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ストックマネジメント
事例報告

「東海農政局 水土保全相談センター」活動の紹介
−「新技術・工法等説明会」，「水路目地補修現地講習会」等の実施−
は

1．はじめに

せ

べ

長谷部

東海農政局土地改良技術事務所所長

ひとし

均

3．相談センターの活動事例

土地改良事業では，平成 23 年度より「ストッ

相談センターでは上記 2 に示した内容により

クマネジメント（以下，ストマネ）
」による各種

様々な活動を行っていますが，そのうちのいくつ

施設の戦略的な保全管理が実施されています。東

かの活動事例を紹介します。

海農政局では，このストマネを主体とした農政局
と地域（地方自治体や土地改良区等）との技術的

（1）「新技術・工法等説明会」の実施

な協力関係を強化していくため，
「東海農政局 水

「地域や様々な技術分野への組織的支援」の一

土保全相談センター（以下，相談センター）」を

環として，当事務所の研修室を会場に「新技術・

平成 23 年 4 月 1 日に土地改良技術事務所内に開

工法等説明会（以下，説明会）」を開催しています。

設しました。（この相談センター設立の経緯につ

これは，土地改良施設に適用できるストマネ技

いては，「JAGREE № 82」で報告させていただ

術等の発展・普及と関連情報の官民共有を目的に，

いたところです。
）

技術開発等に意欲的な企業に新技術や新工法など

2．相談センターの活動内容

を行政関係者等に紹介する場を提供しているもの
です（写真− 1）。

相談センターでは，東海農政局（整備部・農村

説明会は，参加を希望する企業の集まり具合を

計画部）と土地改良調査管理事務所，土地改良技

見ながら不定期に実施していますが，平成 23 年

術事務所，国営事業所が連繋し，地域へ向け以下

度，24 年度とも各 5 回実施することができました。

のような技術的な支援を行うこととしています。

実施状況は表− 1 のとおりで各社が開発した様々

①技術相談の充実

な技術や工法が紹介されていますが，今までは土

・｢ 技術相談窓口 ｣ を設け，関係機関等の技術

地改良事業とはあまり関係の無かった企業からの

者が連繋して個別支援を実施
②地域や様々な技術分野への組織的支援
・農地・水保全管理組織等の地域ニーズに応じ
た技術指導と支援態勢の強化
・ストマネ等の新たな技術分野に対する組織的
支援，研修等の充実，ストマネ技術の普及
③地域との技術的な協働・連繋の促進
・自治体，地域の大学，研究機関，諸団体等と
協働した技術情報ネットワークの強化
・地域との技術的な連繋と交流の促進
写真− 1
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説明会の状況（説明企業の紹介）
JAGREE 85. 2013・5

●
参加もあるなど，ストマネ技術の新たな展開を感
じることができます。
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●

に意見が交わされています。
説明会では質疑応答の他に，参加者に紹介され

一方，紹介を受ける側である参加者も農政局だ

た新技術等への感想や評価についてアンケート調

けではなく，県，県土連，土地改良区など多岐に

査を実施し，その結果を取りまとめて紹介各社へ

渡っています。
施設の機能診断や小水力発電など，

フィードバックすることも行っていますので，こ

新しい分野の技術には関心が高く，参加者数，質

の説明会に関心のある企業の方は，センターまで

疑とも多くなり，紹介企業の技術者との間で活発

連絡をお願いします。

表− 1「新技術・工法等説明会」の実施状況
年度

開催回数
①
第1回
②
（H23.6.29） ③
④

説明された技術・工法等
躯体表面の水流阻害改善及び目地補修材
耐震・可とう・止水性に優れたジョイント工法
小断面トンネル覆工背面空洞充填工法の新しい展開
SKILLS 超長距離圧送ネオグラウト工法

① テストバンド及び管継手補強工法（止水バンド工法）
第2回
② 空洞充填対策工法
（H23.7.28） ③ パワーブレンダー工法〜適用事例と新技術の紹介〜
④ スラリー連続脱水システム
① まほうの砂（ビオトープサンド）
第3回
② 管路漏水補修金具（応急措置）
H23 （H23.8.31） ③ コンクリートの浸水養生工法（アクアカーテン）
④ 回転式破砕混合工法
① 既設構造物のアルカリ骨材反応抑制工法（ASR リチウム工法）
第4回
② 泥水式シールド・推進工事における汚泥の発生抑制とリサイクル
（H23.9.29） ③ サポートライニング工法
④ 農業用パイプライン等の補修・補強工法（更正工法）

説明会参加者数
42 名
（国 36 名，県等 6 名）

32 名
（国 24 名，県等 8 名）

29 名
（国 23 名，県等 6 名）

32 名
（国 26 名，県等 6 名）

① 冬期用水を確保しながら基幹用水路の改修を実施する「三分割プレキャ
スト製品工法」
第5回
35 名
② 管更正による耐震について（スルーリング工法）
（H23.12.6）
（国 22 名，県等 13 名）
③ 維持改修の技術（タフメッシュ工法）
④ 農業用水利施設の改修・補修工法（ダンビー工法等）
① 恒久グラウトによる構造物直下地盤の液状化対策工法
第1回
② 潤滑油分析によるポンプの非分解診断
（H24.6.22） ③ FRPM 管の機能診断方法並びに留意事項
④ ライジングセクターゲート

53 名
（国 20 名，県等 33 名）

① 水中ロボットを用いた管路調査
第2回
② 水理解析による水利機能劣化診断
（H24.8.28） ③ 真空吸引によるダム堆砂処理工法
④ 頭首工などのコンクリート耐摩耗対策（ノアモ工法）

63 名
（国 27 名，県等 36 名）

①
第3回
②
（H24.10.29） ③
H24
④

後施工プレート定着型せん断補強鉄筋（ポストヘッドバ−）工法
農業用水を利活用したマイクロ小水力発電
水路施設の補修・補強工法 〜環境配慮型 PREE 工法〜
コンクリート / 土壌マクロセル腐食対策電気防食新工法

57 名
（国 26 名，
県等３1 名）

①
第4回
②
（H24.12.14） ③
④

圧力管路内の漏水量・位置検出手法（自立型管内漏水検知システム）
建設発生土をリサイクルした施工事例（回転式破砕混合工法）
農業用水路の非開削更正工法（SGICP 工法，3S ｾｸﾞﾒﾝﾄ工法）
自然調和型・石積みもたれ式擁壁（ﾌﾞﾗﾝﾁﾌﾞﾛｯｸ工法）

57 名
（国 17 名，県等 40 名）

①
②
第5回
③
（H25.2.22） ④
⑤
⑥

農村が有する自然エネルギー利用最適化システムについて
小水力開発の現状と課題について
産業廃棄物を活用した環境に優しい防草工法について
最新の薬液注入工法技術について
除塵機及び水質保全設備について
農業用用水路の機能診断新技術と長寿命化工法について

56 名
（国 25 名，県等 31 名）
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●
（2）「技術研究会」の実施

（3）「長寿命化のための技術指導」の実施

近年，国営事業を始め各種事業でストマネ工事

ストマネによる各種施設の長寿命化対策は自由

が増加していますが，一方で土地改良施設の要求

度が大きいため，既存施設の機能診断から健全度

性能を踏まえた，多様な材料や工法を包括的かつ

評価，ストマネ工事の工法選定に至るまでの過程

体系的に整理した技術図書類が整備されていませ

において使われる保全技術によって，策定される

ん。このため，工事を担当する現場では他機関の

計画・設計の良否が大きく影響されます。また，

基準類や材料・施工会社の設計手法や品質管理規

ストマネ工事に関する技術図書類の早期整備が望

定等に準拠せざるを得ず，土地改良事業分野での

まれていることは上記（2）のとおりです。

ストマネ工事に関する技術図書類の早期整備が強
く求められています。

このような中で，ストマネ技術のレベルアップ
を目指して，国や県，県土連などで様々な研修や

現在，各局の土地改良技術事務所でこれらの技

講習会が行われていますが，相談センターにも管

術図書の整備に向けた作業を行っているところで

内の県，県土連より講師派遣の要請等があり対応

すが，東海局では国営事業で実施されたストマネ

してきました。平成 24 年度は，「水路の機能診断

工事を事例に「水路保全対策の事前・事後評価方

および長寿命化対策に関する研修」への講師派遣

法」の検討を行っています。この評価方法は，学

や「機能診断調査現地研修会」など 4 回の講演・

識経験者（大学，
設計コンサル，
建設会社，
農工研）

実習を実施しました。

を交えた委員会で検討を続けてきましたが，相談

このうち，「機能診断調査現地研修会」では造

センターではこの委員会の委員のように当土地改

成後数十年が経過した開水路で，技術事務所が所

良技術事務所の業務に関係する学識経験者の方々

有する最新の調査機器を使用して「鉄筋探査」
，
「コ

を講師に招き，様々な経験や最新の知見を講義し

ンクリート強度の推定」
，
「中性化試験」等の実習を

ていただく「技術研究会」を開催してきました。

行いましたが，受講生からは「最新機器を使用す

「技術研究会」は平成 23 年度から行っていま

る調査技術の習得と機能診断の調査手順を理解す

すが，平成 24 年度は当事務所の研修室を会場に，

る貴重な体験ができた」と好評でした（写真− 3，
4）
。

設計コンサルの委員を講師に「農業用水路の保全
技術の取り組み」と題して開催しました。管内の
国営事業で実施された幹線水路のストマネ工事を
事例に，開水路の補修工法とその考え方，補強工
法とその考え方を分かりやすく講義してもらうと
ともに，質問にも丁寧に答えていただき，参加者
（農政局，県，県土連，水資源機構）からは「非常
に分かりやすい内容だった」と好評でした（写真
− 2）。

写真ー 2
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技術研究会の状況

写真− 3

機能診断現地研修会（調査法実演）

写真− 4

機能診断調査研修会（調査法体験）
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（4）「農地・水保全管理活動」への支援
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り手さばきも熟練しているなど，各組織間で技術

相談センターの開設以来，様々な機関に対し

のレベルに差がありました。しかし，本講習会で

てセンター活動の PR を行ってきましたが，平成

は数種類の補修材料を使い，いろいろなパターン

24 年度は「農地・水保全管理活動」への支援を

での補修が経験できることから，既に補修経験の

行う機会を得ました。

ある人も含めて，講習会後は「補修材料の種類，

「農地・水保全管理支払交付金」は平成 23 年度

特徴や必要な道具類の使い方がわかり，今後に役

に拡充が図られ，農地周りの農業用用排水路，農

立つ知識の習得と経験ができた」と高い評価をい

道などで長寿命化のための補修や更新等を行う

ただきました（写真− 5，6）。

「向上活動」も支援交付金の対象となりました。
本格化するこれらの長寿命化対策への取り組みに

（5）保全管理技術の向上に向けた活動の実施

際しては，「対策技術をどのように比較・評価す

土地改良施設の機能を適切で効率的に発揮させ

れば良いか」
，
「多くの対策工法のどれが最適であ

るためには，深刻な機能低下が発生する前に，施

るか」等を十分に吟味すると共に，確実に施工す

設の機能診断に基づき適切な予防保全対策を行っ

る必要があります。このように今までにない技術

て行くことが必要です。既にストマネ工事を実施

力も必要とされることから，農地・水保全管理組

した施設にあっても定期的な機能診断が必要とな

織等から相談センターに技術講習会や技術支援の

ります。一方，ストマネ工事で使用される材料や

要請が数多く寄せられました。

工法は多種多様で，使用される環境も一様ではな

この要請等に応え，東海農政局管内の 6 箇所に

いため，その耐久性や施工性の評価が定まってい

おいて「小規模水路の目地・ひび割れ補修講習会」

ない状況にあります。上記（4）の目地補修講習

を実施してきました。用水路補修には多数の方法

会でも補修材料の耐久性に関する質問が多く出さ

がありますが，農地・水向上活動で長寿命化を目

れましたが，明確な返答に窮したところです。

指す小規模の用水路では，目地からの漏水を補修

このように耐久性等まだまだ不明なことの多い

する「目地補修」やひび割れによる漏水を防止す

ストマネ技術ですが，当事務所では施工後の状況

る「ひび割れ補修」がほとんどです。講習会では

を観測する「モニタリング調査」を続けることが

68 活動組織で延べ 320 名を超える地元農家の方々

ストマネ技術の向上に不可欠と考え，管内の国営

へ，補修技術を説明するとともに実際にいくつか

事業で施工された７地点で数年間調査を続けてい

の方法で目地補修を体験してもらいました。

ます。また，平成 24 年度からは「小規模水路の

講習会への参加者を見ていますと，すでに目地

目地補修工法」も対象とすることとし，管内の 7

補修を実施している組織の人は補修への知識もあ

カ所で試験施工を行い 11 種類のパターンのモニ

写真− 5

水路目地補修講習会（工法説明）
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写真− 6

水路目地補修講習会（施工体験）
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●
タリング調査を開始しました。
このモニタリング調査は，落水期間中に限られ
施設管理者の都合や天候にも左右されるため，調

機能が発揮できた事例でした。

4．おわりに

査可能期間が集中し，当事務所と国営事業所の職

農政局の新たな取り組みとして相談センターを

員だけでは必要な人数を確保できないことも出て

開設してから 2 年目となり，今回紹介した活動な

きます。この様なときには相談センターが農政局，

どを通じて，地域との技術的な協力関係が図られ

調査管理事務所，事業所，土地改良技術事務所の

るようになってきたと感じているところです。

調整役となり，調査計画に基づき調査員の確保に

地域とのさらなる連繋や交流を図るべく，今後

努めています。平成 24 年度は農政局農村計画部，

も各機関の協力を得ながら相談センター活動に取

整備部から数名の応援を得て無事調査を終えたと

り組んでいきたいと思っています。

ころです。各機関の調整役としての相談センター
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