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農業水利施設機能総合診断士創設の経緯
一般社団法人　農業土木事業協会　前企画部長　森本　一生

ストックマネジメントストックマネジメント

　一般社団法人農業土木事業協会は，2006 年以
降ストックマネジメントを主体とした活動を展開
してきております。2007 年には，農業水利施設
の機能診断や保全計画策定を行う技術者の育成・
資格認定を行う農業水利施設機能総合診断士制度
を創設しました。また，同年には，農業水利施設
の診断，補修材料・工法を有する企業から構成さ
れる施設保全管理補修部門を新設しました。さら
に，2012 年には農業水利施設の補修工事の施工
及び施工管理に従事する技術者の育成と資格認定
を行う農業水利施設補修工事品質管理士制度を発
足しています。
　ここでは，この様にストックマネジメントに関
する事業協会の活動が多角化する核となった農業
水利施設機能総合診断士が創設された経緯につい
て取りまとめてみました。

1．創設の背景

　農業水利施設に対するストックマネジメントの
必要性が認識され始めたのは，21 世紀になって
からでした。当時，公共事業の予算が減少する中，
維持管理・補修などのストックマネジメントへの
投資の割合が増加し，中長期的にもこのような方
向は一層進展するものと予想されました。
　このように増大するストックマネジメントに対
して，それに対応した農業水利施設の診断・評価
技術体系の確立や人材の育成は十分では無い状況
にありました。
　一方，他分野においては，「構造物診断士」( 日
本構造物診断技術協会 )，「コンクリート診断士」
（日本コンクリート工学協会）のように，土木や
建築のコンクリート構造物，鋼構造物の診断技術
者の資格制度が 2001 年から実施されていました。

　以上のような背景及び他分野の動向を勘案し，
2005 年に農業水利施設の特性に応じた技術体系
を持つ，診断技術者の資格制度の必要性が関係者
から，提起されました。

2．提言の概要

　当協会は，土地改良施設の特殊性を踏まえると，
独自の体系を持つ診断技術者の資格制度が必要と
の観点から，次のような検討を行いました。
①　土地改良施設診断士（仮称）の創設：土地
改良施設の多様性を考慮し，コンクリート構
造物，土質構造物，鉄構・ポンプ，電機機械
等の部門の診断を行う技術者の資格制度を創
設する。

②　土地改良施設診断士の活用：土地改良施設
の維持管理，診断，対策・更新工法の立案，
工事実施に当たって資格所有者を優先的に活
用するとともに，土地改良施設診断士資格を
既存の国家資格と同様に評価する。

③　国の支援：技術指針の作成，講習会等の講
師の育成について国は助成，支援を行う。

3．実施主体の確定

　土地改良施設の診断，劣化予測・評価，補修
補強対策などに関係する団体のうち，診断業務に
従事している企業が加盟している団体は，農業土
木事業協会と土地改良測量設計協会が該当するこ
とから，2005 年 11 月に土地改良施設機能診断士
に関する意見交換会が関係者により実施されまし
た。この際，どのような業務を行うのか，業務に
必要な技術は何か，既存の資格：例えば技術士（農
業土木）での対応では困難か，ニーズがあるのか
等の議論があり，資格の実施体制と資格活用の仕
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組みが検討されました。その結果，資格試験の実
施主体については，農業土木系主要コンサルタン
ト企業が加盟している農業土木事業協会が適当と
の判断がなされました。

4．資格制度の構築

　上述の提言並びに意見交換会を経て，当協会が
実施主体となって，制度の骨格を煮詰めることと
なりました。資格制度の名称は，診断の対象が土
地改良施設全般ではなく，主にかんがい排水施設
を対象とすることから，「農業水利施設」を冠す
ることに決まりました。また，頭首工，用水路，
パイプライン，排水路，用排水機場等の水利施設
を一つのシステムと捉え，単にコンクリートの状
況など構造機能に特化した診断ではなく，水利シ
ステムを構造機能，水理機能，水利用機能の視点
から総合的に診断する必要があることから，「農
業水利施設機能総合診断士」と「総合」の名称を
用いることとなりました。
　名称や内容の検討が行われ，農業水利施設機
能総合診断士制度（案）がまとまったのは，2006
年 8 月で，これ以降，農村振興局設計課施工企画
調整室等の関係者と検討を行い，制度の透明性・
公平性を図るための運営方式，受験資格，試験方
法，講習会の内容等について詰めていきました。

5．規程，カリキュラム等の準備

　農業水利施設機能総合診断士の規程，カリキ
ュラムや講習会テキストについては，農業土木事
業協会会員会社の専門委員から構成される準備委
員会を 2007 年 2 月に設置し検討を開始しました。
準備委員会は，4月までに運営委員会規程の作成，
試験委員会実施規程の作成，カリキュラムの概
定，テキストの概定について合計 3回開催されま
した。
　第 1回の準備委員会を開催した当時，総合診断
士の講習会の開催を 2007 年 8 月に予定していま
したが，この時点で講習会テキストは完成したも
のがなく，総合診断士制度を一般に周知するため
の時間が不足しており，8月の講習会開催は無理
なため，10 月開催に予定を変更しました。

　講習会テキストに関しては，農村振興局水利整
備課施設管理室（現水資源課施設保全管理室）か
ら「農業水利施設の機能保全の手引き」が公表さ
れていましたので，これをメインテキストにし，
このほか，設計課施工企画調整室が作成した「農
業水利施設のコンクリート構造物調査・評価・対
策工法選定マニュアル（案）」，農業土木事業協会
発行の「農業水利施設機械設備更新及び保全の手
引き」（抜粋）を採用し，さらに農村工学研究所
等の講師の方々にそれぞれ作成して頂いたものを
使用しました。
　講習会カリキュラムは，3日間で約18時間とし，
内容は，ストックマネジメント概論，農業水利施
設の機能と性能，開水路の劣化診断，パイプライ
ンの劣化診断，農業水利施設機械設備の劣化診断
及び保全計画の策定等とすることとなりました。

6．講習会，認定試験の実施

　講習会は 2007 年 10 月に東京と京都で実施す
ることとなり，講習会受講の受付を 6月から開始
し，8月末に締め切ることとなりました。総合診
断士資格は，2008 年度から調査・設計業務のうち，
ストックマネジメント・機能診断業務に係るもの
については，技術者評価の加点の対象となる旨の
新聞記事が出たため，各会場とも定員を大幅に超
過する申し込みが殺到しました。消防法により，
会場の定員を超過する申し込み者はお断りせざる
を得ず，事務局として見通しの悪さを反省しまし
た。
　認定試験は，2008 年 1 月に東京と京都で実施
し，3月初めに合格発表を行いました。2007 年度
から 2011 年度までの受験資格別合格者の推移は，
以下のとおりとなっています。
　なお，受験資格である技術士を取得している者
の合格率は，おおむね 40％となっており，経験
18 年以上の資格で受験した者の合格率は，ほぼ
10％前後の合格率となっています。
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7．資格の利用

　本制度が創設されてから 5年が経ち，この間に
資格認定試験に合格し，総合診断士として登録を
された技術者の数は 408 名に達しました。総合診
断士資格は，上述したように農林水産省のストッ

クマネジメント・機能診断業務のプロポーザル方
式，総合評価方式において，技術者評価の加点の
対象となっています。また，各都道府県に総合診
断士登録者名簿を送付しており，ストックマネジ
メント・機能診断業務の業者選定の参考にして頂
いています。

総合診断士　合格者の推移

　　　年　度

受験者の資格

2007 2008 2009 2010 2011

受験
者数

合格
者数

合格率
（％）

受験
者数

合格
者数

合格率
（％）

受験
者数

合格
者数

合格率
（％）

受験
者数

合格
者数

合格率
（％）

受験
者数

合格
者数

合格率
（％）

技 術 士 141 62 44.0 189 76 40.2 135 47 34.8 91 30 33.0 94 41 43.6
農業土木技術管理士 59 4 6.8 83 16 19.3 98 20 20.4
経 験 １８年 以 上 161 35 21.7 295 43 14.6 196 16 8.2 119 13 10.9 62 7 11.3
計（平均合格率） 302 97 32.1 484 119 24.6 390 67 17.2 293 59 20.1 254 68 26.8




