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ストックマネジメント
中央の動き

平成 23 年度ストックマネジメント関連予算・制度の概要について
農林水産省農村振興局整備部水資源課施設保全管理室

１

はじめに

室長

圓山

満久

算）におよぶ農業水利ストックが形成されている。
しかしながら，老朽化の進行にともない更新が

「施設の機能診断に基づく機能保全対策の実施

必要な時期を迎える農業水利施設が増加してお

を通じて既存施設の有効活用や長寿命化を図りラ

り，標準耐用年数を超過した基幹的農業水利施設

イフサイクルコストを低減する」ストックマネジ

は約 2.7 兆円（平成 18 年度時点再建設費ベース）

メントの取組は，平成 11 年に制定された「食料・

に達し，老朽化に伴う施設の突発事故等も増加傾

農業・農村基本法」において「農業用用排水施設

向にあることから，これらの施設を計画的に保全

の機能の維持増進」として触れられ，平成 15 年

管理していくことが重要課題となっている。

から国営施設の機能診断が開始された。その後，

一方，国及び地方の財政状況は依然として厳し

平成 17 年に決定された「食料・農業・農村基本

い状況にあり，農業水利施設の新設や全面更新を

計画」において「農業水利施設等の適切な更新・

中心とした取組から，こまめな補修・補強を通じ

保全管理」としてストックマネジメントの取組

て施設機能の保全と長寿命化を図るストックマネ

を進めることが具体的に記載されたことを受け，

ジメントの取組に力点を移していくことが求めら

平成 18 年度に「農業水利施設の機能保全の手引

れている。

き」を策定して以降，各種事業制度の創設や農業

このような中，平成 22 年に新たに決定された

水利システムを構成する工種ごとの手引きの策定

基本計画において，基幹的農業水利施設について，

など，順次その取組を充実し，平成 23 年度にお

「リスク管理を行いつつ，施設のライフサイクル

いては，国が基幹的な国営造成施設の長寿命化対

コストを低減し，施設機能の監視・診断，補修，

策を行う国営施設機能保全事業等を創設するに至

更新等を機動的かつ確実に行う新しい戦略的な保

り，この結果，国営造成施設から農地周りの水路

全管理を推進する」とされたところである。

までを対象としたストックマネジメントの取組が

また，「新成長戦略（平成 22 年６月閣議決定）
」

展開されることになった。本報は，農業水利施設

においても，農業水利施設を含む社会資本ストッ

におけるストックマネジメントの取組について，

クの「維持修繕，更新投資等を戦略的に進める」

その導入の背景及び各種事業の制度及び予算の概

ことの必要性が謳われている。

要等について紹介するとともに，今後の課題等に
ついて述べるものである。

２ ストックマネジメントが導入された背景
昭和 24 年の土地改良法の制定以降，食料の安
定供給の基礎となる農業水利施設は，戦後から高
度成長期にかけて集中的に整備され，
我が国には，
約 25 兆円（平成 14 年度時点再建設費ベースの試
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このような背景のもと，「壊れるまで待ってか
ら作り直す」考え方を，「早め早めの補修を行う
ことにより施設を長持ちさせる」ストックマネジ
メントの取組に転換し，その取組を全国で展開し
ていくことが求められている。

３

ストックマネジメント関連事業の展開

ストックマネジメントに関係する事業について
13

●
は，平成 15 年度の「国営造成水利施設保全対策

度からは「農山漁村地域整備交付金」及び「地域

指導事業」の創設以降，平成 23 年度までに，国

自主戦略交付金」のメニューとして行うこととし

営造成施設から農地周りの水路までを対象とした

ている。

制度が整えられてきたところである。

農地周りの水路については，平成 19 年度から

このうち，国営造成施設については，平成 19

取り組まれている農地・水・環境保全向上対策を

年度から「国営造成水利施設保全対策指導事業」

見直し，平成 23 年度からは「農地・水保全管理

により５ヶ年で基幹的な水利施設の機能診断を一

支払交付金」として，これまで行ってきた地域共

通り行い，これらの施設の劣化状況や危険箇所を

同による農地・農業用水等の資源の保全管理に加

把握し，効率的な保全対策工事の前提となる機能

え，補修，補強等の長寿命化の取組を支援するこ

保全計画の策定が進められている。

ととしている。

都道府県営造成施設については，平成 19 年度

また，ストックマネジメントの技術向上を図る

に機能診断から対策工事まで一貫して行う基幹水

ため，平成 20 年度から「ストックマネジメント

利施設ストックマネジメント事業を創設し，その

技術高度化事業」により，現場での実証を通じて

取組を進めてきたが，平成 23 年度からは各地区

劣化予測技術や対策技術の高度化を図る取組を進

の目的に応じ，「戸別所得補償実施円滑化基盤整

めている。

備事業」，「特定地域振興生産基盤整備事業」
，「農

さらに，土地改良区等の施設管理者のストック

山漁村地域整備交付金」
，及び「地域自主戦略交

マネジメント技術の習得と取組推進を図るため，

付金」のメニューとして行うこととしている。

平成 23 年度に「基幹水利施設管理技術者育成支

団体営造成施設については，平成 21 年度に創

援事業」を拡充し，他の調査等と併せて再編した

設した地域農業水利施設ストックマネジメント事

「基幹水利施設保全管理対策」として取り組むこ

業により実施してきた内容について，平成 23 年

1

ととしたところである。

国営造成水利施設保全対策指導事業（H15 〜，H19 拡充）2,502 百万円（注）金額は平成
23 年度予算額
・国営造成施設の機能診断を行い，施設のライフサイクルコストの低減を図る。

2

国営施設機能保全事業（H23 〜）国営かんがい排水事業 113,381 百万円の内数
・国営造成施設等の機能診断，施設の長寿命化に関する計画（施設長寿命化計画）策定，計画に基づく施設
機能の監視や補修・補強等を実施。

3

ストックマネジメント技術高度化事業（H20 〜）1,341 百万円
・国営施設の診断技術や劣化予測，補修工法に関する技術について，現場での実証を通じてその高度化を図る。

4 水利施設整備事業（基幹水利施設保全型，地域農業水利施設保全型）26,209 百万円の内数
・都道府県営造成施設，団体営造成施設等の機能診断，機能保全計画作成，計画に基づく対策工事を一貫し
て行い，ストックマネジメントを本格的に実施する。
＊戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業，特定地域振興生産基盤整備事業，農山漁村地域整備交付金，地域
自主戦略交付金の中で実施。
予算額は，戸別所得補償実施円滑化基盤整備事業のもの。

5

基幹水利施設保全監理対策（H23 組替拡充〜）196 百万円

・日常管理に携わる施設管理者のストックマネジメント技術の習得を図る。

6

農地・水保全管理支払交付金（H23 〜）28,497 百万円

・農地周りの水路等の長寿命化のための補修・更新を行う集落を直接交付により支援。
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●

４

国営施設機能保全事業の創設及び体制

ストックマネジメント

●

で検討を深め，関係団体の役割，技術力や負担能

の整備

力等を踏まえた上で，施設の長寿命化対策や役割

国営造成施設のストックマネジメントの取組を

分担等について調整する必要がある。

展開するため，平成 23 年度に，国が国営造成施

本事業により，施設の長寿命化やライフサイク

設等の機能診断と補修・補強等を一体的に行う「国

ルコストの低減，農業水利施設の維持に係る農家

営施設機能保全事業」を創設したところである。

負担の軽減が図られるとともに，国が施設長寿命

本事業は，国が，①国営造成施設等の機能診断，

化計画に基づき継続的に施設の監視を行うため，

②施設の機能保全のためのマスタープラン（施設

突発事故の発生リスクを低減するとともに，事故

長寿命化計画）の策定，③施設長寿命化計画に基

等が発生した場合における機動的な補修工事等の

づく監視，補修・補強等を一貫して実施すること

実施が可能となる。

により国営造成施設等の長寿命化を図るものであ
る。（図− 1 参照）

なお，本事業の創設と併せて土地改良法施行規
則の一部改正を行い，同意徴収を省略して本事業

施設長寿命化計画は，
機能診断の結果を踏まえ，

を開始する場合において，施設の機能向上や受益

国が関係土地改良区や関係市町村，農業関係者，

面積の変更等を伴わない事業内容の変更は，計画

学識経験者等で構成される協議会の意見を踏まえ

変更に該当しないこととしたところである。

て作成し，その成果を共有することとしている。

また，本事業は施設管理者との連携が重要とな

各農業水利施設の使用実態や，施設が置かれてい

ることから，地域に根ざした土地改良調査管理事

る地域及び地形，気象条件等を考慮し，関係者間

務所が主体となって取り組むこととしている。こ

図− 1
JAGREE 81. 2011・5

国営施設機能保全事業のイメージ
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●
の結果，調査管理事務所と施設管理者各々が有す

策であるが，この取組を推進するためには，国

る情報を共有し，細やかな点検・診断を実施する

や地方公共団体からの財政支援と支援に対する

ことで，その結果に基づく施設の早期からの補修・

国民の理解が不可欠である。

補強に取り組むことが可能になると考えている。

５

農業水利施設の機能保全の手引き，施

工技術の体系化
ストックマネジメントの取組にあたっては，事

こういった理解を得るためにも，土地改良区
等の施設管理者は，施設の長寿命化に取り組む
にあたり，計画的な補修等や突発的な事故等が
発生した場合に必要となる資金を事前積立等に
よりあらかじめ準備し，体制を整えておくこと

業制度の充実のみならず，現場において適切な機

が重要と考えられる。

能診断や対策工事が可能となるようストックマネ

（2）技術者の育成・強化

ジメントに係る技術力の向上を推進していくこと
も重要である。

農業水利施設が置かれている環境や気象条件
等の立地条件や使用状況等は，地域によって千

このため，まず「農業水利施設の機能保全の手

差万別であり，施設の機能診断や対策工法の選

引き（平成 19 年 3 月）
」を策定し，ストックマネ

定等にあたっては，対象施設ごとに総合的な技

ジメントの基本的な考え方や現場での実施方法の

術的判断が求められるため，これに応えうる知

枠組み等を整理したところであるが，農業水利シ

見や技術を備えた技術者の育成・強化が必要と

ステムは，頭首工，開水路，パイプライン等の多

なる。

様な工種が組み合わさってその機能を発揮するも

（3）機能診断や対策の実施を通じたデータの蓄積

のであることから，システム全体で適切な機能保

施設の劣化予測方法を改善するなど，適切な

全を図るためにはシステムを構成する工種毎の機

対策工法のストックマネジメントの技術の向上

能保全手法を定める必要があるとの観点から，平

のためには，施設の機能診断結果やこれを踏ま

成 20 年度にパイプライン編，平成 21 年度に頭首

えた対策工事の実践に係る情報，対策後の経年

工編及び開水路編，平成 23 年度にはトンネル編

変化に係る情報を一元的に蓄積する取り組みが

を策定し，充実を図ることとしている。

不可欠である。

また，施設が置かれている環境や気象条件，使

（4）標準劣化曲線の適用にあたっての留意点

用状況等に応じて適切な機能保全対策が実施でき

手引きに示されている標準劣化曲線は，広域

るよう，施工企画調整室と土地改良技術事務所に

基盤整備計画調査における鉄筋コンクリート開

より施工技術の体系化や技術マニュアルの整備が

水路の診断結果を用いて設定されているもので

進められている。

一定の限界がある。このため手引きにおいては

６

ストックマネジメントの今後の課題と

対応方向
（1）施設長寿命化に取り組むための資金の準備

16

「地域の環境条件や構造物の種類等を踏まえ，
当該施設の劣化状況について既存の情報や新た
な調査データを収集･蓄積し，物理的メカニズ
ムを考慮することにより劣化予測を行う方法等

施設の長寿命化は，資源の有効利用，財政負

も検討する必要がある。」としていることに留

担の軽減等の観点から国全体で取り組むべき施

意し，現場での検討を深めていく必要がある。

JAGREE 81. 2011・5

