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ストックマネジメントストックマネジメント

西奥羽土地改良調査管理事務所におけるストマネ
（保全対策指導事業）の概要

東北農政局 西奥羽土地改良調査管理事務所 保全計画課　柳野　秀樹

地方の動き

クマネジメント高度化事業，保全対策指導事業，
応急対策事業などを実施しており，村山北部支所
では，ハード事業として機能保全事業「村山北部
地区」を実施するなど，多岐にわたっています。

２．調査管理事務所管内の状況

秋田県，山形県ともに旧来から米の主要産地と
して営農が引き継がれ，現在においてもその生産
量はそれぞれ全国３位，４位のシェアを誇ってい
るところです。

１．はじめに

当調査管理事務所の所掌地域は，秋田市内の事
務所を拠点にして，山形市内の最上川支所，尾花
沢市内の村山北部支所の２支所とともに，秋田・
山形２県に及んでいます。

事務所及び最上川支所では，国営事業に係る，
広域基盤整備計画調査，地域整備方向検討調査，
地区調査，全体実施設計と事業着手までの一連の
業務，更に国営完了地区のフォローアップとして，
事業評価，水利権の更新・一部見直しや，ストッ
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昭和初期の食料増産，米の生産施策に伴い，地
域の営農意識の高さも加わり，大がかりな開田と
ともに，安定した用水確保及び供給のため，秋田
県内においては昭和 21 年度から，国営開墾事業
により開田と併せて農業用用排水施設（基幹施設）
の建設が始まりました。

また，山形県内においても昭和 27 年度から，
国営かんがい排水事業によりダム建設を伴う農業
用用排水施設（基幹施設）の整備が開始されまし
た。

その後も，秋田県内 4 地区，山形県内 10 地区
の国営かんがい排水事業による整備に加え，農業
用用排水施設を含む国営農地・総合農地開発事業，
干拓事業地区の事業展開がなされ，地域農業の礎
を築き，今も引き続き支えています。

[ 秋田県，山形県における水田面積に占める
国営受益面積割合 ]

（水田面積：各県農林水産統計年報より）

施設造成後 30 年程経過した昭和 63 年度頃から
は，施設整備事業により施設の老朽化に伴う補修・
改修対応が始まり，近年は，施設の老朽化対策と
しての補修・更新整備のみならず，営農の変化に
応じた用水再編も併せて行う二期事業（かんがい
排水事業）を実施するなど，地域の農業用水の安
定的な供給に資しているところです。

３．保全対策指導事業の実施状況

1）調査の進捗状況
前記のとおり，かんがい排水事業，農地・総合

農地開発事業などの国営事業（秋田・山形両県で）
20 地区により造成及び整備された農業用用排水
施設は，ダム 6 ヵ所，頭首工 29 ヵ所，水門 34 ヵ

所，用排水機場 52 ヵ所，用排水路 198 路線，水
管理施設 11 ヵ所と，全部で 330 施設に及びます。

その内，現在事業実施中及び事業完了後 10 年
未満の施設，事業制度の変遷や農地転用等により
現時点において国営要件に満たない施設を除く約
250 の基幹施設を保全対策指導事業の対象として
おり，工種としては用排水路が半数以上の 67％
を占めています（1 路線 1 施設としてカウント）。

また，昭和 20 年代から整備された施設は，現
時点において 67 % が造成後 30 年以上経過して
おり，標準耐用年数を経過した施設は水管理施設，
用排水路，用排水機場で顕著となっています。

西奥羽管内 工種別構成比

西奥羽管内国営造成施設（基幹施設）
造成後経過年数（H28 年度時点）

工種別 施設数
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保全対策指導事業は，保全計画課がメイン所掌
業務として担当しており，事業実施中及び完了
後 10 年未満の施設を除く約 180 施設については，
平成 24 年度までに１巡目を終え，平成 25 年度か
ら２巡目の調査も開始しています。

以降，事業完了 10 年を越える約 20 施設の 1 巡
目調査，また，完了地区のダム安全性評価に係る
調査も加わったこともあり，限られた予算となっ
ていますが，鋭意進めているところです。

現時点において，機能診断調査を終えた約 200
施設の健全度評価としては，前記の造成後の経過
年数や標準耐用年数のデータを反映し，変状が顕
著に認められる状態を示すＳ - ３以下の割合が 60
％と施設の半数以上に及んでいます。

機能診断調査数の推移

機能診断済施設の健全度評価割合

2）調査対象施設の選定について
施設は，同時期に施工された同様の施設であっ

ても，その構造や，冬期取水の有無等の自然立地・
使用環境条件，また，施設改修事業や二期事業実
施の有無等によって，老朽度合いに差が生じます。

そのため，新規追加の１巡目及び２巡目調査を
行うための施設選定は，単純に地区単位とはなら
ず施設毎での評価となることから，経過年数，耐

用年数，一巡目の診断からの経過年，用水再編構
想の有無や緊急性，施設の重要度等，項目毎での
ポイント加算評価をベースとした総合判断により
一定の順位付けを行い，調査対象施設を決定して
います。　

４．機能診断における課題等

1）工種により異なる標準耐用年数の差
施設の老朽化度合いの評価は，標準耐用年数が

基本となるが，コンクリート構造物の 40 年に対
して，機械・ゲート設備にあっては 20 ～ 30 年で
あり，用水管理施設等電気設備・機器関係になる
と 10 年程度と多様で，補修・更新時期には差が
生じます。しかし，施設管理者は，ゲート等金物
や電気設備・機器に関しては標準年数を超えて
も，通常の管理で使用可能な最小限の延命策を講
じて，主要な農業用用排水施設（基幹施設）と同
時に一体的な更新を要望する傾向にあります。

機能診断を基にした長寿命化計画の策定にあた
っては，施設管理者との合意形成は不可欠なた
め，基幹施設の改修と電気設備・機器に係る更新
時期に係る調整には多様な検討を行う必要があり
ます。

用水管理を担うパソコンについては，目覚まし
い処理能力の進化と裏腹に，肝心のＯＳがメーカ
ーのサポート終了，関連機器との連携相性，イン
ターネット回線使用上からのセキュリティ対策の
問題も相まって，不具合となったパソコンのみな
らず，システムを含めた一体的な更新を要する場
合が多くなっています。必然的に通常の維持管理
予算を超える事業費となることから，県営ストマ
ネ事業などとの調整・連携も重要となっています

（当調査管理事務所管内では，国営で造成した用
水管理システム機能を維持するために，県営スト
マネ事業で対策を講じている事例が２地区ありま
す）。

2）補修・補強された施設の評価
現在，施設整備事業や二期事業により補修され

た一部施設は，事業完了後 10 年を越えて機能診
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断調査対象施設となっています。目地補修や被覆
工法等によって補修された用水路（開水路）は多々
ありますが，健全度評価の指標とするものが無い
ことから，その評価は担当者の判断に依るところ
となっており，担当者の観点や実務経験の差が評
価結果の差となる可能性を含んでいます。今後は
更にその対象施設が多くなることから，早急に評
価基準を定めることが必要と考えます。

3）機能診断の評価と経費
現在，機能診断は目視による概略診断ベースで

行っており，管水路のサイホン部や急勾配区間，
本管が小口径な路線など，直接確認できない区間
は，施工年度や前後の施設の評価，施設管理者か
らの問診，充水しての漏水量調査等により概定し
ています。水替え仮設備や水中カメラ等特殊機器
を使用することで直接確認を可能とする路線はあ
りますが，当該経費よりも路線延長確保及び他の
対象施設の機能診断を優先している状況です。

５．機能監視の継続に向けて

施設保全計画書の作成に伴い，機能監視計画も
定められ，施設管理者による継続監視となります
が，行監及び会検で実施されてないとの指摘を受
け，農水省から具体的な取り組みの指導があり
ました。それを受け，当調査管理事務所では平成
26 年度末に土地改良区を主とした施設管理者へ
の個別説明キャラバンを実施しました。

また，施設管理者へ示している，平成 25 年度
以前の施設保全計画書では，観測定点や調査方法
等の継続監視ポイントが具体的に記載されていな
い調書も多かった事から，平成 27 年度に調査管
理事務所管内の施設管理者である県及び土地改良
区の職員を対象に，土地改良技術事務所の協力（出
前講座）を得て，屋内座学と現場実習を行いまし
た。

秋田県内１ヵ所，山形県内 2 ヵ所の会場で，管
内18土地改良区から総勢70名の参加者とともに，
ストマネ事業の概要，機能保全計画内容や機能監
視の意義について学び，現場実習では写真撮影や

チョーキング，ひび割れ測定，記録票への記入と
りまとめまで一連の作業内容を確認することがで
き，参加者の反響は良好でした。

開催月日 座学場所 参加機関 参加
者数 現場実習場所

10 月 27 日
大町溝土地改良区

（山形県酒田市内）
山形県内
 5 土地改良区

23 名
最上川下流右岸地区
大町南幹線用水路，
南幹線揚水機場

10 月 28 日
村山土地改良区

（山形県尾花沢市内）
山形県内
 7 土地改良区

26 名
村山北部地区
和合頭首工，
丹生川右岸幹線用水路

11 月 4 日
仙北平野土地改良区
（秋田県大仙市内）

秋田県内
 6 土地改良区

21 名
仙北平野地区
玉川頭首工，
1 号幹線用水路

６．ストマネ事業の展開について

国営保全対策指導事業の事業移行としては，国
営施設機能保全事業となりますが，近年の営農に
即した用水計画や一定地域の変更を併せて行う場
合は国営かんがい排水事業の選択となります。そ
の場合の事業着手までのスケジュールは，地域整
備方向検討調査に始まり全体実施設計のとりまと
めまで概ね 8 ヶ年程の期間を要し，法手続きを含
めると多大な労力が必要となっています。

国営事業の標準的な事業工期 9 ヶ年経過時には，
既設利用としていた施設も順次補修を必要とする
状況となり，直ぐに次の事業の検討が必要となる
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要件を有する施設は，早期着手が見込める県営ス
トマネ事業採択においても負担割合を国営事業と
同等にするなど，制度拡充することで適期の更新
サイクルの助長に繋がるのではないでしょうか。

農業農村事業においては，道路部門や河川部門
と違い，直轄での維持管理という概念はありませ
んが，施設（財産）の所有者として，適正な維持・
更新に資する制度の検討は必要と思います。

６．おわりに

農業用用排水施設におけるライフサイクルコス
トという呼称は一般的になりましたが，その一役
を担う保全対策指導事業における施設の機能診断
及び施設保全計画は，基幹施設の適切な維持・更
新のためには欠かせないものであり，重要性を有
すると実感しているところです。今後も，施設管
理者との一層の連携を図りつつ，調査～実施～管
理・監視とストックマネジメントのサイクルが順
調に継続維持されることを目指して取り組んでい
きたいと思います。 

のではないでしょうか（事業のエンドレス化）。
個人的見解ですが，現状で標準耐用年数を超え

ている施設が多い中，適期の補修対策推進のため，
前記の用水管理施設等，事業量が小規模でも国営


