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ストックマネジメントストックマネジメント

はじめに

　埼玉県の東の県境に沿う中川沿岸の低平地にあ
る本地域は，日本経済の高度成長に伴い人口の急
増，住宅や工場の進出等により環境がめまぐるし
く変り，農業用水の管理は他地区に例を見ない変
貌をとげた。
　すなわち，昭和 15 年～ 40 年の間に，県営かん
がい排水事業により水路の改修が実施されたが，
昭和 40 年代後半以降，この地域の土地改良施設
は老朽化が進む一方，工業・都市用水の地下水汲
み上げによる地盤沈下・河床低下，都市化の進展
による農地のスプロール的転用などにより適正な
配水が困難となり，営農に多大な支障を来たして
きていた。
　宅地化の進展により，取り残された水田への配
水確保と，主として地下水を水源としていた上水
道の需要増に対処するため，中川中流域では昭和
43 年度から，県単独の「農業用水合理化事業」（「中
川水系農業水利合理化事業（第 1次）」を立ち上げ，
生み出された水が上水道に転用された。その後昭
和 47 年度に国の補助事業として創設された「農
業用水合理化対策事業」に「権現堂地区」・「幸手
領地区」の 2地区（「県営農業用水合理化対策事
業（第 2次）」）が採択され，昭和 61 年度までに
実施された。今回，この 2地区を合わせて県営基
幹水利施設ストックマネジメント事業として実施
される。（末端支配面積の関係から，「幸手領・権
現堂地区」（土地改良事業対応），「葛西中流地区」
（要綱事業対応）の二段重ねで採択された）
　なお，農業用水合理化事業とは，水田の末端の
土水路をパイプライン化して，ポンプ圧送により

標高のまちまちな末端補給水田へ給水することに
より，転用された水田の余剰用水分と土水路から
の漏水分を，他の用途に転用する事業である。
　このときの建設事業費は上水道側とのアロケー
ションとなっており，管網方式になって増加した
維持管理費やポンプ運転に掛かる電気料も上水道
側の一部負担となっている。しかし，米価の低落
傾向のなか，最近の電気料値上げの動きには，農
業側また上水道側も神経を尖らせている。

1．県営農業用水合理化対策事業（第 2次）
の概要

　本事業は，受益面積 2, 710 ha の水田に対し，
幹線水路　約 22 km，支線水路　約 94 km，末
端用水路 2, 560 ha，揚水機場 10 箇所を総事業費
209 億円で実施した。当時の埼玉県企業局の持
つ水利権の内 1/3 に相当する水量（合理化水量：
2. 871 m3/s 転用水量 1. 581 m3/s）を，管網の配
水方式に変更することによって生みだした。この
生み出された水は，これからも，地盤沈下対策と
しての地下水の採取規制に伴う水道用水の代替水
源として，適正なかんがいを行いながら転用水量
を供給し続ける役目を担っている。
　県営農業用水合理化対策事業（第 2次）の概要
は表－ 1のとおりである。
　幹線水路は開水路と堰，支線水路は概ねφ 250
～φ 400 mmのダクタイル・塩ビ管による管網（大
管網），末端用水路は小口径の塩ビ管で実施され
た。
　揚水機場の 10 箇所はほぼ同じような施設と
なっている。全て竪軸斜流ポンプで口径 500 ～
250 mm のものが 2 ～ 3 台で対象面積が 150 ～
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350 ha，揚水量は 0. 4 ～ 1. 1 m3/s 揚程は 21 ～
35 m，電動機出力は機場あたり，150 ～ 530 kW
である。竪軸斜流ポンプのため，真空ポンプなど
の補機類はなくシンプルな構成であるが，ストレ
ーナー経由で農業用水を冷却用水として使用して
いる。

2．対策の考え方

1）施設の状況

ポンプは S 52 ～ S59 にかけて据え付けられ，
H 24には設置後 28年～ 35年経過し，ポンプの耐
用年数とされる30 年に達する。毎年 10 機場につ
いて1300 万円ほどかけて定期点検整備を実施して
きた。
　故障実態の調査から，機場では，電気設備の
ほか，地盤沈下に伴う可撓管の亀裂（写真－ 1），
逆止弁が癒着し閉まらなくなる（写真－ 2），ス
トレーナーのさびが著しい（写真－ 3）などの現
象が起こっていること，パイプラインでは，地盤
沈下に伴う分水バルブ，スラストブロック・水管
橋まわりの可撓管の亀裂などが主なものであるこ
とがわかった。

2）対策方針

　施設には一応耐用年数があるが，これは，事業
計画を立てたり，減価償却をする際の拠り所であ

り，実際にはメンテナンスの良否や使用環境の厳
しさによって機械設備の寿命は大幅に異なってく
る。
　全体計画と実施計画とがかっちり固まっている
建設事業とは異なり，全体施設の更新時期を概ね
見通しながら，その間必要な機能を果たさせるこ
とが目的であるストックマネジメント事業では，
「走りながら考える」計画とならざるを得ない。
　従って，「優先順位」としては，劣化のひどい
もの，緊急のもの，故障すると影響の大きいもの
を早期に取り込み，「実施方針」としては，当初
の優先順位を尊重しつつも，途中でより優先度の
高いものが判明した場合は，全体金額の範囲中で，
対象施設機器を変更するなど，実態に即しつつ柔
軟に実施することとなる。

表－ 1　県営農業用水合理化対策事業（第 2次）の概要

項　目
権現堂地区
S 48 ～ S 61

幸手領地区
S 49 ～ S 62

合計 備　　　考

合理化水量 1. 487 m3/s 1. 384 m3/s 2.871m3/s （かんがい期間（168 日間）平均）
2, 200 万 m3/ 年 2, 069 万 m3/ 年 4, 269 万 m3/ 年

転 用 水 量 1. 581m3/s 総量：水道人口約 45 万人分
受 益 面 積 1, 250ha 1, 460 ha 2, 710 ha ＝ 1. 581 × 86, 400 ÷ 0. 306（m3/ 日･人：S50）
事　 業　 費 81 億円 128 億円 209 億円

事業費のうち　水利施設整備費（132 億円）の内訳
　幹線用水路 9. 7 km 12. 2km 21. 9 km 35 億円（27％）
　支 線 水 路 42. 4 km 51. 6km 94. 1 km 33 億円（25％） ダクタイル，塩ビ管
　末端用水路 1, 220 ha 1, 340ha 2, 560 ha 26 億円（20％） 塩ビ管
　揚 水 機 場 5箇所 5箇所 10 箇所 31 億円（23％） 設置年　S52 ～ S59
　集中制御工 1式 1式 1式 7億円　（6％）

（合理化水量：水路からの浸透ロスの改善や水田の転用で余剰となった用水量。転用水量：合理化水量から下流河川の流
況に寄与している水量を差し引いた水道用水への転用可能水量。）
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写真－ 1　地盤沈下に伴う可撓管の亀裂
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（1）全体方針
　土木構造物及び大管網は健全度 S－ 3 段階で
補修を繰り返し延命させる。機械電気設備は 20
年後に全面更新することを前提としてその間，ス
トックマネジメント事業で延命することとして，
対策内容及び対策費が算定されている。また，事
業実施を二期に分け，当面必要と認められる補修・
補強を第 1期対策事業として先行実施し，全体の
対策内容，対策費用は第１期対策事業を実施して
いく中で精査し改訂していくこととされている。
（S－ 3 段階：変状が顕著に認められる状態。劣
化の進行を遅らせる補修工事などが適用可能な状
態。）

（2）第 1期対策事業の内容
ⅰ）機械設備
①　ポンプ設備は，オーバーホールのみで部品
交換を行っていないので，全 10 機場の部品
交換を行う。
②　電気設備は既往の補修履歴及び面数を勘案
し対策費用を算出した。10 年毎に補修し全
面更新までの延命化を図る。（第 1期では全
体金額の 50％を計上）
③　オーバーホールを行っていない 4機場の電
動機の整備を行う。但し油漏れのある 1機場
について分解整備費を計上した。
④　除塵機は耐用年数が短い（20 年）のでレ
ーキチェーン，アタッチメントの取替費用を

写真－ 2　逆止弁の癒着

写真－ 3　ストレーナーのさび
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見込む。
（第 1期では補修を見込まない）。
⑤　ゲートは耐用年数が残っているため，耐用
年数経過後の水密ゴム交換等を見込む。（第
1期では補修を見込まない）

ⅱ）パイプライン
　障害の影響を最小限に食い止めるため，大管網
（支線用水路）の制水弁・分水バルブを対象とする。
末端小管網は影響が小さいため，故障の都度対応
することとされている。
①　制水弁，空気弁，分水弁は当面の対策数が
第 1期対策事業で計上されている。残りにつ
いては，10 年後に全て更新することとされ
ている。

②　排泥弁については全機場で継続使用との診
断結果であったので，現段階では全体の対策
費にも計上されていない。

③　可撓管は埋設しているものについては，近
年の更新を除いて，第 1期対策事業で更新さ

れる。機場からすぐの露出しているものにつ
いては，継続使用で経過観察とされている。

3．ストックマネジメント全体計画

　総事業費を 40 億円とし，測量試験費・工事雑費・
事務費を除くと，約 35 億円が工事費である。
　優先順位の高いものを主な工事内容とした第１
期事業は工事費ベースで約 15 億円で全体工事費
の約 4割である。

1）全体計画

　ストマネ計画全体工事費約 35 億円の内訳は表
－ 2のとおり，機械設備約 20 億円強（約 6割），
パイプライン（殆どが弁類）13 億円弱（4割弱），
土木構造物約 1億円（約 3％）である。
　また，機械設備のなかでは，電気設備，主ポン
プの部品交換がそれぞれ 8割，約 1割，残りは，
電動機，逆止弁，ストレーナー，ゲート，除塵機
などがそれぞれ約 1％内外である。土木構造物で

表－ 2　ストマネ工事費内訳

部　門 項　　目
耐用
年数

工事内容
部門内
比率％

第 1期工事
費比率％

主ポンプ 主ポンプ 30 主ポンプ　部品交換 13 50
電動機 25 電動機　部品交換 2 100
電動バタ弁 30
逆止弁 25 逆止弁　更新 1 100

機 械 設 備 場内配管 15 ストレーナー等　部品交換 1 50
電気設備 20 基盤部　部品交換 80 50
ゲート 設備全体 40 ゲート　部品交換 1 －

開閉装置 25
除塵機 設備全体 20 除塵機　部品交換 1 －
　　機械設備　金額 　約 20 億円（62％） 100 51 
建屋 45 管理所など外壁補修・防水工事 19 50 

土木構造物 吸水槽 40 機場補修　ひび割れなど 56 60 
アスベスト対策 アスベスト対策 25 100
　　土木構造物　金額 　約１億円（3％） 100 69 
大管網 40 －
制水弁・空気弁・分水弁 30 　弁類補修 90 17 

パイプライン 排泥弁 30 －
伸縮可撓継手 40 可撓継手（機場内，国道横断工） 9 100 
水管橋 1 68 
　　パイプライン　金額 　13 億円弱（36％） 100 26 
　　　　全体工事費 　約 35 億円強（100％） 42 
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は，機場補修（ひび割れなど），アスベスト対策，
管理所（防水工事）などである。パイプラインは，
制水弁，分水弁などの弁類が 9割，伸縮可撓継手
が約 1割，水管橋 1％である。

2）第１期計画

　第 1 期事業として予算ベースで全体の約 4 割
強を実施する。第 1期工事費約 15 億円弱のうち，
機械設備にその約 75％，パイプラインに 20％強，
土木構造物に約 5％を投じる。それぞれの部門の
全体予算に対しては，機械設備は約 50％，パイ
プラインは約 25％，土木構造物は約 70％を第 1
期工事で実施する。
　機械設備では，電動機，逆止弁は第 1期に全部，
残りの電気設備，主ポンプ，ストレーナーの部品
交換は半分を実施し，土木構造物では，機場外壁
補修とアスベスト対策は全部，管理所などの防水
工事，ひび割れなどの機場補修は概ね 6割を実施
する。パイプラインでは，伸縮可撓継手を全部，
水管橋約 7割，制水弁，分水弁などの弁類を 2割
弱実施する計画となっている。
　大雑把に言えば，急ぐものを全部と機械物の半
分を第 1期事業で実施し，残りを第 2期事業で実
施する計画のようである。

4．当初計画とストマネ計画の対比

　表－ 3で見られるように，支線水路と揚水機場
の事業費比率は当初事業では 1：0.94 であったが，
ストマネ計画では1：1.6と逆転している。これは，
支線水路は施設の大部分を占める塩ビのパイプの
補修が殆どなく，弁類が大半を占めるのに対し，
揚水機場では，耐用年数の短い電気設備が大半を
占めているためである。
　また，ストマネ事業費を更新事業に代る初期投

資と考えて当初事業費と比べると，
　当初事業の支線水路・揚水機場のH 19 年価格
はそれぞれ 46 億円と 44 億円で，耐用年数を 30
年とすると減価償却費は両方とも概ね 1. 5 億円
/年である（H 21. 3 月の土地改良事業支出済費用
換算係数を使用）。
　一方，ストマネ計画の支線水路・揚水機場の費
用はそれぞれ，13 億円，21 億円で耐用年数を 20
年と考えると，それぞれ 0.65 億円 / 年と 1. 05 億
円 /年で当初の初期投資と比べて，支線水路は約
4割，揚水機場は約 7割となっている。
　ストマネによる長寿命化により，全面更新の時
機をより後送りに出来れば，この比率はさらに下
げることが可能となるため，事業の推移を注視し
ていく必要があると考えている。

5．適用事業

　ストックマネジメントについては，土地改良施
設維持管理適正化事業で計画的に対応する方法も
あり，当地区も利用してきたが，同事業は「5年
に 1回行うような施設の定期点検整備」に対して
助成する制度で，地区全体の全面的な長寿命化対
策に対応するものではない。また，逼迫した県財
政の中で狭き門になりつつある。従って，今回新
規に制度化された「基幹水利施設ストックマネジ
メント事業」について交付金事業（地域自主戦略
交付金）としたものである。
　本事業は，通常の農業農村整備事業と同様，関
係する県・市・町にも支援を受けるものである。
地方自治体の財政状況が逼迫している中，事業の
実施にあたりできるだけ地財措置の対象とするよ
う要請があった。採択当時，地財措置対応とする
ためには，土地改良法に基づく県営かんがい排水
事業（1 揚水機場の受益面積 100 ha 以上）とし

表－ 3　ストマネ工事費内訳

項目
当初事業 ストマネ計画全体事業

事業費 内容 事業費 内容
支線水路（A） 33 億円 ダクタイル，塩ビ管 13 億円 弁類
揚水機場（B） 31 億円 ポンプ，電気設備 21 億円 電気設備，ポンプ部品交換
（B）/（A） 0. 94 1. 62 
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て位置づける必要があった。そのため，1揚水機
場支配受益面積 100 ha を境に，法事業と要綱事
業に地区を分割し，土地改良事業を「幸手領・権
現堂地区」，要綱事業を「葛西中流地区」とした。（な
お，現在は要綱事業であっても地財措置対象とな
っている。）

6．おわりに

　本地区のようなパイプラインを主体とした事業
地区のストックマネジメントでは，経年劣化した
パイプの補修・補強が主要事業になるのではない
かという漠然とした意識が一般にあると思われる
が，塩ビ管は 20 ～ 30 年では劣化せず，地震など
の影響で継手が緩んだり，破損したりして漏水が
多発するような事態がなければ，劣化は，ポンプ・
電気設備などの施設機械，制水弁，減圧弁，分水
弁，排泥弁，空気弁などの弁類や構造物との取り
付け部にある可撓継手のような付帯施設で発生す

ることが多い。しかしながら，現在のパイプライ
ンの診断の手引きでは，この点についての記載が
なく，パイプラインの診断の指針としては不十分
なものとなっている。したがって，本地区のよう
な事例を参考にして，手引きの改正を早急に行う
必要がある。
　また，本地区では，行政の支援を得る関係から
法事業による地区と要綱事業による地区に分割す
ることとなった。米価の低迷に伴う農家所得の増
加が見込めない現在，行政からの支援は必須であ
る。また，地方財政も厳しい状況にあり，地財措
置の充実が重要である。現在は，要綱事業であっ
ても，地財措置の対象となっているが，従前に実
施された事業の趣旨を十分に汲みとり，当初から
きめ細かな事業制度また財政制度が組み立てられ
るよう望むものである。
（一般社団法人農業土木事業協会　広報委員）




