんがい期が

終了する 9月中旬から降雪の始まる 12 月中旬ま
での 3ヶ月間に制約された。県内の農業用水は，
防火・生態系保全・流雪などの多様な機能を発揮
しているケースが多く，現地調査のための止水期
間を極力短縮することや，送水停止を行う用水系
統を分散させるなど，効率的な現地調査が求めら
れた。
これらの制約条件を踏まえ，劣化や不具合を的

確に把握・記録するため，調査位置を高精度に測
位可能なDGPS（ディファレンシャルGPS）技術
や GIS（地理情報システム）技術を積極的に導入
することとした。
各年度において，現地調査前に水路の構造，造

成年度，規模等から調査・評価等の基本単位と
なる調査ユニットを設定する。13 地区全体では，
平均延長 532m，1，550 調査ユニットを設定した。
これらの情報を水路線形とともに GIS を用いて
図形情報として入力し，属性情報（ユニット ID，
施設構造，造成年度，供用年数など）も付加し
てデータベースを構築する。そして，GIS 情報を
図－ 2のシステム構成図に示す PDA（情報処理端
末）に組み込み，写真－ 1に示すように現地で劣

化や不具合を確認しながら，位置及び調査データ
を入力してデータの構築を行った。
現地調査の結果，コンクリート構造の水路では，

流水面の粗骨材露出・表面脆弱化が全般的に発生
していることが確認された。また，地形勾配のき
つい富山平野の特徴から，常願寺川流域では開水
路に多く設置されている落差工の水クッション底
部において，写真－ 2に示すコンクリートの洗掘・

図－ 2　DGPS 技術を活用した調査システム構成図

写真－ 1　現地調査作業状況

写真－ 2　落差工の洗掘状況
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摩耗により，鉄筋が露出するなどの劣化も数多く
存在していた。このような情報も現地状況を確認
しながら PDAでデータを構築した。このDGPS
技術を活用した調査システムの導入により，効率
的な調査データの収集を行うとともに，複数班を
投入した調査でも調査品質の統一を図ることを実
現した。

（2）業務全般へのGIS の活用

収集した情報は，GIS に展開して，調査情報と
属性情報を関連付け，さらに写真データとの連携
も図り，図面・調書・写真を確認できるように構
築した。これらの情報を確認しながら表－ 2に示
す健全度評価作業の実施，対策工の検討・数量計
算，各種図面作成等の作業を行った。

また，調査結果，策定した保全計画の内容は，
関係土地改良区に対して判り易く提示する必要が
ある。特に，①水路，調査ユニットの劣化状況（健
全度），②具体的な劣化箇所，③必要な対策など
の情報が求められる。
このことから，土地改良区や流域単位の状況を

判り易く俯瞰的に表現するため，各調査ユニッ
ト毎の GIS 情報の属性値（健全度）で色分けし，
線種で分類した，図－ 3に示す健全度評価主題図
を 13 地区すべてで作成した。さらに対策シナリ
オ選定主題図などを関係土地改良区に提示するな
ど，ストックマネジメントの必要性・重要性につ
いて理解浸透を図るよう取り組んだ。

図－ 3　健全度評価主題図（モノクロ版）

 表－ 2　策定作業にかかる作業項目，内容及び成果等一覧表

作業項目 外　　業　（現場） 内　　業 業務成果 GPS・GIS の利用
機能診断調査 ユニット単位

・目視調査
劣化・不具合の把握
（図面プロット及び内容記述，
写真撮影）

・定点調査
チョークによるマーキング・
計測，展開図のスケッチ，写
真撮影，シュミットハンマー
による強度測定

資料整理
調査図面作成
写真整理
ユニット番号の付与，ファイル
名付与ルール化

調査ユニット図
目視調査図
定点調査表
展開図（CAD）
写真
シュミットハンマー成果

ユニット図（GIS）
ユニットを基本にデータ構築
DGPS 技術を活用した調査
システムの構築
現地調査図の作成（GIS）

機能診断評価 － 健全度評価
評価の補正
劣化予測

健全度評価表
余寿命年数予測

構築した GIS データを参考
にして，各ユニットの健全度
評価を実施。
健全度評価主題図（GIS）

対策工の検討 － 対策工の適用性検討
対策シナリオの設定
数量計算，積算

数量計算書
対策費積算書

現地調査図を参考に対策
工数量の算定。

機能保全コスト
の算定

－ 算定基本条件の設定
対策年次の設定
機能保全コストの算定

機能保全コスト
算定書

対策シナリオ選定主題図
（GIS）

計画取りまとめ － 資料取りまとめ
施設重要度・対策優先度の設定

保全計画書
（地区毎）

施設重要度主題図（GIS）
対策優先度主題図（GIS）
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2. シュミットハンマーによる強度測定手法の検証

鉄筋コンクリート，無筋コンクリート水路の定
点調査では，シュミットハンマーによる反発強度
（以下：シュミットハンマー強度）の測定を実施
することとしている。水路側面の劣化したコンク
リート表面は，摩耗や表面脆弱化，粗骨材の露出
などが見られるケースが多い。このような場所で
測定したシュミットハンマー強度値の検証が必要
と考え，シュミットハンマーで測定した周辺で破
壊試験のコア採取による圧縮強度試験（以下：コ
ア強度）を行い，両者を比較することとした。
平成 18 年度～ 21 年度までの 4ヶ年で 254 箇所

のデータを測定・収集し，図－ 4に，Ｘ軸にコア
強度，Ｙ軸にシュミットハンマー強度として両者
の関係をプロットした。図－ 4からは，その測定
値が大きくばらついていることが見てとれ，相関
関係を確認することはできなかった。調査箇所毎
のコア強度とシュミットハンマー強度を図中の破
線（シュミットハンマー強度とコア強度が一致す
る線）で比較すると，コア強度の方が高い箇所が
163 箇所（65%），シュミットハンマー強度の方
が高い箇所が 91 箇所（35%）の結果が得られた。
シュミットハンマー強度はコンクリート表面，コ
ア強度はコンクリート内部を測定するものであ
り，単純に比較できない面もあるが，シュミット
ハンマー強度が低くてもコア強度は高い値を示す
傾向がみられた。シュミットハンマー強度が著し
く高い箇所は，露出した粗骨材が測定に影響した
ものと推察している。

表－ 3　健全度評価における構造別強度一覧

評　　価　　区　　分
構　造　区　分 S－ 5 S － 4 S － 3
鉄筋コンクリート開水路 21N/mm2 15 ～ 21N/mm2 15N/mm2 未満
無筋コンクリート開水路 18N/mm2 12 ～ 18N/mm2 12N/mm2 未満

一方，健全度評価を行う手引きの施設状態評価
表に示されている圧縮強度の評価項目は，表－
3に示す強度でランク設定されている。これによ
ると，強度が低くても S－ 3 より評価が悪くな
らない。実際の現場でシュミットハンマー強度が
低いところは，全体的に表面の摩耗・すり減り，
ひび割れ等が確認される傾向にあるため，S－ 3
ないし S－ 2 に評価されるケースが少なくない。
そのため，シュミットハンマー強度のみでは施設
状態評価が十分ではないと感じる面もある。
シュミットハンマーは，簡易的に強度を測定で

きる計測器であり便利である反面，粗骨材の露
出，表面が脆弱化した劣化コンクリートへの適用
では，課題があると思われるので，特に，構造的
な照査が必要な場合は，その取り扱いに十分留意
すべきと考える。

IV.　おわりに

保全計画策定における実務的な取り組みの一部
について紹介したが，実施地区の現場状況がそれ
ぞれ異なり，常に試行錯誤があった。その様々な
検討に，手引きやストックマネジメントマニュア
ルを参考にしたのは勿論であるが，平成 19 年度
に創設された農業水利施設機能総合診断士認定講
習会の講義内容やテキストも参考にさせていただ
いた。
今後は，構築したデータをベースに，施設状態

を定期的に監視しながら適時・適切な対策を確実
に実施していくことが必要不可欠である。また，
基幹・幹線水利施設主体のストックマネジメント
から，団体営かんがい排水事業，ほ場整備事業等
で整備された準幹線水路，支線用排水路にも目を
向ける必要がある。農地・水・環境保全向上対策
や中山間地域直接支払い等の各種施策で，地域に
おいて補修や更新などを行う事例も想定されるこ
とから，流域全体のマネジメントを効率的に行う図－ 4　コア強度，シュミットハンマー強度関係図
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ことも求められると思う。そのためには，フォロ
ーアップ調査の充実や施設管理者である土地改良
区への支援が重要であり，会員土地改良区への技
術的支援を継続して推進したいと考えている。
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