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1．はじめに

　インフラ施設の的確な管理に対する社会的要請
が高まる中で，独立行政法人水資源機構（以下，「水
資源機構」）がこれまで蓄積してきた大規模な水
利施設の管理ノウハウは他地区の参考となると思
われます。今回，JAGREEに掲載の機会をいただ
きましたので，水資源機構のストックマネジメン
トの取組を数回に分けて報告させていただきます。

2．水資源機構について

　先ず，水資源機構の業務をご紹介します。

（1）施設紹介

　水資源機構は，東京オリンピックを間近に控
え，首都圏の水資源を緊急に確保していくことが
求められた昭和 37 年に水資源開発公団として発
足しました。昭和 43 年には，愛知用水公団が整
備した愛知用水施設と豊川用水施設を継承し，今
日，水資源開発促進法に指定されている全国７水
系（利根川，荒川，豊川，木曽川，淀川，吉野川，
筑後川）において 52 施設（うち治水操作を伴わ

ない利水施設（以下，「水路等施設」）は 20 施設），
水路延長 3, 010 kmの管理を実施しています。

（2）業務内容

　水資源機構の特徴として建設した施設を管理し
ていることが挙げられますが，全ての水路や揚水
機場等を直接管理しているものではなく，
　・重大な治水及び利水の操作が伴うもの
　・使用目的が農業と水道など複数あるもの
に限り自ら管理を行っています。水路延長でいえ
ば約 1, 000 km を水資源機構が管理し，それ以外
の約 2, 000 km は主に農業用水専用で土地改良区
等に管理委託しています。
　水資源機構は，農業用水だけではなく水道用水・
工業用水といった都市用水も供給しています。水
路等施設 20 施設のうち農業用水，都市用水を供
給している施設はそれぞれ 15 施設，17 施設とな
っています。
　これらの施設の多くは 1960 ～ 70 年代の高度成
長期に建設されています。これまでも劣化の進行
に対して随時改築事業を行っていますが，管理開
始後 30 年超えてもまだ改築を行っていない施設
もあります。今後，老朽化対策を確実に実施して
いくには，中長期的な見通しをもって所要の事業
費を確保していく必要があります。

3．水資源機構の管理業務について

　水資源機構では，「安全で良質な水を安定して
安くお届けする」との経営理念の下，水資源の供
給・管理を行うとともに，治水機能を有する施設
については，洪水被害の防止・軽減を図るため，
施設の操作，維持，修繕等を適切に行うことを目

ストックマネジメントストックマネジメント
中央の動き

水資源機構におけるストックマネジメントの取組について
（第1回）

独立行政法人水資源機構

図1　水資源機構水路等施設の位置図
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指しています。
　このため，施設単体だけの操作や維持管理だけ
では十分ではなく，河川の状況や施設の現状等を
最新のデータ・知見によって的確に把握し，状況
の変化に応じきめ細かな対応を行う必要がありま
す。また，関係利水者（土地改良区，都市用水事
業者など），関係行政機関等との連絡，調整を密
に行うことや，地域住民を含む一般の方々への情
報提供に努めることも配慮すべき点となります。

（1）利水管理（操作運用）

　管理業務の中核は，日々の利水管理です。利水
者の需要や電気事業者の放水計画を把握するとと
もに，河川の流況やダム・調整池の貯水量等を基
に，取水・送水計画（ダム等運用計画，幹線水路
の操作，他事業との調整等を含む）を作成し，計
画水量を的確に取水・送水するため，ダム，頭首
工，水路等の管理を確実に行う必要があります。
　渇水時には，通常の取水が困難となりますので，

利水者は，相互にその水利使用の調整を行うこと
が求められます。水資源機構では，渇水時に利水
者間の節水調整が円滑に進むよう，ダム貯水率等
のきめ細かな情報発信などに努めています。

（2）施設管理

①　施設管理の概要
　維持管理の基本は，施設がその機能を確実に発
揮できるよう常に良好な状態に維持・保全してお
くことです。このために，的確な点検に基づき施
設の状態を把握し，必要に応じて整備を行うこと
になります。また，土木・機械・電気・通信・そ
の他設備との関連性に留意して長期的視点に立つ
とともに，維持管理の問題点等を整備にフィード
バックして，より管理しやすい施設としていくこ
とも重要となります。
　点検及び整備，更新等の実施状況や，異常事象
への対応については，記録・保存し，長期的な施
設管理に活用しています。

写真 1　操作室での連絡調整・操作状況

写真 2　開水路分水工制御状況

写真 3　管水路制水弁の点検

写真 4　制御子局の点検
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　水資源機構においては，このような管理業務を
効率的に実施していくためにマニュアル等の整備
を行っています。
　表 1は，愛知用水施設の日常点検の項目と頻度
を取りまとめたものです。施設毎に点検表を作成
し，作業内容が容易にチェックできるよう整理し
ています。

表 1　施設点検のポイント（平常時）

②　異常時の対応と異常時に備えた管理
　地震や豪雨等の自然災害による施設破損に加え
て，老朽化等による管継目からの漏水や管体の破
裂損傷等が突発的に生じており，また，近年では
発見しにくい化学物質の流出等の水質事故や富栄
養化等による水質障害も多発しています。
　突発的な漏水・出水事故に対しては，速やかに
利水者との情報共有を図るとともに，通水の減量
又は停止を行い，応急復旧・応急対策等による早
期の通水再開及び第三者被害の防止を行います。
水資源機構職員が初動対応を行いますが，作業員
や施工機械の確保には建設業者の協力が不可欠で
あり，各管理所においては，建設業者と災害時の
応急出動に関する協定を締結するなどしていま
す。また，第三者被害に備えた施設保険にも加入
しています。

　油脂類の流入は，利水者への影響が大きいため，
水資源機構として最重点でその防止に取り組んで
いる事項の一つです。取水施設においてオイルフ
ェンスやオイル吸着資材を常備するとともに，迅
速にその設置が図られるよう日常的な訓練を実施
しています。

写真 5　管破損に伴う地表の陥没
（表紙の裏にカラーで掲載）

写真 6　破裂したPC管の状況
（表紙の裏にカラーで掲載）

写真 7　オイルフェンス設置状況（夜間作業）
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　このような異常事態に備えて行くには，日常的
な点検を確実に実施していくことが重要です。水
資源機構は，点検・管理しやすい施設づくりに努
めてきており，通水しながら片側ずつ施設状況の
確認を行い得る水路の二連化や，仮締め切り作業
の効率化を図るための点検用鋼製ゲートの開発，
職員による点検作業の利便性を高める親子蓋の設
置等の工夫を進めています。また，毎年度，各現
場での施設事故とその対応等を取りまとめ，情報
の共有化を図っています。
③　大規模地震への対応
　これまでご紹介したとおり，水資源機構では日
常の施設巡視・点検に当たり，施設毎に調査項目
をリストアップして調査票に整理しています。こ

の日常点検は，地震が発生した場合の点検と内容
が重複することも多く，日常点検と地震時点検に用
いる調査表とを同一としているケースもあります。
　霞ヶ浦用水施設では，点検項目毎に点検時期（常
時，初動（地震発生直後），震災後（初動後の点

写真 8　吸着資材展張訓練状況

写真 9　効率的な管理業務に向けた工夫
（順に水路の二連化，親子蓋マンホール）

表 2　施設点検作業における点検調査票の例
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検完了後））を示した点検表を作成しています（表
2参照）。日頃からの防災訓練や日常的な点検作
業を通じて震災時の初動対応の周知が図られ，防
災力の向上につながっていると考えるものです。
　なお，施設点検において留意すべき内容につい
ては，写真や図面による視覚的な作業マニュアル
を作成し，緊急時でも計測等を確実に行える工夫
を行っています。
　これとは別途，大規模地震に備えた対応として，
災害協定や，資機材の備蓄，業務継続計画の策定，
実践的な防災訓練に取り組んでいます（このこと
については次回紹介します）。

（3）管理業務の実施体制

　管理業務の実施に当たっては，施設毎に管理所
を設置するほか，複数の水資源機構施設が近接し
ている場合には総合管理所として設置し効率化を
図っています。職員は，土木，機械，電気設備等
に関する技術職員を配置しており，例えば，霞ヶ浦
用水管理所においては，所長，所長代理の下，土
木施設担当 3名，機械設備担当 2名，電気通信担
当2名，事務担当１名で施設管理に当たっています。

4．水資源機構のストックマネジメント

　水資源機構が進めているストックマネジメント
について概要を紹介します。
（1）水資源機構のストックマネジメント取組の

契機　～木曽川右岸施設緊急改築事業～

　木曽川右岸施設については，既設 PC管の劣化
に伴う出水事故が多発したため，ストックマネジ
メントの手法を用いて施設の機能診断を実施し，
管の劣化が著しい区間を特定して更新を行い，そ
れ以外の区間については既存施設の有効活用を図
ることとしました。
　この木曽川右岸施設の事業化が，ストックマネ
ジメントに体系的に取り組んだ先駆的な事例です。

写真 10　既設 PC管の出水事故

　図 2　木曽川右岸施設緊急改築事業位置
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＜木曽川右岸施設緊急改築事業＞
・工期：平成 21 年度～平成 26 年度
・内容：劣化が進行した PC管を鋼管等に敷設替え
・総事業費：40 億円
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（2）PC管の健全度評価に関する技術検討

　木曽川右岸施設の事業化に先立ち，水資源機構
の他施設において平成 15 年４月に PC管本体の
破裂による出水事故が発生し，地表に陥没が生じ
ました。この破損原因として侵食性遊離炭酸によ
るカバーコートモルタルの侵食に伴う PC鋼線の
発錆・断裂が考えられ，その後の調査で同様に劣
化した PC管が発見されたことから，PC管の劣
化に関する技術検討を進め，平成 19 年度に「PC
管の劣化に関する診断マニュアル（案）」を作成
しました。このマニュアル（案）では PC管の劣
化度判定の指標を次のとおり整理しました。

　木曽川右岸施設の事業化に当たっては，この判
断指標を適用するとともに，平成 19 年に農林水
産省が取りまとめた「農業水利施設の機能保全の
手引き」の考え方を参考に機能保全計画を作成し
ました。
　なお，PC管の診断技術として，水資源機構で
は学識経験者や民間企業との共同研究により非破
壊調査手法を開発していますので，今後ご紹介い
たします。

（3）ストックマネジメントの取組状況

①　水路系施設における機能保全計画の策定
　平成 20 年度以降，水路系施設において「農業
水利施設の機能保全の手引き」に基づいたストッ
クマネジメントの取組を進めており，平成 24 年
度までに水資源機構が自ら管理している水路等に
おいて機能保全計画を作成したところです。
　水資源機構の第 3期中期計画（平成 25 年度か
ら平成 29 年度）においては，「ストックマネジメ

ントの全面的な展開」を掲げ，作成した機能保全
計画に基づいて，老朽化が進む水資源機構施設の
戦略的な保全対策を図っていくこととしています。
　また，施設機能として耐震性も重要であり，耐震
照査についても取り組んでいくこととしています。
②　ストックマネジメントにおける利水者説明
　重大事故が発生し断水に至った場合は地域に与
える影響は極めて大きく，施設の老朽化状況を示
す客観的データや，事故発生リスクについて日頃
から利水者に説明していくことが重要です。過去
の事故事例を紹介するなど，保全対策の必要性に
ついて具体的に説明することを心がけています。

③　ストックマネジメントの取組の構成
　ストックマネジメントは，施設の老朽化対策と
して劣化状況に応じた保全対策を適時適切に実施
しライフサイクルコストの低減を図っていく取組
ですが，施設管理を自ら実施する水資源機構にお
いては，経済的かつ効果的な事故発生リスクの低
減にも対応すべきものと認識しています。

写真 11　利水者も参加した施設状況調査

写真 12　関係者への事故発生リスクの説明

表 3　PC管劣化度判定表

（出典：PC管本体の劣化に関する調査・診断マニュアル（案）H19 版）
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　即ち，補修や改築事業の実施により事故発生の
リスク軽減を図ったとしても，事故発生リスクを
ゼロにするのは難しいことです。このため，漏水・
出水事故が発生した場合に，速やかに通水を再開
するための対策，いわゆる「ロス・コントロール」
も広義のストックマネジメントとして捉えていく
べきと考えています。

　このような水資源機構のストックマネジメント
の取組を以下に示します。

　今回お示しした構成に沿って，事故発生リスク
を低減していく各種実践的な取組等について次回
以降で紹介します。

図 3　水資源機構におけるストックマネジメントの
取組の構成
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