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1．はじめに

　東日本大震災や老朽トンネル事故等を契機に，
社会資本の耐震化対策，老朽化対策の必要性や
リスク管理の重要性が改めて認識されたところで
す。このような状況の中，農業水利施設について
も，同様の対策やリスク管理が求められています。
そこで，施設の長寿命化とライフサイクルコスト
の低減を目指して，その機能保全を図るストック
マネジメントにおいても，「リスク管理」という
概念をより明確にし，その内容の充実を図る方向
性について本稿で考えてみたいと思います。

2．「農業水利施設の機能保全の手引き」に
おけるリスク管理

　まず，ストックマネジメントにおける「リスク
管理」の現在の取扱いを見てみることとします。
「農業水利施設の機能保全の手引き（平成 19 年 3
月）」では，リスクに係る記述として，体系的な
機能診断等の取組により，施設の性能や劣化等の
状態が把握され，施設損壊に至るリスクや，よ
り経済的で選択可能な対応策が明確にされること
で，適切な対策の適時・的確な実施が促進され，
施設の劣化に伴うリスクの軽減も図られるとし
ています。また，性能の管理に関して，管理水準
は性能低下を許容できる限界の性能基準であり，
個々の施設における農業面の重要性や環境への
影響，災害リスクなど総合的に勘案して，これを
定める必要があるとしています。調査頻度に関し
ては，施設の劣化に伴う著しい施設の性能低下や
偶発的な事故により，農業や周辺環境へどのよう

な影響があるのか，その影響がどの程度までなら
許容できるのかについて，回復の難易度や所要時
間といった視点で検討を行い，調査に要する経費
との関連も含めて適切に調査頻度を設定する必要
があるとしています。また，参考として，施設の
リスクを加味すべきプロセスとして，①施設毎の
調査頻度（調査の間隔）を設定するとき，②対策
工法のシナリオと機能保全コストの比較を行うと
き，③対策実施の緊急度の評価を行うとき，の 3
つの場面があるとしています。そして将来的には，
施設系毎の LCC（ライフサイクルコスト）を低
減するだけではなく，施設劣化のリスクをコント
ロールしつつ，更新や維持管理に要する経費を平
準化する等のアセットマネジメントとしての展開
が可能となるよう，取り組む必要があるとしてい
ます。このように，平成 19 年度以降，ストック
マネジメントの道しるべとしてきた「農業水利施
設の機能保全の手引き」では，リスクのコントロ
ールは将来の重要な課題としつつ，リスクを勘案
して性能管理範囲や調査頻度の決定，機能保全コ
ストの比較などを進めることとされています。

3．基本計画等におけるリスク管理の位置づけ

　次に食料・農業・農村基本計画でストックマネ
ジメントに係る記述を見ていくこととします。平
成 17 年 3 月策定の基本計画では，「既存ストック
の有効活用の観点から農業水利施設等の長寿命化
を図り，これらのライフサイクルコスト（建設・
維持管理等にかかる全てのコスト）を低減するこ
とを通じ，効率的な更新整備や保全管理を充実す
る。」としています。これが平成 22 年 3 月策定の
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基本計画では，「リスク管理を行いつつ，施設の
ライフサイクルコストを低減し，施設機能の監視・
診断，補修，更新等を機動的かつ確実に行う新し
い戦略的な保全管理を推進する。」としています。
さらに，平成 24 年 3 月に策定された土地改良長
期計画では，「機能の監視・診断等によるリスク
管理を行いつつ，劣化の状況に応じた補修・更新
等を計画的に行うことにより，施設の長寿命化と
ライフサイクルコストの低減を図る戦略的な保全
管理を推進する。」とされたところです。このよ
うに見てみますと，平成 17 年から 5年の時を経
て「リスク管理」，「機能の監視・診断」という概
念が明示され，ストックマネジメントにおけるリ
スク管理の位置づけが明確化されていることが分
かります。

4．機能保全の取組におけるリスク管理

　それでは，次に農業水利施設のストックマネジ
メントにおけるリスク管理について，リスクマネ
ジメントシステム構築のための一般的な原則及び
要素を提供する規格で，どのような組織にも適用
でき，かつ，どのようなリスクにも適用できると
されている「リスクマネジメントシステム構築の
ための指針（JISQ2001）」に沿って，私見を含め
て整理してみます。

（1）リスクマネジメント

　「リスク」は，事態の確からしさとその結果の
組み合わせ，又は事態の発生確率とその結果の
組み合わせであるとされ，「リスクマネジメント」
はリスクに関して組織を指導し管理する，調整さ
れた活動で，一般的には①リスク算定，②リスク
評価，③リスク対応，④リスクコミュニケーショ
ンなどを含むとされています。この四つの項目毎
に関係する機能保全の取組を整理していきます。

（2）リスク算定

　リスク算定については，組織が特定したリスク
についてリスク評価の手がかりとするため，リス
クが顕在化する確からしさ又は発生確率，及びリ
スクが顕在化した場合の影響の大きさを，定量的

（数量）又は定性的（ランク付け）に把握するこ
ととされています。機能保全の取組においては，
リスク発生確率として漏水や破損事故の発生確率
を過去のデータから直接推定するほか，施設の偶
発的事故や自然災害への脆弱性とも高い相関があ
ると考えられる「構造性能をベースにした健全度
指標」を発生確率を示す定性的指標とすることも
考えられます。また，影響の大きさは想定被害額
を直接算定するほか，「第 3者や農業への影響を
基に決定される重要度区分」を影響の大きさを示
す定性的指標とすることも考えられます。

（3）リスク評価

　リスク評価は，リスクの重要性を明らかにする
ために，算定されたリスクを与えられたリスク基
準と比較する過程とされています。この評価の中
で，新たな対策を実施すべきリスクを明らかにし，
対応すべきリスクの優先順位を決めるとともに，
リスクの中で新たな対策は必要ではないと判断し
た場合には，その理由及びそのリスクの監視方法
について文書化し，記録しておくことが望ましい
とされています。機能保全の取組においてリスク
基準に相当するものは，①健全度毎の対策の目安
（補修・補強等の方針），②重要度区分毎の劣化を
許容できる範囲（性能管理範囲），③機能保全対
策のコスト比較による最小コスト対策の採用，④
機能保全対策に計上可能な財政支出と農家負担な
どが考えらます。これらを踏まえて，個々の施設
のリスクに対して機能保全対策を講じる必要性，
講じる場合の優先順位などを明らかにします。

（4）リスク対応

　リスク対応は，対応が必要とされたリスクに対
する対策を選択し，実施する過程と考えられ，対
策の選択肢として①リスク回避，②リスク移転，
③リスク低減，④リスク保有があるとされていま
す。リスク回避は，リスクのある状況に巻き込ま
れないようにする意志決定，又はリスクのある状
況から撤退する行動，リスク移転はリスクに関す
る損失の負担を他者と分担すること，リスク低減
はリスクに関する確からしさ若しくは発生確率，
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好ましくない結果又はその両者を低減する行為，
リスク保有はリスクに関する損失の負担の受容と
されています。機能保全の取組においては，リス
ク回避は施設の更新又は撤去，リスク移転は水供
給ルートの複線化やバックアップ設備の用意，リ
スク低減は補修・補強，リスク保有は継続的な機
能監視及び事後対策（役割分担・行動計画，費用
の事前積立等を含む）などが該当すると考えられ
ます。

（5）リスクコミュニケーション

　リスクコミュニケーションは，リスクの発見及
び特定のための情報収集，関係者間の誤解及び理
解不足に基づくリスク顕在化の防止，関係者に及
ぼす可能性のある被害の回避及び低減などを目的
として実施し，関係者に対するリスクに関する情
報の開示も含まれるとされています。機能保全の
取組においては，関係者は，施設管理者（土地改
良区，地方公共団体等），施設造成者（国，県等），
施設の造成及び管理への費用負担者（国，県，市
町村，受益農家等）などが考えられます。この関
係者間で機能診断や重要度区分の結果などの施設
情報（リスク情報等）を共有するとともに，劣化
状況や重要度に応じた施設の保全管理の対応方針
（リスク対応の方針）について共有しておくこと
がリスクコミュニケーションであると考えられま
す。平成 23 年度に国が着手した「国営造成施設
の長寿命化に向けた 7つの取組」は，まさしくリ
スクコミュニケーションの一環として位置づけら
れるものです。この取組は国営造成施設の劣化状
況等の施設情報を体系的かつ継続的に整理した上
で，施設管理者や県，市，改良区等の関係機関と
情報共有を行い，施設の機能保全の取組に係る認
識の共有化を図るもので，具体的には，施設等情
報のデータベースを可視化した施設カルテや健全
度マップなどを作成してリスクを示し，これでも
って関係機関の間で，情報（リスク算定，リスク
評価の結果を含む）を共有し，機能保全の方法と
役割分担（リスク対応）を確認するというリスク
コミュニケーションを目指すものです。

5．リスク管理の目指すべき姿

　ここでは，農業水利施設のストックマネジメ
ントにおけるリスク管理の目指すべき姿の一つに
ついて，その実現には理論面，技術面等の詳細な
検討や現場適合性の検証などが必要なことを前提
に，私見を交えて提案したいと思います。

（1）リスク算定

　まず，リスクの算定をします。構造性能をベー
スとした健全度を「事態の発生確率」を示す指標
とし，重要度は「事態の結果（損失額）」を示す
指標として採用します。そして，施設単位で健全
度と重要度を組み合わせることで，当該施設のリ
スクを定性的に評価します。なお，蓄積された事
故実績のデータがある場合には漏水・破損事故の
発生確率を直接推定したり，健全度と重要度が同
一ランクの施設について対策の優先度を把握する
ために，当該施設が機能停止又は破損・崩壊した
場合の被害額を直接算定したりします。

（2）リスク評価

　次に，リスクを評価するために，リスク基準に
相当するものを用意します。①健全度の区分毎に
要補修・要補強等の対策の目安を示したもの，②
重要度と健全度の組み合わせで性能管理範囲を示
したもの（例えば重要度Ａは健全度 S-5 から S-3
の範囲，重要度Ｃは健全度 S-5 から S-1 の範囲で
性能管理）を用意すれば，これを基にリスクを考
慮した機能保全対策の複数のシナリオ設定ができ
ます。これらのシナリオについてコスト比較を行
い，コストが最小となるシナリオを採用し，その
結果を基に機能保全対策の時期・工法・費用等を
整理した施設単位の機能保全計画の作成をしま
す。この計画を施設建設時の地区単位などで集計
し長寿命化計画とするのですが，この計画を作成
する際，機能保全対策の費用に充当できる財政支
出と農家負担の限度額によって機能保全対策のレ
ベルや時期の調整を行わざるを得なくなる場合も
あります。その調整においてリスクを最小限にす
るため，重要度と健全度を組み合わせて対策の優
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先度を評価するのです。

（3）リスク対応

　リスクを評価し対策を決定することにより，施
設単位の機能保全計画の検討段階では機能保全対
策を講じることとしていた施設が，当面，リスク
を保有したまま継続して機能を監視することにな
る場合も生じます。特に諸事情によって，当面，
事前対策である機能保全対策を講じることができ
ない地区の場合には，機能を監視するとともに突
発事故が発生した場合の事後対策も検討しておく
必要があります。リスク対応においては，事前対
策，機能監視及び事後対策を適切に組み合わせて，
リスクを「どう管理するのか」が重要だと思いま
す。また，各対策の役割分担，行動計画，費用負

担等について予め決めておくことも望まれます。
特に，リスクを保有する場合は，施設管理者によ
る日常点検の強化と施設造成者との連携強化が求
められます。

6．最後に

　農業水利施設の老朽化とともにリスクが増加し
ます。国や地方公共団体の厳しい財政事情や農家
の負担能力を勘案すると，リスクを可能な限り最
小化しつつ，事前対策，機能監視及び事後対策を
適切に組み合わせていくのが現実的な対応となり
ます。リスク管理の重要性は増すばかりです。関
係者一同の英知を結集し，より的確なリスク管理
を行いつつ農業水利施設のストックマネジメント
が進められることを祈念する次第です。


