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企業紹介　魅力発見　業界は今

１．はじめに
【座長：岩村】　平成 19 年度に農業水利施設機
能総合診断士（以下，「機能総合診断士」とい
う。）の資格制度が生まれ，今年で 15 年目とな
ります。現在，この資格を取得された技術者は
700 名を超すようになっており，様々な分野や
立場で活躍されています。本日は，特に資格取
得者が多い調査設計コンサルタントの分野から
４名の方にご参加願っていますので，これまで
の経験等をお話しいただき，現状や今後の展望

等について考えてみたいと思います。
まず，自己紹介を兼ねて，これまでに担当さ

れた機能診断等のご経験についてお話し下さい。

魅力発見　業界は今
　　水利施設保全管理補修部門座談会

「農業水利施設機能総合診断士の役割」
農業土木事業協会（以下，「協会」という。）では，平成 19 年，水利施設保全管理補修部門の新

設とともに農業水利施設機能総合診断士制度を創設しました。以来 15 年，現在までに 700 名を超
える機能総合診断士を送り出し，農業農村整備分野におけるストックマネジメントの推進に寄与し
てきました。

制度創設 15 年の節目に当たり，本誌では，機能総合診断士が果たしてきた役割及びこれからの
役割について，現在現場の第一線で活躍されている機能総合診断士の皆様からお話を伺い，今後の
機能総合診断士制度のあり方を考えることにしました。

座長は当協会の機能総合診断士講習委員長である岩村和平氏にお願いしました。岩村氏は平成
10 年代後半，当時の農林水産省水利整備課長として，ストックマネジメント事業の基礎となる「農
業水利施設の機能保全の手引き」をはじめとする各種の調査マニュアル等の整備に深く関わってこ
られました。岩村氏にはこれまでのご経験も振り返りながら座談会を進めていただきました。

この座談会を通じて，ストックマネジメント技術の向上と併せて機能総合診断士の更なる普及が
進むことを期待するものです。

 （一社）農業土木事業協会事務局

【座談会概要】
日　時　令和４年２月 18 日（木）14 時～ 16 時　WEB 会議にて実施
出席者（敬称略）

（１）座長
　岩村 　和平　（一社）農業土木事業協会　機能総合診断士講習委員長

（２）機能総合診断士
　伊藤 　正幸　内外エンジニアリング株式会社　東京支社技術部プロジェクトリーダー
　岡島 　佑介　株式会社三祐コンサルタンツ　名古屋本社総合技術第２部副参事
　田中 　祐史　サンスイコンサルタント株式会社　本社技術１部技術第１グループ上級技師
　山内 祐一郎　NTC コンサルタンツ株式会社　東京支社技術部次長

企業紹介

岩村 和平 氏 略歴
昭和 31 年宮崎県生まれ。
昭和 54 年東京大学農学部農業工学科
を卒業後，農林水産省入省。前半は
予算政策畑中心ながら，後半は技術
課題対応が多く，本省水利整備課長
としてストックマネジメント導入に
関与。北海道開発局，水資源機構で
機能保全行政を経験。平成 28 年（株）
クボタ入社。
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２．これまでの機能診断経験の紹介
【伊藤】　内外エンジニアリング（株）の伊藤で
す。入社 20 年ほどですが昨年まで東北支店に
おり，開水路，パイプライン等の機能診断調査
や機能保全計画業務を経験しました。東北は寒
冷地なので開水路の機能診断調査では，コンク
リートの凍害劣化も結構厳しいものがあるので
すが，非かんがい期の冬季に行うことが多いの
で寒さも厳しかったですね。また，パイプライ
ン調査では調査以外で水替えとか事前の準備が
色々あり，特に初めの頃は段取りに苦労しまし
た。農業用のパイプラインは管理口間のピッチ
が長く，最低 400m に一カ所とはなっているも
のの，古い施設では 1km 以上も管理口がない
施設やパイプラインの内水を排水出来ない施設
があるなど，実際に調査をしてみて維持管理や
調査の難しさがわかりました。現在のように施
設の長寿命化のために機能診断調査を実施す
ることが標準になると，維持管理や機能診断
調査を考慮した設計を心がけようと思ってい
ます。

伊藤 正幸 氏 略歴
昭和 52 年宮城県生まれ。
平成 13 年岩手大学卒業後，内外エ
ンジニアリング株式会社に入社。東
北支店に配属後，東北管内の水路
系を中心に農業土木の施設設計に携
わってきた。令和３年からは東京支
社勤務。
農業水利施設機能総合診断士歴６年。

【岡島】　（株）三祐コンサツタンツの岡島です。
入社 16，７年目ぐらいなので，今日のメンバー
では一番勤務年数が短いかもしれませんが，パ
イプライン，トンネル，開水路，ポンプ，ゲー
ト等一通りの機能診断を担当してきました。入
社してほどない平成 19 年度から農業水利施設
の機能保全対策が本格的に実施されることにな
り，施設の実施設計の経験を積む前に機能診断・
保全計画策定業務を担当する工種がほとんど
だったので，工種別に必要な機能を押さえ，設
置後に相当期間を経た各施設がどのような性能

を保持していなければいけないのか等基本的な
ことから勉強しました。特に，設計の経験のな
かったポンプ等の機械物については苦労しまし
たね。機能総合診断士の資格を取ったのは割と
最近のことなのですが，それまでの勉強や経験
が役に立ったと思います。また，他社で実施さ
れた機能診断結果を踏まえて施設改修の整備計
画を立てる時に，変状測定値等の調査票や健全
度評価だけでは施設の状態が今一つリアルに分
からないという経験をしたため，自分が機能診
断調査を担当する時には現場で得られた様々な
情報を総合した技術考察を出来るだけ充実させ
るように努めてきました。

岡島 佑介 氏 略歴
昭和 55 年愛知県生まれ。
平成 17 年岐阜大学大学院を修了後，
同年株式会社三祐コンサルタンツに
入社。工学部出身のため，入社当初
は農業分野の知識習得に苦戦。入社
２年目から東京支社での７年間の武
者修行を経て，現在は名古屋本社に
勤務。
農業水利施設機能総合診断士歴６年。

【田中】　サンスイコンサルタント（株）の田中
です。入社後 25 年が経ちましたが，初めの頃
は実施設計に多く従事していまして，途中，水
資源機構や国営事業所の仕事も経験しました。
近年はこれまでの経験と機能総合診断士の資格
を活かし，機能診断調査のほか，広域基盤整備
計画調査や地域整備方向検討調査から事業計画
策定まで調査計画業務に従事しています。初期
の機能診断業務の頃は，施設の補修・改修によっ
て構造性能を回復させれば，施設機能は問題が
ない状態になり，水利用性能も維持されるとい
う考え方が一般的で，構造性能に主眼を置いた
診断評価となっていました。最初の「農業水利
施設の機能保全の手引き」（以下，「手引き」）
では，水利用性能の調査や評価方法については
殆ど記載がありませんでしたから，当時は悩み
ながら取り組んでいました。施設を管理してい
る土地改良区や受益者の方々，関係機関等から
話を聞きますと事態はもっと複雑で，営農形態
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が大きく変わっているために既存施設をそのま
ま改修しても望んでいる施設にならないという
現実があった訳で，良い提案をするには地区の
課題を丁寧に把握することが重要であると実感
しました。

田中 祐史 氏 略歴
昭和 48 年福島県生まれ。
平成８年北里大学獣医畜産学部畜産
土木工学科を卒業後，サンスイコンサ
ルタント（株）へ入社。地図に残る設
計の仕事が出来ればと思い，この業
界へ。
農業水利施設機能総合診断士歴８年。

【山内】　NTC コンサルタンツ（株）の山内です。
入社後 20 数年というところです。最初の 10 年
ほどは九州におり施設の実施設計が中心でし
たが，10 年ほど前に東京に異動になりました。
そのため，現場での機能診断業務というのはそ
れほど多くはないのですが，関東農政局利根川
水系調査管理事務所等で行われている「手引き」
の改定や機能診断関係の調査計画参考資料，補
修補強マニュアルの策定に関わる業務に多数携
わっています。ダム，頭首工，開水路等と一通
りの工種で機能診断を経験していますが，最初
に担当したものが一番印象深いですね。調査を
安全かつ効率的に実施するためには準備作業，
安全管理，仮設対策が本当に重要だと実感した
のですが，初めてのことであり何度も現地に足
を運んでやり直しすることになりました。「手
引き」の記載にあることは一通り頭に入れてい
ましたが，実際にやってみないと分からないこ
とが実に多く苦労しましたね。

山内 祐一郎 氏 略歴
昭和 50 年東京都生まれ。
平成 11 年東京農業大学を卒業後，同
年太陽コンサルタンツ株式会社（現 
NTCコンサルタンツ株式会社）に入
社。幼いころ，父親から聞いた農業の
重要性や農業と自然環境の関わり等の
話に影響を受け，農業土木コンサルタ
ントの技術者を目指す。入社後，約 10
年は熊本と福岡，その後は東京で勤務。
農業水利施設機能総合診断士歴９年。

【座長：岩村】　ストックマネジメントが本格導
入される前は，完成した施設は土地改良区等に
管理をお任せして，他の地域での新規整備に注
力するのが農林水産省のやり方でしたから，こ
れまでに造成したストックの機能診断をやると
いっても，なかなか具体的なノウハウがなかっ
たということですね。かつて，最初の「手引き」
の策定に関わった立場として申し訳ないです。

３．機能総合診断士が生まれた背景
【座長：岩村】　話を進める前に，機能総合診断
士の資格制度が出来た背景について少しお話し
しておきたいと思います。私は平成 17 ～ 19 年
度に当時の水利整備課長（現：水資源課長）を
していて，施設管理室で検討していた初版の「手
引き」の作成にも関わったのですが，まだ「手
引き」が正式なものとなる前から農業土木事業
協会の当時の専務理事がみえて，資格制度を作
ろうと思っていると相談を受けたのを覚えてい
ます。

平成 10 年代に入った頃だったと思いますが，
公共インフラのストック増大と施設老朽化の進
行で保全管理費用が急激に増加し，近い将来，
新規投資の余地が狭まるにとどまらず更新整備
も厳しくなっていくと予測するレポートが出さ
れ，危機感が高まっていました。1980年代の「荒
廃するアメリカ」（老朽化で高速道路橋が崩落
するなど社会インフラの損壊事故が増加）の
ような事態への危機感さえあったように思い
ます。

農業水利施設ストックは平成 15 年時点で 24
兆円と見積もられていました。そんな中，農林
水産省はストックマネジメントに本格的に取り
組む方針を固め，「手引き」や様々な調査マニュ
アルの整備を進め，同時に事業制度の創設や拡
充等を進め始めたのですが，農業土木事業協会
は一早くこれに呼応してこの資格制度を作りま
した。業界全体として技術的な体制強化を図り，
農水省の政策遂行への支援を進めてきたのだと
思います。
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【山内】　「手引き」の改定に関わった中で感じ
たのですが，当初のものは時間をかけて緻密に
積み上げるというよりも，まず基本的な枠組み
を作って取り組みを始めてみようという意識
だったのだろうと思います。
【座長：岩村】　そうですね。当時は，ストック
マネジメントに取り組んでいるのは首都高や大
規模な橋梁等限られたセクターだけでした。農
水省の取り組みは早かったと思いますが，平成
24 年の笹子トンネル天井板崩落事故を契機に，
インフラ長寿命化基本計画等が出来，あらゆる
分野で一気に動き出すことになりました。

４．統一的な評価手法が出来た意義
【座長：岩村】　機能診断が全国の国営造成施設
で順次計画的に実施されることになり，統一的
な評価手法も出来たことで，比較可能な調査結
果データが蓄積されるようになるなど色々と動
き出すことになったと思いますが，機能総合診
断士の立場からどうお感じですか。
【田中】　平成 19 年度からストックマネジメン
トが本格導入され，機能総合診断士資格も始
まった訳ですが，ルール化された同じ評価軸で
施設機能診断を始めることで，全国の施設の状
態が順次，健全度評価という形で「見える化」
されたことは，大変画期的なことだったと思い
ます。また，長寿命化に配慮した機能保全の取
り組みを進めようという方針を明確に出した点
は大きかったと思いますね。それまでも施設整
備事業等で老朽化した施設の改修は行われてい
ましたが，地区毎に悩みながら範囲や方法を検
討していたようですので。
【山内】　統一基準で評価することで比較可能な
データが集まり始め，利根川水系土地改良調査
管理事務所のストックデータベースに順次蓄積
される仕組みが出来たのは実態分析や技術開発
につながることになり，大変意義があったと思
います。また，全国の様々な施設で機能診断が
実際に多数行われることで，実務上の課題，例
えば，先ほどお話しした調査前の準備や仮設対

策等ですが，そういったことが経験として分
かってきました。これらを「手引き」等の改定
に活かしています。次に進むための道筋となっ
ている訳ですね。ともあれ，基本方針と調査の
枠組みが出来て，キックオフされたことは良
かったと思います。
【伊藤】　ストックマネジメントの先駆け的なも
のだったと思いますが，広域基盤整備計画調査
では施設を定性的に ABC 評価で区分していま
した。どちらかと言えば経過年数による判断に
拠っていたと思いますが，現在の機能診断では
施設の変状に着目した状態評価基準によって健
全度５段階で評価することとなりました。更に
２回目以降の診断結果も順次蓄積される仕組み
となり，施設毎の個性による劣化傾向がかな
り定量的に判断できるようになったと思いま
す。

機能診断や対策工法についても道路や上下水
道等他分野で使われている技術の適用実証等か
ら始まって，農業水利施設としての技術開発や
適用基準等の整備が進んできていると思いま
す。特に，『農業水利施設保全補修ガイドブック』
で品質規格が規定されてから対策工法の品質の
向上や統一化が図られてきていると思います。
【山内】　蓄積されてきたデータは貴重な財産な
ので，データを活用して技術開発や技術基準等
の改善に取り組んでもらいたいですね。期待し
ています。ただ，データの作り方，整理の仕方
については改善する点もあると思います。以前
に突発事故のデータ分析を行ったことがあるの
ですが，事故要因の情報が調査担当者によって
差があり，曖昧であったり定性的な記述にとど
まっていたりして，分析に当たり，結局すべて
のデータの見直しを行った経緯があります。使
いにくいと感じました。
【座長：岩村】　ストックデータベースの情報は
順次公開していただき，研究機関や大学等で大
いに活用して欲しいですね。技術開発の加速化
につながりますし，最終的には受益者の利益に
なります。データ作成や整理，活用の仕方につ
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いても，行政だけでなく外部の研究機関等の視
点から意見をもらうことで，データベースが効
率的に成長すると思います。

５．土地改良区等とのコミュニケーション
ツール

【伊藤】　施設の健全度評価（Ｓ１～５）は，土
地改良区等と施設の劣化状態や今後の性能低下
予測，対策の必要性等を説明する上で分かり易
く，良いコミュニケーションツールになってい
ると思います。施設の補修等を行う場合，土地
改良区は受益者に施設状態を説明する必要があ
りますが，その際にも伝えやすい指標になって
いると思います。
【山内】　機能診断を行う際は必ず土地改良区と
打合せを行い，調査結果も報告することになる
ので，定期的に施設診断することは自ずと施設
状態を定期的に施設管理者に説明する機会にな
りますから，この点も良いと思います。ただ，
実際にやってみると，施設の状態評価と対策の
あり方について土地改良区と意見が違ってくる
こともあります。例えば，開水路の摩耗がある
程度進んでいるためにＳ－３評価となっても，
水理性能，水利用性能に支障が不足がなければ
直ちに対処する必要はないのですが，土地改良
区の方はＳ－３なら早期に補修して欲しいと言
われる。こういった場合，機能診断の考え方と
対策の判断理由を分かり易く説明するととも
に，土地改良区が持っておられる不安や不満を
丁寧に拾うことが大事であり，機能総合診断士
の力量が問われるところだと思います。
【岡島】　健全度評価は分かり易い一方で，これ
に縛られ過ぎる部分もあると感じますね。例え
ば，Ｓ－４の施設は経過観察ということになっ
ていますが，施設管理者には使い勝手が悪いの
でその部分も改修して欲しいと言われ，事業計
画案の作成の際に苦労することがあります。
【田中】　機能診断から，地域整備方向検討調査，
地区調査と，事業化されるまでにはかなりの時
間がかかることから，その間の劣化進行も見越

して整備対象に含めるという考え方もあるの
で，そこは柔軟に対応できるかと思います。土
地改良区のご意見を細かく聞くことや現地調査
をする中で，構造性能としてはまだ問題がない
施設でも，水利用性能として様々な課題がある
ことや，営農や水利用が大きく変わり，既存施
設での配水管理に苦慮している状況が見えてく
ることが結構あります。入り口は健全度評価な
のですが，機能診断を通じたやりとりの中で地
区課題が見えてくれば，適切な対策が考えられ
るかと思います。

６．初期に生じた構造性能偏重の誤解
【座長：岩村】　最初の「手引き」でも，構造性
能だけでなく水理性能，水利用性能の位置づけ
を述べていますが，あえて構造性能の評価軸を
中心に説明することにしました。なぜなら，こ
こは従来からの地区調査手法の本丸に当たるこ
とでしたから。水利用性能については，地区調
査で自ずと注目することになります。しかし，
分かり易さが災いしたのか，ストックマネジメ
ントを導入して間もなく悲劇的な予算削減が
あって最低限の補修程度しか出来ないという空
気が生まれたためか分かりませんが，初期の頃
は，構造性能を回復させるのがストックマネジ
メントという誤解が広がったように思います。
構造性能の保全計画がそのまま次の事業計画に
なるといった状態です。皆さんは，どのように
感じておられましたか。
【岡島】　平成 22 年頃にも色々な機能診断を担
当していましたが，単体施設の業務で発注され
ると，地区の中でのその施設の位置づけや役割
を吟味しないまま，構造機能だけで考えてしま
うことが多かったように思います。
【伊藤】　機能診断業務では，施設の劣化状況に
よる健全度評価を行い，補修や補強といった対
策で構造性能の回復を図る機能保全計画を作る
というものが多く，この部分だけを見ると今で
も余り変わっていないかもしれません。地区全
体を俯瞰してあるべき構想を考えるというので
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はなく，まず構造性能だけを評価するというも
のです。
【山内】　業務の形態として，個別施設の機能診
断を行って保全計画を作るだけ，というと語弊
がありますが，そういうものが多いと思います。

「手引き」のストマネの枠組みがそうなってい
るのでやむを得ない部分がありますが，要求性
能がこう変わっているからという議論にはなか
なかなりません。ただ，少しずつ状況は変わっ
てきています。平成 27 年の「手引き」の改定
で水利用性能の説明が強化されたこともあっ
て，構造性能を中心とした機能診断に留まらず，
水利システムの中での施設の位置づけ，役割を
考え，地区という単位で見るようにはなってき
たと思います。来年度には「手引き」の２回目
の改定が予定されているそうですが，今の「手
引き」では水利用性能の不足があれば，別途に
地区調査等で対応するとされていますが，その
道筋について具体的に記載してもらうと良いと
思います。期待したいですね。
【田中】　北陸のある地区の地域整備方向検討調
査，地区調査に携わった時の話ですが，ストマ
ネ導入初期は，構造性能の回復を図る施設整備
事業での対応を検討していました。水利用性能
は既存施設と同じで，構造強度と耐久性を回復
させるだけということですね。しかし，土地改
良区や関係機関の話を良く聞きますと，施設の
老朽化だけでなく営農の変化がある一方で施設
の構造上必要量の水が適切に取水できない，広
域なので水の到達遅れが生じているなど，営農
や水利用の変化に応じた適切な配水管理が出来
ないといった課題が山積していることが分かり
ました。地元の方々は，構造性能の保全対策だ
けでは課題解決できないとの意見でしたが，こ
の時期，ちょうど予算削減の厳しい時期にか
かっていて到底機能アップを実現できる雰囲気
はありませんでしたので，どう対応すべきか悩
んでいました。しかしながら，地域の実態調査
や将来展望について，関係者との話し合いを地
道に繰り返しているうちに，土地改良事業予算

が回復してきて，現実的に水利用性能を改善で
きる整備構想を考えられる環境が整った感じ
で，現在は，国営の水利システム再編事業とし
て機能向上を図るべく検討を進めているところ
です。

７．施設の老朽度だけでなく地区の課題を把握
する

【座長：岩村】　土地改良区から，構造性能を回
復させる対策だけでは地区の課題は解決できな
いという意見があったとの話が出ましたが，そ
ういったことは良くあることですか。
【田中】　施設が老朽化すると維持管理も大変に
なりますので，当然その対策が必要となるので
すが，同時に，営農も大きく様変わりしてきて
いるので，今の水利施設では農家の要望に応え
る配水管理が出来ず，困っているといった話は
良く聞きます。
【伊藤】　構造性能を中心とした機能診断調査で
あっても，土地改良区と打合せを重ねる中でつ
ながりが出来てくるので，施設の老朽化に限ら
ず地区全体の水利システムの不具合や苦労，不
満が聞けることが多いですね。今の施設が出来
てから 30，40 年経過している地区では，営農
も受益者の要望も建設当時と同じであることは
殆どないと思いますし，実際に施設を使い始め
てみて課題が見つかる場合もあると思います。
【山内】　水利用性能は，施設管理者が適切に配
水管理をし，受益者が適時的確に用水を利用で
きるという根源的なものなので，施設管理者や
受益者がどのような要求をもっておられるかが
ポイントです。改定版の「手引き」では，水利
用性能に着目した問診調査も一部取り組まれる
ようになっていますが，一連の調査として評価
手法と対策に繋げていく考え方がはっきりして
いません。構造性能に特化して個別施設毎に診
断される場合が多いのが実情ですが，水利用性
能については地域全体を対象とすべきで管理
者，受益者の満足度や不満から課題を評価する，
課題から原因・要因分析と深掘りしていくこと
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が必要だと思います。水利用性能の不足は，構
造性能低下による水理性能の低下，施設の陳腐
化（営農の変化，水管理制御設備等），不適切
な運用管理や管理能力不足等によります。「手
引き」も，補修補強，改修だけでなく，システ
ムの再編や統廃合にも踏み込める枠組みになれ
ば良いと思いますね。
【田中】　近年，農事用電力料金も高くなってお
り，農業水利施設の省エネルギー化が課題に
なっています。私が調査計画を担当した地区の
話ですが，地元から課題を聞き取る中でこれが
重要であると考え，今後必要とされる水利用性
能や水理性能，維持管理の省力化について検討
し，この地区に合った施設整備計画を立てまし
た。構造性能としては大きな問題がないＳ－４
評価の開水路区間もあったのですがパイプライ
ン化して，揚水機場の統合や調整水槽方式の配
水へとシステムを変更することでエネルギー削
減を図ることを提案しましたので，構造性能の
回復のみに留まらず，用水再編という大々的な
方針転換で地区課題の解決を図った訳です。ゆ
えに，適切な対応をするために，安易にならず
地区課題にしっかり向き合うことが必要だと思
います。
【座長：岩村】　近年の事業計画の中には，施設
造成後に生じた営農変化に応じた大胆な用水再
編や標高（落差）を意識した新たな用水計画等
の例が見られます。例えば，今，田中さんが紹
介されたものや，幹線用水路の標高を利用し導
水路部のパイプライン化によって支線にある老
朽化した加圧機場を廃止するもの，将来見通し
を踏まえた営農計画を基に水利再編を行い，効
率的に受益範囲を拡大するもの等です。こう
いった事業計画は，構造性能回復に留まらず新
たなメリットを生み出すものなので，今後も
このような地区が出てくることを期待したい
ですね。

８．機能総合診断士に求められるもの
品質向上，経験の蓄積
【座長：岩村】　機能総合診断士の方々が取り組
んでおられる内容も，この 15 年間に随分広がっ
てきたと思いますが，改めて業務を的確に進め
る上で必要なことはどのようなことだとお考え
ですか。
【山内】　やはり，まず機能診断調査の品質向上
ですね。構造性能から水利用性能に至る評価，
対策の提案までやるべきことは幅広いですが，
構造性能は客観的な統一基準で評価し経済的に
利用可能な施設は極力活用しようという新たな
視点が加わったものなので，変状の把握，原因
分析，劣化予測等を的確に効率的に実施し，発
注者や施設管理者等に分かり易い成果となるよ
うにするのが基本だと思います。皆，経験を重
ねながらノウハウを身に着けています。今では
当たり前になったかもしれませんが，スパン毎
にチェック項目をリスト化して野帳として持っ
ていき，現地で概略の評価まですることで調査
漏れを防ぎ，施設のグルーピングの考え方等も
分かり易く整理できるようにするとか，健全度
マップを作って分かり易くする等色々と工夫し
ていますね。
【伊藤】　やはり経験が一番大事だと思います。
現地に行くことで，コンクリートの様々なひび
割れの形状からひび割れの原因，例えば ASR
や荷重によるもの等，的確に判断できるように
なるにも経験を積むことが重要です。また，機
能診断で何度も現地に足を運ぶことになるの
で，意識をもって地区内を見ていると調査対象
の路線だけでなく水利システムでの役割や地区
の状況，特徴が分かるようになります。そうし
た意識と経験の蓄積が大事だと思います。経験
的ガイダンスという意味で，資格取得後も可能
であれば実地の研修会の機会を設けてもらうと
大変役に立つのではないでしょうか。
【岡島】　自分も実地の研修会は良いと思いま
す。地区全体を見る目，水利用性能を見る目，
もっと大きな視点で機能診断をする，機能「総
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合」診断士ですからね。そういった視点は実地
の中で身についてきます。また，自分が実施設
計を経験していない施設の機能診断はなかなか
難しいところがあります。知識としてどんな機
能が必要か等一定程度は知っていても，経験と
して身についていないと本当はおかしい。効率
化のために機能診断を専門にやるチームを作る
ことは出来るでしょうが，実施設計の経験も
しっかり持たないと機能診断も片手落ちになり
ます。既に機能診断士を取得している人たちは，
実施設計の経験がある程度ある人が多いです
が，今後は新設の実施設計の機会が減ってくる
と思われるので，単にコンクリートの診断が出
来るというのではなく，実施設計の経験と組み
合わせた資質向上の努力が必要だと思います。

新技術の活用
【伊藤】　調査すべき対象施設が増加する一方で
コンサルタントも技術者が限られていますか
ら，出来るだけ効率的に高精度の調査が出来る
ように，高感度カメラやドローン等を使って長
物施設の調査を行う等新技術の活用に努めてい
ます。ICT や AI 等も取り組んでいく必要があ
りますが，学生時代から IT 技術の中で学んで
きた若い技術者の力と現場での経験や視点を
持っていてエンジニアリングジャッジが効く機
能総合診断士とがうまく協働していくと良いと
思います。
【岡島】　今後は，ドローン，AI 等の活用は標
準化されていくのでしょうね。それらは有効な
ツールですけれど，それを使いこなす技術者と
しての技量も問われる時代だと思います。
【山内】　土地改良長期計画でもデータ駆動型や
ビッグデータ等のキーワードが盛り込まれてお
り，課題も多いですが今後の検討が必要かと思
います。対応として不可欠ですね。AI も学習
過程が重要であるので，我々の調査・分析・考
察の力がしっかりしていることが前提になると
思います。また，新技術の利用を広げていくた
めに，業務参考資料等も充実していかなければ

いけませんね。
【伊藤】　JAGREE（農業土木事業協会機関誌）
や農業農村工学会誌等のほか，学会や研究会等
で，新技術を用いた診断技術や対策工法の実証
試験結果が発表されることが多いので，日頃か
らこれらの情報を収集することも大事だと思い
ます。自分の業務に生かせそうなもの等，参考
にしたり問い合わせたりしています。発注者の
方々もそういった報文を良く見ていますね。

地区課題の把握，総合化の力
【田中】　それぞれの地区が抱えている課題に対
処する良い提案をしていくためには，地区内の
水利施設の劣化状態を見るだけではダメで，地
区の課題の把握に力を注ぐ必要があります。で
すので，土地改良区や受益者，関係機関が困っ
ていることを良く聞かせてもらい，数多く現地
に足を運んで施設の運用状況，劣化や通水の状
況，営農状況を見ることに努めてきました。地
区課題をしっかり把握しておけば，これに対応
する現実的な対策が提案できるとの考えによる
もので，この取り組みは今後も続けていきたい
と思っています。
【岡島】　地区調査で事業計画を立てていく段階
となった時，それまでの各業務のロットが小さ
く色々な年度に個別施設毎に行った機能診断と
なっていると，これらを総合的に検討するのは
なかなか難しいところがあります。施設単位の
業務では地区全体の水利システムとして見てい
た訳ではありませんから。そこで，地区の状況
を俯瞰して問題点を洗い直し原因構造を分析す
ることが必要となります。「手引き」的に言えば，
構造性能から水理性能，水利用性能の評価を総
合的に行って対策を考えるということになるの
でしょう。
【山内】　一つの業務の中で課題解決が完結しな
くても，課題を踏まえた留意点や提案を出して
次に繋いでおくことが大事ですね。
【座長：岩村】　ここは機能総合診断士に期待さ
れている大事な点ですね。会社の中では，そう
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いった人材や機能は揃っているものですか。
【岡島】　なかなか難しいところはありますが，
会社には施設設計担当，用水排水担当，営農担
当等地区調査に関わる色々な部署がありますか
ら，これらの力をうまく結集しながら課題解決
に向けた構想を作っていくことになります。施
設設計畑の者だけでは水利用性能やシステムの
視点は薄いかもしれませんが，用排水担当や営
農担当は現場の実情をそういった目で見ていて
良く知っています。会社としては一応体制が整
えられていると思います。経験を積んでいく中
でいろいろな部門から話が出て検討していく。
一緒にやることでまとめていく。その総合化す
る力が機能総合診断士として大事なのでしょ
うね。

技術向上への貢献
【山内】　ストックマネジメントが導入され全国
で数多くの機能診断が実施されており，２巡目
を終えた所もあります。技術高度化事業（現：
ストックマネジメント推進事業）でも様々な技
術の実証等が行われています。機能総合診断士
も多数携わっていると思います。そこで得られ
た情報を「手引き」や調査参考資料に順次盛り
込んでいくことは，技術向上につながる大事な
ことだと思います。技術開発が遅れている分野
も少なくないですから議論は尽きないところが
ありますが，現状の共通認識が出来て次につな
がります。例えば，パイプラインの劣化は，供
用年数や健全度では予測できないことを頭に入
れておく必要があります。突発事故は少なくな
いですが，どの地区でも起きている訳ではなく，
頻度の高い地区では固有の立地条件や環境作用
が影響し，事故発生要因は複雑です。管種毎の
特性も分かってきているので，引き続き多角的
な検討が必要です。
【岡島】　技術向上のために実施例の蓄積は重要
ですね。先般の JAGREE に表面被覆をしてし
ばらく経過した後の機能診断の事例が出ていま
した（JAGREE101 号：「補修された農業水利

施設のマネジメントサイクルと機能診断」）が，
こういったモニタリング調査の蓄積は大事で
す。機能総合診断士は５年毎の資格更新の際に，
業務経験レポートを提出していますが，業務概
要の報告だけでなく業務経験で取り組んだ新技
術や得られた知見等について提案してもらって
はどうかと思います。協会には，それを蓄積し
整理する役割を果たしてもらわなければいけま
せんが，現場を踏まえた技術の発展につながる
のではと思います。
【座長：岩村】　私は，機能総合診断士資格の講
習委員会に関わっているのですが，例えば，パ
イプラインの劣化予測の仕方とか，水利用性能
の評価と改善対策の検討等については，なかな
か受講生の方々に伝わりにくいところがあると
感じています。技術的に開発途上の部分もある
のですが，現場での実証が蓄積されて技術が向
上していくことと機能総合診断士となっていく
方々の資質向上とは連動する関係にあると思っ
ています。機能総合診断士の方々には，現地の
事例や経験の蓄積に貢献して欲しいですね。

９．資格制度の一層の活用を期待
【田中】　現在の総合評価落札方式で，技術者評
価では技術士が＋３点，機能総合診断士はこれ
に加えて＋１点となっています。機能総合診断
士は様々な水利施設や設備の機能診断，機能保
全対策の検討から，将来展望を踏まえた課題解
決のための計画構想立案といったことまで，専
門的でかつ総合力を含めた資質が求められてい
るので，技術士と同等に評価されて良い。機能
診断に関わる業務では必須の資格とされても良
いのではないかと思います。
【伊藤】　私も，機能総合診断士の資格はもっと
評価されて良いし，活用されるべきだと思いま
す。老朽化が進む施設が増加するとともに，経
営規模の拡大やスマート農業の広がり等大きく
変わっていく営農に対応して水利システムを見
直すべき案件は増えるでしょう。専門性と総合
力のいる分野なので，こういった業務の品質向
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上のためにも必須の資格にしても良いのではな
いか。そうなれば，更に資格を取得しようとす
る人も増えると思います。また，この資格制度
を活かしていくには，継続的な資質向上の仕組
みも大事で，更新時の業務経験レポート等だけ
でなく講習会等も必要かもしれません。
【山内】　この資格は平成 19 年度にスタートし
ていますが，機能総合診断のこれまでの取り組
みや蓄積で内容は更に幅広くなってきていま
す。また，農政の方向性や地域農業の状況等か
ら，資格取得時と現在では重要な取り組みテー
マ，ニーズも変わってきているところがあり，
定期的に研修や講習会に参加して直近の知識を
得ていくという仕組みが必要だと思いますね。
【岡島】　初期に資格を取得された方は高齢と
なって業務の一線には立たなくなっている方も
増えているので，これからはもう少し若い世代
に広げていく必要がありますね。受験資格のう
ちの実務経験 16 年以上というのは昨年から 10
年以上に緩和されたとのことですが，機能診断
業務の必須資格となればモチベーションは上が
りますよね。技術士は分野が広いので管理技術
者になる要件として経験業務は分類指定があり

ますけれど，機能診断業務も同じようなやり方
があるかもしれません。私が資格を取得した当
時の試験や講習ではコンクリート構造物の診断
に関する内容が基本となっていましたが，現在
では「手引き」の種類も増え，機械物等コンク
リート構造物とは考え方の異なる分野も多数あ
るので，そういった分野毎の講習等も必要かも
しれません。建築士では設備設計や構造設計の
ような特定分類部門について，基本の資格を取
得し実務経験が一定期間以上となり，更に特定
分野の講習を受けた人が，例えば「構造設計一
級建築士」と認められるといった仕組みになっ
ているので，こういったやり方もあるのではな
いでしょうか。ご検討いただけたらと思います。

10．終わりに
【座長：岩村】　本日は，これまでの経験を踏ま
えた幅広い意見や将来展望についてお話しをい
ただきました。この制度の事務局を担っている
農業土木事業協会としても本日の話も踏まえつ
つ，資格制度の一層の改善と活用に向けて取り
組んでもらいたいと要望しつつ，座談会を終え
たいと思います。ありがとうございました。
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