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ストックマネジメント

1．はじめに

　基幹的な農業水利施設は，その多くが戦後に集
中的に整備されてきたことから，老朽化に伴う弊
害が近年になり急速に顕在化している。耐用年数
を超過した施設が年々増加し，突発事故の件数も
増えている。このため，国と地方の厳しい財政状
況を踏まえ，既設の農業水利施設に適切な長寿命
化対策を講じることにより，ストックの有効利用
を図ることが求められている。
　大井川下流域は扇状地となっており農業の盛ん
な豊穣な大地が広がっている。しかしながら，こ
の地域は一昔前までは大井川の洪水にさいなま
れ，また，水田を造っても保水力の乏しい土壌
（いわゆる「ザル田」）のため，農業用水の確保に
苦しめられていた。一方，大井川の西（右岸側），
牧之原台地を超えた地域（掛川市や菊川市）には
大河川が無く，ため池に頼る不安定な農業が営ま
れていた。
　両地域の水不足を解消し安定した農業を可能に
するため，昭和 22 年から昭和 43 年にかけて「国
営大井川農業水利事業」（旧事業）が実施され，
川口取水口をはじめとする農業水利施設の整備
と，農業用水の安定供給による農業経営の安定が
図られた。
　大井川水路橋をはじめとする基幹施設は，造成
後 40 年以上が経過し，老朽化による機能低下が
生じるとともに，受益地の営農形態の変化等によ
る必要水量の変化などにより農業用水の適切な配
分が困難となっていた。
　これらに対応するため，河川工作物（水路橋，
サイホン）の改築，取水施設の改修（栃山頭首工
の改築，菊川頭首工の補修），用水路の改修と用

水管理施設の新設整備等を行っている。

大井川水路橋

栃山頭首工
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写真－2　新大井川水路橋

写真－ 1　旧大井川水路橋

写真－ 3　旧栃山頭首工
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　事業概要は，以下のとおりである。
①関係市町
　島田市，焼津市，掛川市，藤枝市，袋井市，御
前崎市，菊川市，牧之原市，榛原郡吉田町
②受益面積
　水田：6, 861 ha，畑：589 ha，計 7, 450 ha
③主要工事及び施設概要
　頭首工：2箇所，用水路：104 ㎞
　用水管理施設：一式，小水力発電：一式
④事業工期
　平成 11 年度から平成 26 年度（予定）
　開水路の補修工法は，様々な工法が提案されて
いるが，補修に対する概念については各コンサル
タントや発注者で考え方が統一されていないのが

現状である。今後は，補修工事事例を集約し，多
くの知見を集め，より効率的な補修工法を追求す
ることが重要と考える。
　本文ではその一例として，当事業所における補
修工法を紹介する。

写真－ 4　新栃山頭首工

図－ 1　事業概要図

写真－ 5　補修前

写真－ 6　補修後
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2．開水路劣化状況

　施設築造後 40 年以上が経過し，コンクリート
表面の劣化や摩耗により，粗度が悪化している。
　また，落差工部においては継続的な衝撃により
洗堀され，底版が激しく摩耗している。

写真－ 7　洗堀による鉄筋の露出

写真－ 8　洗堀によりハンチの摩耗

3．開水路の補修工事の概要

　開水路の補修工事は，以下の流れで行っている。

高　圧
洗浄工

ひび割れ
補 修 工

断　面
修復工

表　面
被覆工

目　地
補修工

①高圧洗浄工
　高圧ジェット水により既設水路表面に付着して
いる藻や躯体の劣化部を除去し，健全なコンクリ
ート面を露出させる。これにより，表面被覆材が

既設水路と強固に付着する。
②ひび割れ補修工
　ひび割れ部に材料を注入し，ひび割れの空隙を
補修材で充填する「注入工法」と，ひび割れに沿
ってＵ（又はＶ）カットし，補修材を充填する「充
填工法」がある。ひび割れ補修が不十分な状態で
断面修復や表面被覆工を実施した場合，ひび割れ
の進行に伴い表面補修材にひび割れが発生する。
従って下地処理後にひび割れ調査を行い，確実に
補修しておくことが重要である。
③断面修復工
　部分的な剥離，欠損の対策として，耐久性及び
防水性の回復を目的に断面修復を行う。対策工法
としては，「打替工法」，「吹き付け工法」，及び「左
官工法」がある。
④表面被覆工
　無機系材料もしくは有機系材料を使用して既設
水路の表面被覆を行う。工法としては，「パネル
貼り付け工法」，「吹き付け工法」及び「左官仕上
げ工法」等がある。
⑤目地補修工
　目地補修は，水路目地の開きからの漏水及び目
地材料の劣化・欠損等の目地損傷に対する対策と
して，耐久性及び水密性の回復を目的に行う。対
策工法としては，「目地材充填工法」や「応力機
能目地工法」がある。

4．工法選定時の注意点と当事業所におけ
る工法

①高圧洗浄工
　高圧洗浄は，機械で様々な圧力を選定できる。
また，表面被覆工法によっても推奨されている圧
力がある。
　当事業所の表面被覆を行う際の基準は，母材
（躯体）の付着力強度 ( 建研式 ) を 1.5N/ ㎜ 2 とし，
洗浄後に試験を行っている。洗浄圧力は経済性か
ら 30 MPa を採用している。
　洗浄圧力を高くすると日当たり施工量は増加す
るが，機械経費も高くなり一概に安価にはならな
い。

⇨ ⇨ ⇨ ⇨
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写真－ 9　高圧ジェットによる洗浄

②ひび割れ補修工
　ひび割れ補修は，鉄筋の有無，ひび割れの動き，
漏水の有無，発生原因などにより工法を選定する。
　当地区は，静岡県の中部に位置し温暖な気候で
あり，現在補修を行っている水路の多くが無筋構
造物となっている。
　このことから，ひび割れ幅により 0. 2 ㎜から
1. 0 ㎜については「注入工法」，1. 0 ㎜以上につい
ては「Ｕカット充填工法」としている。

写真－ 10　Ｕカット充填工法（カット後の表面清掃）

図－ 2　ひび割れ補修工（注入工法）詳細図

図－ 3　ひび割れ補修工（充填工法）詳細図

③断面補修工
　断面修復工の工法選定は，欠損の範囲が大きい
場合には構造物の改築が必要となる場合もある。
　小規模の修復の場合は，欠損部の周囲をハツリ，
刷毛等でプライマーを塗布した後に後断面修復材
を左官により充填する。
　当地区では無筋構造物が主であるが，鉄筋が腐
食している場合，通常は鉄筋防錆処理を行った後
に断面修復する。
　断面補修の材料は，ポリマーセメント系の無機
系材料を選定している。

写真－ 11　断面補修工（ハツリ状況 )

図－ 4　断面補修工詳細図
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④表面被覆工
　表面被覆材には大きく分けて有機系材料と無機
系材料があり，施工性や環境条件等により材料を
選定する。
　当地区は冬期作物があり，補修を完全断水でき
ないため，通断水を行いながらの施工となる。
　このため，ある程度の湿潤状態でも施工可能な
無機系材料を使用した工法を選定している。
　施工方法は，左官工法と吹付工法となる工法が
あるが，当事業で補修する水路断面が小さい事か
ら左官工法を選定している。
　被覆厚については，高圧洗浄後の不陸調整 5㎜，
経年劣化による摩耗分の補修 5㎜の計 10 ㎜とし
ている。

写真－ 12　表面被覆工（下塗り状況）

図－ 5　表面被覆工詳細図

⑤目地補修工
　当地区で確認できる目地の損傷は，初期欠陥に
よるものと推測される止水板の露出，周辺コンク
リートの剥離・剥落，目地の開き・目地材の劣化
損傷である。

　一部では止水板が設置されていない目地も見受
けられ，目地本来の止水効果が期待できないと判
断される。このことから目地損傷程度は，劣化度
合いが比較的大きく，目地改良が必要と判断され
る。
　使用する材料については，シリコン系シーリン
グ材を充填する工法と，高弾性ゴムの目地材を挿
入する応力機能目地工法を比較検討すると，初期
投資ではシリコン系が有利であるが，耐用年数で
は応力機能目地が有利となる。

応 力 機 能 目 地

洗浄後断面の表面

不陸整正セメントモルタル 5mm以下

プライマー

写真－ 13　目地補修工（目地材充填状況 )

図－ 7　応力機能目地工法詳細図

図－ 6　目地充填工法詳細図
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　当事業所では水路の状況により使い分けを行っいる。

5．コスト縮減

　開水路においては，側壁，底版共に摩耗により
粗度の低下となっている。
　このため，側壁については表面被覆による補
修を行っている。底版についても従来は表面被覆
により補修を行っていたが，現在は表面被覆では
なくコンクリートによる打ち増しを原則としてい
る。その理由は，コスト縮減だけでなく，営農形
態の変化等により用水量が減少し水路断面に余裕
が生じたことや，間断通水を行う必要があり表面
被覆工よりも施工が容易で確実性があることが挙
げられる。
　表面被覆を行う際は補修面を乾燥状態にするこ
とが要請されるが，間断通水では表面の乾燥状態
の維持は困難であるからである。
　底版の打設厚は，水路断面の縮小を極力小さく

するため，施工可能な最小寸法である 5㎝として
いる。

6．まとめ

　今後は，逼迫した財政状況の下，増加していく
老朽化施設の更新を計画的に進めていく必要があ
る。
　仮に我が国の農業水利施設の利用ができなくな
った場合，水稲の生産力は５割強が喪失し，食糧
自給率は 27％にまで低下するといわれている。
　効果的なストックマネジメントを推進するため
にも，官学民が協力し三者一体となって施設の長
寿命化を早急に図っていくことが重要と考える。
また，これまでの施工実績を基に“施設補修基準”
の策定も必要である。

図－ 8　底版打ち増し工標準図

写真－ 14　底版打ち増し工 ( 配筋 )




