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１．はじめに

　当事務所では，国営造成土地改良施設整備事業
（特別監視制度）「牧之原地区」（静岡県：平成 23
年度着工），国営施設機能保全事業「伊那西部地
区」（長野県：平成 24 年度着工），「笛吹川沿岸地
区」（山梨県：平成 24 年度着工）の関係土地改良
区に職員を派遣し，施設管理や配水等の土地改良
区の業務について，土地改良区の職員と一緒に実
践を行いながら調査を行っている。
　この取り組みを始めて，2年目となり，また，
対象土地改良区も平成 23 年度の 1地区から平成
24 年度は 3 地区と増やしている。以下，この取
組みについて紹介する。

２．背景

①　事業における施設機能の監視及び保全
　国営施設機能保全事業及び [ 特別監視制度 ] に
おいては，老朽した施設の適時適切な整備補修と
施設管理者による適切な維持管理を通じて，施設
機能が長期間にわたって安定的に発揮されること
を目的として，施設の長寿命化に関する計画（長
寿命化計画）を策定し，これに基づき保全対策を
実施するものである。また，長寿命化計画の中で，
施設監視機能計画を策定し，施設の劣化状況等を
適切に把握することとしている。
　施設機能監視計画については，
ⅰ）事業実施前

・既往の施設機能診断結果等により監視
計画案を策定

ⅱ）事業着手後
・監視計画案をもとに現地踏査を実施
・踏査結果等を踏まえ監視計画を見直し

・監視計画に基づき監視，必要に応じ対
象施設の追加・詳細調査
・監視結果を踏まえた対策方針の検討

ⅲ）五年ごとの長寿命化計画の見直し
ⅳ）事業完了後

・フォローアップ
といった手順により，現地の状況をフィードバッ
クしながら見直すこととなっている。
②　実務上の課題
　施設の機能については，①構造機能（力学的
安全性，安定性，耐久性），②水理機能（通水性，
水理的安定性，分水制御機能），③水利用機能（配
水の弾力性，保守管理性，環境性能，経済性能，
安全性能）といった機能に分類でき，これらの機
能が全体として確保されることで，農地に水を供
給するという水利施設の目的が達成されることと
なる。
　こうした機能の性能を評価する手法として，事
業着手前の監視計画においては，外形的な構造状
態の目視を中心とした対応によることとしている
場合が多い。
　しかしながら，事業着手後の計画見直し及び保
全対策の検討は，地区の実情をより詳細に把握し，
できるだけ様々な観点からその性能を評価した上
で行うことが望ましい。例えば，水理機能であれ
ば通水量や通水断面，水利用機能であれば維持管
理経費や事故件数などの事情を収集することで，
当該施設の性能をより適切に評価することができ
ると考えられる。
　また，農業水利システムは，ダム，頭首工，水
路，パイプライン，ポンプ場など，機能や性能低
下の特性の異なる多様な施設により構成されてい
ることから，それぞれの施設の特性に応じて，地
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区ごとにきめ細やかな監視や保全対策を検討して
いくことが求められる。
③　直接的な事情収集の必要性
　このためには，土地改良区による運用・管理の
実態を踏まえて施設の機能や性能に係る情報を分
析評価したうえで，長寿命化計画及び監視計画等
の見直し並びに対策工法の検討を行っていくこと
が不可欠である。しかしながら，土地改良区から
の情報収集については，
・土地改良区との打合せのみで，分析評価に必
要な膨大かつ専門的な事情を聞き取り，情報
収集することは困難であること。
・計画策定や対策の検討に必要な資料の作成や
提出等を土地改良区に求めることは，土地改
良区の業務範囲を大きく超えるものであるこ
と
・分析評価に必要な情報を予め過不足なく特定
することは極めて困難であること

などから，間接的にこれを行うことは必ずしも効
率的でなく，むしろ土地改良区に国の職員を派遣
し，土地改良区が行う施設の管理・運用をにらみ
つつ必要な情報収集等を派遣された職員が自ら行
い，計画策定や対策の検討につなげることが効率
的かつ合理的であると考えられる。

３．土地改良区への職員派遣調査の概要

（1）主な調査内容
①　配水管理に関する調査
　中央管理所等基幹的施設の制御，国営幹線各
分水工の配水管理及び制御等に関する調査を行
う。
②　施設の巡視・点検，機能診断に関する調査
　揚水機場，幹線水路，制水弁・空気弁及びフ
ァームポンド等の巡回，定期点検及び機能診断
の状況等につき調査を行うとともに，事業計画
（長寿命化計画の見直しを含む）の点検を行う。

（2）調査対象土地改良区
①　牧之原畑地総合整備土地改良区
②　笛吹川沿岸土地改良区
③　長野県伊那西部土地改良区連合

（3）業務の管理及び評価
　以下により，派遣職員の業務の管理及び評価を
行うこととする。
①　業務日報の提出
②　レポートの提出（2ヶ月毎，テーマは下記
参照）

③　派遣職員意見交換会・報告会
〈レポート・テーマ〉
１）土地改良区が行う維持管理業務（施設の
利用，点検，診断）における課題と対応方
向

２）施設機能における効率効果的な配水の観
点での事例と提案

３）施設機能の適切な発揮及び利便性の観点
での事例と提案

４）「事業計画」対象外の施設における劣化
状況

５）本業務の課題と改善方向
（4）調査期間：平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3
月 31 日

（5）調査日数：週 2日
（6）調査人数：1土地改良区　1名（1年間　固定）
（7）調査形態：日帰り出張
（8）業務責任，事故・労災の対応：国の調査業務
の一環として対応

４．各土地改良区における派遣調査の内容

（1）牧之原畑地総合整備土地改良区
①　土地改良区の組織概要

　　事務局長
　　技　監
　　　　　総務課長　　　　　　庶務係
　　　　　　　　　　　　　　　会計係
　　　　　業務課長　　　　　　徴収係
　　　　　　　　　　　　　　　業務係
　　　　　管理第一課長　　　　管理係
　　　　　（土地改良財産の管理，補修工事）
　　　　　管理第二課長　　　　整備係
　　　　　（施設の維持管理，利水調整）
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②　派遣調査の内容
１）配水管理に関する調査
　中央管理所等基幹的施設の制御，国営幹線
各分水工の配水管理及び制御等に関する調査
を行う。
　また，水利実態調査（211 の水利組合にア
ンケート調査）を実施し，水の利用形態（取水，
防除等），水の使用量（改良区で把握）につ
いて月毎の使用実態を調査し，地区毎の期別
及び日単位の使用量の変化に応じた配水計画
や病虫害防止，施肥，凍霜害防止の時期を把
握することにより，効率で効果的な配水計画
の資料作成を行う。
２）施設の巡視・点検，機能診断に関する調査
　揚水機場，幹線水路，制水弁・空気弁及び
ファームポンド等巡回，定期点検及び機能診
断の状況等につき調査を行うとともに，事業
計画（監視計画の見直しを含む）の点検を行う。
③　国営造成土地改良区施設整備事業（特別監
視制度）「牧之原地区」の概要
１）関係市

静岡県島田市，御前崎市，菊川市，牧
之原市，掛川市

２）事業内容
ⅰ）主要工事
・川口取水工関連施設の更新
・牧之原揚水機場関連施設の更新
・水路，調整水槽関連施設の更新
・水管理施設の更新

ⅱ） 環境配慮計画「まきのはらお茶街
道」構想の推進

３）総事業費：16. 2 億円
４） 工　　期 ：平成23年度～30年度（8年間）

（2）長野県伊那西部土地改良区連合
①　土地改良区連合の組織概要
事務局長（関係機関との連絡調査）
次　　長（維持管理，送・配水操作）

電気主任技師（電気設備の点検・保守）
②　派遣調査の内容
１）配水管理に関する調査
　第１揚水機場（中央管理所）においてポン

プ運転管理，各幹線及びフォームポンドへの
送・配水管理状況の調査を行うことにより，
水管理・制御施設等の課題を把握する。
　水源使用，末端の水使いの実態の把握及び
各水源やファームポンド等の水量・水質調査
を行うことにより，水源の課題を整理し，取
水及び送・配水管理計画検討資料とする。
２）施設の巡視・点検，機能診断に関する調査
　各施設（集水路～ファームポンド）の巡視，
点検・保守及び機能監視の状況を調査するこ
とにより施設維持管理上の課題を把握する。
　これらの結果は機能診断調査，補修工事計
画に反映させる。
③　国営施設機能保全事業「伊那西部地区」の
概要
１）関係市町村

長野県伊那市，辰野町，箕輪町，南箕
輪村

２）事業内容
ⅰ）主要工事
・第 1及び第 2揚水機場の建屋改修
及びポンプ設備改修，電気設備更新
・小黒川サイホン改修，ファームポ
ンド補修
・水管理システムの更新

ⅱ）環境配慮計画「住民主役の美しい
水・花・地域資源創造運動 in 伊那西部」
構想の推進

３）総事業費：24 億円
４）工　　期 ：平成24年度～33年度（10年間）

（3）笛吹川沿岸土地改良区
①　土地改良区の組織概要
　事務局長
　　　　　総務課長
　　　　　中央管理所長
　　　　　（配水管理）
　　　　　管理課長　　　管理グループ
　　　　　　　　　　　　（維持管理，配水管理）
　　　　　　　　　　　　整備グループ
　　　　　　　　　　　　（補修工事）
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②　派遣調査の内容
１）配水管理に関する調査
　通常の配水管理は自動制御となっているた
め，巡回点検時に灌水状況について目視確認
を行い，配水管理上の課題を把握し，より効
率的な配水管理の検討に反映させる。
２）施設巡視・点検，機能診断に関する調査
　国営・県営造成施設の巡回点検及び作動状
況について調査し，施設維持管理上の課題
を把握する。これらの結果は機能診断調査，
補修工事計画等に反映させる。

③　国営施設機能保全事業「笛吹川沿岸地区」
の概要
１）関係市町

山梨県山梨市，甲州市，笛吹市，甲府
市，中央市，市川三郷町

２）事業内容
ⅰ）主要工事
・藤木取水口の補修
・用水管路の補修及びマクロセル腐
食対策
・揚水機場の補修及びポンプ等施設
更新
・水管理システムの更新及び中央管
理所等の補修

ⅱ）環境配慮計画「名水とフルーツ，笛
吹まるごとブランド化」構想の推進

３）総事業費：55 億円（共同事業費込み）
４）工　　期 ：平成24年度～33年度（10年間）

５．期待される効果

（1）事業計画に関すること
①　営農計画
・改良区に常駐することで改良区に寄せられる
地元農家の生の声を聞くことができ，それよ
り実態の営農状況や今後の営農方針について
把握することができ，営農計画や土地利用計
画に反映させることができる。
②　用水計画
・日常的に，施設の配水操作に関わることによ
り，日単位，年単位及び水需要の変化（気象

条件により変化する水の流れ）を実態として
把握し，また，各地区の必要水量のパターン
等も把握することができる。

③　施設計画
・日常的に施設の操作に関わることにより，現
況施設の使用形態及び使用頻度が把握でき，
それによる劣化状況の違いを把握することに
より，5年ごとの長寿命化計画の見直しに反
映できる。
・中央管理所において，取水量及び配水量の操
作に関わることにより水管理方法を取得し，
水管理システムの設計に反映できる。

（2）事業実施に関すること
１）業務
・改良区や関係機関と日常的に接することによ
り，現況施設の劣化状況（機能診断結果）に
対する認識や更新設計に関する意見を随時把
握することができ，設計中の業務に反映する
ことができる。
・水需要の変化等，計画と実施をマッチングさ
せることを考慮した水管理施設の設計に反映
できる。

２）工事
・日常的に中央管理所において施設操作に関わ
ることにより，施設管理を踏まえた，適切な
施工計画の立案をすることができる。

３）監視計画
・日常的に施設監視を行うことにより，監視計
画に対する対象施設，監視項目，頻度等の緻
密な情報を現監視計画へフィードバックでき
る。

（3）その他
・改良区が発注する工事，業務等について，適
切な発注，契約事務を行えているかどうかを
確認することにより，改良区のコスト縮減に
寄与する（基幹水利施設管理事業，国営造成
施設管理体制整備事業のコスト縮減）
・数地区において職員の派遣調査を行い，派遣
職員間で情報を共有することで，他地区の管
理手法等維持管理に関する優良事例を土地改
良区に情報提供できる。
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６．派遣職員の報告事例

（1）施設機能の適切な発揮及び管理利便性の観点
①　制水弁室における実際の操作業務を通じ
て，操作性（狭い空間での操作）を考慮した
施設にする必要性を把握できた。
②　管理業務を通じて，機場の吸水槽に堆砂が
多いことを認識し，施設機能を適切に発揮さ
せるためには，吸水槽に堆砂の処理施設（沈
砂池等）が必要であることを把握できた。
③　施設の日常の管理業務（草刈り，機器施設
の点検）を通じて，施設機能の適切な発揮や
管理しやすさのための管理方法について把握
できた。

（2）効率効果的な配水の観点
①　地区毎の期別及び日単位の使用量の変化に
応じた必要水量を把握することにより，効率
で効果的な配水方法が把握できた。（地区ご
との使用水量から今後の必要水量を予測し，
取水量を確保するとともに，各関連水槽の流
入ゲート（大，小 2つあり，水の流入のしや
すさを調整できる）を操作するなど）
②　農産物の品質保全・向上の観点から病虫害
防止，施肥，凍霜害防止のための必要量を把
握することにより，効率で効果的な配水方法
が把握できた。（非かんがい期の昼間に凍霜
害防止のための用水を確保するとともに，ポ
ンプの自動運転設定を行うなど）
③　水管理機器の故障によりポンプが運転停止

したときの配水方法について把握できた。
④　水の使用が多い地区の水槽へ効率的に水を
送るための効率的な配水方法について把握で
きた（①と同じく各関連水槽の流入ゲートを
操作するなど）。

7．おわりに

　数年前，土地改良新聞の論説に，「国営土地改
良施設のストックマネジメントは，施設の機能診
断と保全計画の策定を各農政局の土地改良調査管
理事務所が，補修技術の基準化と現場指導を土地
改良技術事務所が担っている。　～中略～　調査
管理事務所の業務には，来年度から，機能診断，
監視，補修工事を機動的に組み合わせた国営施設
機能保全事業及び特別監視制度も付加される。　
～中略～　国も診断を行う際，職員を改良区に派
遣し常駐させるくらいの意気込みを持ってもらい
たい。診断をコンサルタント会社に外注し，報告
書だけ受け取るというような消極的な姿勢では，
意味ある診断が出来るとは思えない。改良区は机
と椅子を用意し，国は手弁当で職員を派遣し，国
と改良区とコンサルタントが力を合わせて診断を
行う，そういう体制を早急に作ってもらいたい。」
というコメントが掲載された。
　本取り組みは，こういった声に応えるものであ
り，国営土地改良施設のストックマネジメントの
推進に大いに寄与するものと考える。また，派遣
先調査の対象の土地改良区からも，評価するとの
声をいただいている。




