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ストックマネジメントストックマネジメント

１．はじめに

新潟県は，佐渡島に加え南北に 330 km の長大
な県土を有し，耕地面積は戦後の食料増産期に急
増した後，昭和 40 年代の約 25 万 ha をピークに
減少に転じ，現在，全国第２位の約 17 万 ha と
なっています。一方，沖積平野である越後平野の
耕地約 10 万 ha の内，約６割の低平地が機械排
水に頼らざるを得ない状況にあり，土地改良事業
の実施において排水改良を初期段階から重点的に
実施したことから，ほ場整備率は全国平均よりも
低い 61 % となっています。また，土地改良事業
で造成し管理も行っている農業用の常時排水機場
は，海抜ゼロメートル地帯を乾田化するとともに，
市街化区域の浸水被害の防止にも大きく寄与して
おり，農業水利施設は農業のみならず生活にも不
可欠な重要施設となっています

２．農業水利施設の現状

本県の基幹的農業水利施設は，ダム，頭首工，
排水機場等の点的施設が 653 ヶ所，用排水路の線
的施設が 1,106 ヶ所（2,936 km）の合計 1,759 ヶ所

（表－１参照）となっています。また，再建設費（平
成 20 年度ベース）は約 1 兆５千５百億円となって
おり，全国２位で約１割のシェアを占めています。

表－１　基幹的農業水利施設数の内訳
点的施設 線的施設

貯水
池

頭首
工 水門 用水

機場
排水
機場

管理
施設

用水
路

排水
路

基幹的農業
水利施設 25 98 124 239 120 47 678 428

小計 653 1,106
合計 1,759

この内，平成 28 年度末までに 46 ％，平成 33
年度末までに 59 ％が標準耐用年数を超過する予
定です（図－１参照）。

図－１　耐用年数超過施設割合の推移

３．機能保全計画の策定

本県では県営造成施設を対象に，平成 14 年度
から平成 15 年度にかけて農業水利施設保全対策
事業により基幹的農業水利施設の機能診断と予防
保全計画策定を最初に着手しました。その後，平
成 19 年度に基幹水利施設ストックマネジメント
事業が創設され，平成 20 年度から機能診断と予
防保全計画を引き継ぐ機能保全計画の策定を行
い，平成 27 年度までの策定率は全体，県営造成
施設ともに約８割となっています（表－２参照）。
表－２　基幹的施設の機能保全計画策定状況

H27 まで
策定 以降策定 計 策定率

基
幹
的
施
設

国 営 造 成 240 240 100 %
県 営 造 成 1,017 252 1,269 80 %
団体営造成 84 166 250 34 %
施設数　計 1,341 418 1,759 76 %

機能保全計画の策定では，機能診断の結果から
決定した健全度に応じ，施設単位毎に５段階に評
価し，対策不要，要観察，補修，補強，更新の各
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劣化予測年数を考慮したシナリオづくりを行いま
す。劣化予測は，これまでに蓄積した種別構造物
ごとの評価結果データを基に統計処理による標準
劣化曲線を作成し，各段階に到達する予測年数を
算定します（表－３参照）。

表－３　健全度評価別の予測年数

水路種別 標準耐用
年数

要観察
(S-4)

補修
(S-3)

補強
(S-2)

更新
(S-1)

鉄筋コン
クリート
水　　路

40 28 40 49 56

二次製品
水　　路 30 32 46 56 65

鋼 矢 板
水　　路 30 18 25 31 35

例えば，鉄筋コンクリート水路であれば標準耐
用年数は 40 年ですが，標準劣化曲線（図－２参
照）では補修が必要になるのが設置後 40 年，補
強が必要になるのが設置後 49 年，更新が必要に
なるのが設置後 56 年となっています。標準耐用
年数 40 年時点では補修が必要であるものの，そ
のままの状態でも更新までに 16 年も長期に利用
可能であることがわかります。

図－２　標準劣化曲線

現時点の保全計画策定済み県営造成施設の健全
度評価結果は，今後，補修が必要なものが約５割
と一番多く，更新が必要なものは３％となってい
ます（図－３参照）。これは，標準耐用年数超過
の施設数に比べ更新の必要な施設が少ないことか
ら，標準耐用年数に関わらず施設機能は適正な維
持管理の下，長寿命化が既に行われていることを
示しています。今後，適期の補修，補強により，
施設機能の更なる長寿命化が可能であるものと考
えます。

図－３　県営造成施設の健全度割合

４．機能保全対策

近年，本県ではポンプ停止や水路の通水障害等
の突発事故が件数，復旧費用ともに増加傾向にあ
ります（図－４参照）。このため，突発事故への
対策としてストックマネジメント事業関係予算の
一部留保や県単事業による早期対応等，状況や時
期を考慮した臨機応変の備えに努めています。

図－４　突発事故の発生件数と復旧費用推移

また，機能保全対策を確実に継続的に進めてい
くため，本県では平成 26 年度から土地改良区が
管理している農業水利施設のカルテを作成し，毎
年，更新することとしています。施設カルテは施
設概要（造成事業，規格等の諸元，重要度，健全度，
緊急度等）と補修履歴（維持管理内容，補修内容，
事業費等）を記入し，突発事故の発生時や施設更
新の事業計画時等に活用することとしています。

さらに，県営事業実施地区において状態監視に
係る試行を行う予定です。これは，「農業水利施
設の機能保全の手引き（農林水産省）」に機能診
断を原則１km に１箇所の割合で実施することに
なっていますが，排水路全体が部分的局所的に劣
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化や機能不全となる場合が多いことから，機能保
全対策を実施する場合に，事業着工後，30 m 程
度の短区間で簡易な機能診断を実施し，毎年，状
態監視による記録を残し，それを基に機能保全計
画を見直すことを目的にしています。

このように施設カルテと状態監視により蓄積し
たデータに基づき，機能保全計画の更新を継続し
てくことができれば，より適切で効率的な施設の
機能保全につながるものと考えます（図－５参照）。

図－５　機能保全計画更新フロー

５．老朽化対策の実施

本県の老朽化施設の特徴として膨大な鋼矢板水
路の腐食があります。これは，かつて低平地の排
水改良を実施する際に，仮設水替え等を必要とせ
ず，施工性や経済性等の点で優れていたことから
採用され，特に軽量鋼矢板を打設する護岸が多く
存在します。しかし，近年，軽量鋼矢板の腐食が
進行し，矢板の水位変動域に穴が空き背面土砂の
吸い出し等の発生により，倒壊の危険性が高まっ
ている事例が増加しています（写真－１参照）。

このため，本県農地部と新潟大学農学部で組織

する「環境にやさしい田園整備新技術アドバイザ
ー会議」の検討テーマの一つとして鋼矢板水路の
補修補強工法を選定し，大学と連携しながら事業
実施区間での施工に合わせて総合的な検討を行っ
ています。以下は，具体的に検討対象とした事例
です。

一般的に矢板護岸を改修する場合は，新たな矢
板の再打設やコンクリート二次製品の護岸内敷設
等，補修補強の場合は，防食剤の表面被覆や補強
パネルの設置等が考えられます。この施工区間の
機能診断の結果では，「更新が必要」との評価で
あったことから改修を前提に詳細な検討調査を実
施しました。矢板の腐食は水位変動域が顕著であ
るものの，引き抜き調査の結果，地中部の矢板は
腐食が極めて少ないことが判明しました。このた
め，本施工区間では，資材リサイクルを念頭に断
面性能の検証や施工性，経済性等の比較検討から，
既設矢板の腐食部を切断し，健全部を接合し打設
し直す「継ぎ矢板工法」を試験施工として実施す
ることとしました。なお，腐食が著しい水位変動
域には防食塗装を伏し，長寿命化に配慮していま
す（図－６，写真－２，３参照）。

工事実施では，既設矢板の引き抜きに想定以上
の苦難があったことや，施工効率の向上に資する
供給量（撤去加工数量）と需要量（打設数量）の
タイミング調整にも苦慮したことから施工に適す
る規模や条件等の検討とともに，構造的な経年変
化に対する検証を継続していきます。

写真－１　軽量鋼矢板の腐食状況
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　図－６　継ぎ矢板工法概要図

　写真－２　継ぎ矢板溶接

　写真－３　継ぎ矢板工法による改修護岸

６．おわりに

補修，補強等の対策工法は，多種多様なものが
開発され実施されていますが，開発後，時間経過
が充分でないため，採用に当たっては計画期間ま
での機能維持に懸念がある場合もあります。また，
補修，補強の経費が高額な場合があり，工法選定
の困難性は高まっています。特に，膨大な農業水
利施設を有する本県では，経済的で長期に亘り性
能が保証される工法の早期の確立が望まれていま
す。さらに，効果的な維持保全には状態監視に基
づく機能保全計画の確実な更新が必要となること
から，管理者である土地改良区の重要性が増すも
のと考えます。

こうした諸課題を解決するためにも，地域ニー
ズを的確に把握しながら，今後も計画的な取組を
関係団体等と連携して続けて行きます。


