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1．はじめに

　本土地改良区では，国から管理委託された施設
や県から譲渡された施設を直接管理しており，そ
の維持管理の現状，並びに機能保全の取組上の課
題・対策について紹介する。
　なお，葛西用水路土地改良区では，国営農業用
水再編対策事業「利根中央地区」で造成した水利
施設の受託管理も行っているが，本稿では特に農
水省の「農業用水合理化対策事業実施要綱（昭和
47 年 7 月制定）」に基づく都道県営の国庫補助事
業として，全国に先駆けて事業実施された「権現
堂地区」（S 48 年度～ S 61 年度）と「幸手領地区」
（S 49 年度～ S 62 年度）両地区の水利施設管理，
及び機能保全対策の経緯と現状での課題について

紹介する。
　事業地域は何れも，利根大堰で取水し，水資源
機構の管理する埼玉用水路から葛西用水路を経て
導水される。「権現堂地区」は川口分水工で葛西
本線から分水し，北側用水路を経て当該地区の幹
線用水路である権現堂川用水路（コンクリート三
面舗装水路に改修）に通水した用水を，幹線水路
沿に設置された 5ヵ所の揚水機場で加圧し，パイ
プラインで末端各筆まで配水している。各機場毎
のかんがい面積はおおむね 200 ～ 300ha で，支線
大管網（φ400 mm～ 250 mm）及び末端小管網（φ
250 mm～ 50 mm）のパイプラインにより末端各
筆まで配水している。設置された水利施設の概要
は表－ 1のとおりである。
　また，「幸手領地区」は川口分水工より下流の
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表－1　「権現堂地区」水利施設

工　種 数　量　及　び　内　容
幹線用水路

揚水機場

権現堂川用水路　　L＝ 9, 653 m

揚水機 原動機 貯水池
揚水
機場

受益面積
ha 形式 口径

㎜×台
揚水量
m3/s

全揚程
m 形式 出力

kW×台
面積
m2

貯水量
m3

第 1
揚水機場 226. 3 堅軸

斜流
350 × 2
250 × 1 0. 701 21. 0 三相誘導

電動機
100 × 2
55 × 1 2, 500 5, 000

第 2
揚水機場 302. 5 堅軸

斜流 500 × 2 0. 962 30. 0 三相誘導
電動機 220 × 2 1, 320 3, 300

第 3
揚水機場 194. 7 堅軸

斜流
350 × 2
250 × 1 0. 621 23. 5 三相誘導

電動機
100 × 2
55 × 1 2, 090 4, 180

第 4
揚水機場 245. 0 堅軸

斜流 450 × 2 0. 788 26. 0 三相誘導
電動機 160 × 2 2, 520 6, 300

第 5
揚水機場 248. 0 堅軸

斜流
400 × 2
300 × 1 0. 799 24. 0 三相誘導

電動機
132 × 2
70 × 1 3, 935 7, 870

支線用水路
末端用水路
集中制御

L＝ 42, 442 m　　 ダグタイル鋳鉄管・塩ビ管
A＝ 1, 216. 5ha　　塩ビ管
一　式
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琵琶溜井分水工で葛西本線から分水して，幹線用
水路である中郷用水路，南側用水路（コンクリー
ト三面舗装水路に改修）に通水し，これら幹線水
路沿に設置された 5ヵ所の揚水機場（一機場あた
り 200 ～ 300 ha 単位にブロック化）で加圧して
パイプラインで末端各筆まで配水している。設置
された水利施設の概要は表－ 2のとおりである。
　事業で設置した施設は，両地区あわせて揚水機
場 10 ヵ所，幹線用水路チェックゲート 12 ヵ所，
ファームポンド取入口スルースゲート 10 ヵ所で
ある。管理にあたっては，これに既設の川口分水
工ゲート，琵琶溜井分水工ゲートを含めて，「幸
手領農業用水総合管理所」（昭和 57 年度完成）で
直接土地改良区職員の手で TM/TC による集中
管理を行っている。

2．管理並びに保全対策の経緯

（1）事業制度の利活用の経緯

　本土地改良区では，劣化・老朽化した施設の機
能保全対策を実施するにあたって，その時々の適
用事業を選択し，施設の機能保全，ライフサイク
ルコストの低減に配慮し，農家負担の軽減を図っ

ている。
　即ち，昭和 52 年度に制定された，施設の整備・
補修に関する「土地改良施設維持管理適正化事業」
制度を，権現堂・幸手領両地区で昭和 60 年度か
ら活用している。また，平成 17 年度以降は水利
施設の機能診断，水利用と管理のあり方の技術検
討等を行い保全計画の策定を行う「新農業水利シ
ステム保全対策事業」の活用を図り，主として幸
手領農業用水総合管理センターや各揚水機場の水
管理システムに関するセミハード的な機能保全を
行っている。
　その後，施設の長寿命化を図る「基幹水利施設
ストックマネジメント事業」が平成 20 年度に整
備されたがその年度から，機能診断，機能保全計
画の策定（H 20 ～ H 21 年度）を行い，平成 22
年度には県営事業計画を策定し，平成 23 年度か
ら保全対策工事を実施している。
　当該地区における過去の具体的な整備・補修は
「土地改良施設維持管理適正化事業」による，昭
和 60 年度の権現堂第 2揚水機場（昭和 52 年度設
置）のポンプ周り小配管や逆止弁等の維持補修が
最初で，設置年度が古いものからポンプのオーバ

表－ 2　「幸手領地区」水利施設

工　種 数　量　及　び　内　容
幹線用水路

揚水機場

中郷用水路　　L＝ 11, 726 m
南側用水路　　L＝　 478 m

揚　水　機 原　動　機 貯　水　池
揚水
機場

受益面積
ha 形式 口径

mm×台
揚水量
m3/s

全揚程
m 形式 出力

kW×台
面積
m2

貯水量
m3

第 1
揚水機場 146. 2 堅軸

斜流
300 × 2
250 × 1 0. 418 22. 0 三相誘導電

動機
60 × 2
30 × 1 210 450

第 2
揚水機場 309. 5 堅軸

斜流
500 × 2
350 × 1 1. 117 35. 0 三相誘導電

動機
250 × 2
132 × 1 2, 100 3, 150

第 3
揚水機場 354. 1 堅軸

斜流
450 × 2
350 × 1 1. 037 26. 0 三相誘導電

動機
170 × 2
90 × 1 2, 800 4, 200

第 4
揚水機場 215. 5 堅軸

斜流
350 × 2
250 × 1 0. 625 21. 0 三相誘導電

動機
85 × 2
45 × 1 2, 630 3, 940

第 5
揚水機場 318. 0 堅軸

斜流
400 × 2
300 × 1 0. 908 26. 5 三相誘導電

動機
150 × 2
80 × 1 5, 230 10, 500

支線用水路
末端用水路
集中制御

L＝ 51, 625 m　　 ダクタイル鋳鉄管・塩ビ管
A＝ 1, 343. 3ha　　塩ビ管
一　式
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ーホール，計測機器の補修，電気設備補修等を進
め，平成 11 年度頃からは耐用年数の比較的長い
電動機の補修（権現堂第 2揚水機場は 22 年経過
後実施）などが実施された。
　ポンプのオーバーホールは幸手領第 1揚水機場
を除き平成 9年までにすべて完了，ポンプ周り小
配管の交換や可変速装置の整備を平成 9年までに
実施，平成 12 年ごろからは電気設備の保全整備
を手掛けてきている。
　また，「新農業水利システム保全対策事業」では，
主として幸手領農業用水総合管理センター内の水
利システムに関わる施設整備等を実施した。

（2）「基幹水利施設ストックマネジメント事業」

の保全対策工事について

　県営基幹水利施設ストックマネジメント事業に
より，埼玉県が平成 20 年度から 2カ年にわたり
地区の基幹的な施設の調査（機能診断）と対策の
検討を行うと共に機能保全計画を作成した。その
後，平成 22 年度には，事業計画を策定し，平成
23 年度から県営事業として採択・実施されてい
る（図－ 1）。
　以下に，機能診断並びに機能保全計画調査結

果に基づき作成された事業計画書（業務委託の成
果品）から対策工事の概要を箇条書きにする。な
お，事業工期は全体が平成 23 年度から平成 42 年
度（2030 年）の 20 年間，内，第 1期を平成 23 年
度から平成 28 年度までの 6年間として計画して
いる。
ア．20 年後の全面更新（設定）を想定し，ス
トックマネジメント事業で施設全体の機能を
維持・延命させるための対策を計画し，事業
量，費用を計上した。
イ．土木構造物及び大管網は補修を繰り返して
延命させる。
ウ．ポンプ設備は 10 ～ 20 数年部品交換を行っ
ておらず（オーバーホールのみ），全 10 機場
で部品交換を行う。
エ．電気設備はこれまでの補修履歴を勘案の上，
20 年後の全面更新までの基盤部品の交換等
を行う。
オ．電動機はこれまでオーバーホールを行っ
ていない権現堂第 1，第 5機場，幸手領第 1，
第 4 機場を第１期対策事業（平成 23 年度か
ら 6年間）で優先して整備する。
カ．除塵機は耐用年数が短いので，10 年ごと����������������
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図ー 1　対策概要図（幸手領・権現堂地区）
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に補修し全面更新までの延命化を図る。
キ．ゲート類は比較的耐用年数が長く，耐用年
数経過後に部品交換等で対策可能とした。

ク．機場からの吐出し管や電磁流量計前後の可
撓管は，近年更新したもの以外すべて早急に
更新する。

ケ．パイプラインの制水弁，空気弁，分水弁は，
調査結果に基づき適宜整備・更新する。

（3）本地域の特徴と管理上の課題等

　葛西用水路土地改良区で配水管理する水田面積
は，7, 900 ha である。そのうち当該地域の 10 機
場で 2, 000 ha を超える水田（全体の 25％）をパ
イプラインにより末端水田まで給水している。昭
和 48 年度から始められた権現堂・幸手領両地区
の水利施設のほとんどは昭和 58 年度に完成を見
た。しかし，当時大きな社会問題となっていた関
東平野北部地域の地盤沈下の影響をまともに受け
ることとなった。
　即ち，埼玉県では，昭和 35 年頃から川口市を
中心とする県南地域で地盤沈下が観測されて以
降，昭和 47 年からは県西部地域移った沈下が，
昭和 53 年からは栗橋・鷲宮町（現久喜市）を中
心とした県北東部に移った。現在では，年間沈下
量 2 cm以上の沈下量が観測される地域も狭まり
沈下も沈静化しているが，中川低地のほぼ中央
に位置する本地域にあっては，昭和 60 年ごろに
は累積沈下量 20 cm以上を記録した。そのため，
権現堂川用水路の一部区間で地盤沈下の影響が顕
著で，応急的に水路壁のかさ上げ工事を実施して
いる。なお，幹線用水路の本格的な維持補修対策
が講じられるのは，県営地盤対策事業「権現堂地
区」が採択された平成 15 年度以降となる。
　また，地盤沈下の著しい影響により揚水機場か
らの吐出管のゴム可撓管部の偏心・伸縮，機場と
流量計ピット間の可撓管の偏心・伸縮などが生じ，
現状で許容限界に近いものもあり，前述したスト
ックマネジメント事業で早急に工事を実施すべき
対象としている。
　加えて，支線用水路施設にあっては，離脱防止
装置等がなかったため施設建設時に設置したスラ

ストブロックコンクリートは大きなものが多く，
地盤沈下の影響を受け塩ビ管等に亀裂や損壊を生
じる原因となっている。また，分水弁，空気弁及
びT字管等の異形管部での漏水が多発している。
　毎年，ポンプの本格運転開始前の試験通水作業
では，ポンプ圧力を徐々に上げながら職員が広い
地域を巡回し，漏水等の点検と応急措置など多く
の時間と労力を必要としている。
　一方，幹線水路のコンクリート三面舗装化，ま
た支線用水路以下はすべて加圧方式によるパイプ
ラインとすることで浸透ロスを改善し，その結果
生み出された農業用水の余剰水を上水道へ転用す
る代わりに，農業側は少ない負担で施設の更新が
可能となった（施設建設費は水道側が肩代わり）。
しかし，電気料金等の維持管理費用や維持補修の
ための費用は一部水道側の負担としているものの
組合員からの賦課徴収に頼るほかなく，当該地区
では他地区に比べ 10 a あたり 4, 000 円の上乗せ
賦課金を徴収している。ここ数年賦課徴収額に対
する電気料金の比率が年々上昇していることに加
えて，近々予定されている東電の値上げは脅威と
なっている。
　さらに，両地区とも市街化地域に隣接する外縁
部から農地転用が進んでおり，首都圏央自動車道
路や産業団地の建設などに起因する，各機場当た
りのかんがい面積の減少や管網の再編に伴うパイ
プラインの移設替・撤去などの施設改修や他機関
協議事務が煩雑になっている。
　その他，設置年度の古い揚水機場ではポンプ室
の内壁に石綿含有のロックウールが使用されてい
るが未だ未処理の機場もあり，アスベスト対策も
また急務である。

3．「基幹水利施設ストックマネジメント事
業」の取り組み課題

　基幹水利施設ストックマネジメント事業の保全
対策計画に基づく県営事業は，平成 23 年度に始
まったばかりで，機能診断の適否や保全対策工事
の効果・評価などを紹介できる段階ではない。し
たがって，本稿では，ストックマネジメント事業
を進める際の課題を二つ紹介する。
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（1）施設の機能診断，劣化予測，対策工法の選択・

評価等技術の向上にむけて

　『組織が管理活動などを行うとき，最初に計画
を立て，その計画に沿って実施し，実施した計画
を確認することになる。そして結果を確認した後，
計画と実施した結果の間に差異が認められたのな
らば，目標や進め方を改善するなどの処置をとり，
次の活動に備えることが基本的な進め方である。』
『このような活動を継続的に実施していくことを
PDCAサイクルを回すと言い，PDCAサイクル
を回しながら活動内容をより向上させていくこと
をスパイラルアップと呼ぶ。』（技術士制度におけ
る総合技術監理部門の技術体系　平成 16 年 1 月）
　ストックマネジメントは，未だ緒に就いたばか
りの技術手法である。今後，これまで積み上げら
れてきた機能診断技術の共有化，選択・実施され
た保全工事の効果の評価などの収集・蓄積を図り，
さらに多くの事例を積み重ねることにより，これ
ら技術・手法の類型化を図り，他への適用を可能
とする普遍的な手法を確立してゆくことが必要で
ある。
　即ち，ストックマネジメントは，保全計画
（Plan），対策工事（Do），評価（Check），改善処
置（Act）を回しながら活動内容をスパイラルア
ップする技術でなければならない。
　一方，構造物の劣化要因は一つとは限らず，可
能性のある劣化要因を全て特定したうえで劣化の
進行を予防する対策が必要となる。また，構造の
部分ごと材料ごとの劣化診断を踏まえた総合的な

施設機能評価と機能強化対策が必要となる。

（2）人材の育成と技術・知識の継承

　ストックマネジメントの基本は，あくまで施設
の管理者による日常的な巡視・点検や軽微な維持
補修にあり，より早い段階でのこまめな補修が施
設の性能をより長く維持することに効果がある。
　機能診断調査では現地調査に重点が置かれがち
だが，施設管理者からの資料収集や聞き取り調査
をしっかり実施し，それを踏まえたうえで保全対
策を講じる対象や整備目標を定めることが必要と
なる。
　一方，施設管理者は過去の施設の状態等の記録，
維持管理適正化事業等での保全や補修の記録など
の整理・保存はもとより，日常管理記録と合わせ
て次回の機能診断に向けた現在の機能保全工事の
評価などをデータとして残すこと必要である。
　また，これらデータの蓄積手法や外観による劣
化判断基準などに関する研修やビデオ教材の開発
など施設管理者の技術力の向上，継承を図ること
も喫緊の課題である。

以上
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