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1　はじめに

　青蓮寺用水地区は，三重県名張市及び伊賀市に
またがる 1, 066 ha の農業地帯であり，水稲（伊
賀米），たまねぎ等の野菜，ぶどう等の果樹など，
多様な農産物の生産が行われている（図－ 1）。
　本地区は，国営総合農地開発事業（昭和 43 年
度～昭和 60 年度）により，基幹的な農業水利施
設が造成されているが，事業完了後，施設の老朽
化が進行し，用水路の継ぎ目からの漏水や度重な
る破損事故に伴い二次被害，地域住民等への第三
者被害が発生し，施設の安全性が低下していると
とともに農業用水の安定供給に支障を来している。
　施設管理者の青蓮寺用水土地改良区は，漏水事
故への復旧の対応など，維持管理費用，労力とも
に大きな負担を強いられていたが，平成 24 年度

に国営施設応急対策事業（図－ 2）が創設され，
本地区で施設機能保全のための恒久対策を講じる
事が可能となった。
　本報告は，青蓮寺用水地区における課題と国営
施設応急対策事業の実施に向けた取り組みについ
ての紹介である。

2　施設の現状

　本地区の農業用水は，青蓮寺ダム（水資源機構）
からトンネル，暗渠，パイプライン（サイホン部）
で構成される幹線水路（複合型水路）により受益
地の開畑地や水田に運ばれている。
　サイホン部は，PC 管主体のパイプラインで構
成され，他にも FRPM 管，鋼管，ダクタイル鋳鉄管，
鉄筋コンクリート管と多種多様な管が使用されて
いる。
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図－1　青蓮寺用水地区位置図

図－ 2　国営施設応急対策事業のイメージ
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　漏水事故は，PC 管，鋼管，FRPM 管において
発生しており，施設健全度マップ（図－ 3）に示
すとおり漏水発生箇所の×印は一部の区間に集中
している特徴がある。

　また，事故件数は平成 24 年度末までに 51 件に
及び，特に最近５年間が 25 件と半数を占めてお
り，今後もさらなる増加が予想される。

図－ 3　施設健全度マップ
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3．施設の課題

（1）周辺環境の変化

　幹線水路の周辺環境は，建設当初に比べ，上流
部の富貴ヶ丘サイホン（S 45 造成）や美旗サイ
ホン（S 47 造成）において大きく変化しており，
住宅団地の建設や，幹線道路沿いの宅地化が進ん
できている。このため，住宅団地内での漏水事故
発生時には，人命や財産に対する第三者被害が懸
念される。

（2）漏水事故による二次被害，第三者被害

　平成 6 年，平成 13 年，平成 21 年にはパイプラ
インの漏水事故により，地域住民等第三者に対す
る被害が発生しており，近年，漏水事故件数も増
えてきていることから，二次被害，第三者被害を
防止するための対策が必要である。
①美旗サイホン（H 6 . 6 . 3 発生）
　住宅団地内で深夜に PC 管φ 1, 000mm が破裂
する漏水事故が発生し，農業用水の長期断水，道
路の陥没などの二次被害，第三者被害が発生し，
周辺住民に不安を与えた（写真－ 1，2）。
②七本木サイホン（H 13 . 11 . 17 発生）
　農道下の FRPM 管φ 600 mm の継手部が破損
する漏水事故が発生し，農業用水の長期断水，陥
没した穴へ自動車の転落などの二次被害，第三者

被害が発生した。幸い，自動車には人が乗ってお
らず，人身災害は免れた（写真－ 3，4）。
③富貴ヶ丘サイホン（H 21 . 8 . 11 発生）
　住宅地内の道路下で PC 管φ 1, 350 mm が破裂
する漏水事故が発生し，農業用水の長期断水，住
宅塀の破損，道路の陥没，上水道管の破損，圃場
への土砂流入などの二次被害，第三者被害が発生
し，新聞で報道されるなど大きな問題となった（写

真－ 5，6）。
（3）機能診断

　平成 15 ～平成 23 年にかけて，国営造成水利施
設保全対策指導事業により，幹線水路の施設機能
診断を実施し，施設内部の目視調査，コンクリー

ト強度・中性化試験，管水路の継目測定，電磁波
調査，超音波調査，試掘調査などを実施した結果，
経年劣化等による腐食，摩耗，ひび割れ発生など
の変状が確認された（写真－ 7 ～ 9）。
（4）原因究明等調査

　平成 24 年度に過去の漏水事故発生箇所につい
て，原因究明等調査を実施し，水質調査，土質調
査，ボーリング調査，試掘調査等を行った。

写真－ 1　道路陥没状況 写真－ 2　PC管破損状況

写真－3　自動車被災状況 写真－ 4　FRPM管破損
状況

写真－ 5　道路陥没状況 写真－ 6　PC管破裂状況

写真－ 7　PC管電磁波
調査状況

写真－ 8　PC管超音波
調査状況

写真－ 9　PC管中性化
試験状況
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① PC 管の漏水発生原因
　水質調査の結果，浸食性遊離炭酸が検出（図－
4）されており，カバーコートモルタルが中性化
し薄肉化することで PC 鋼線の被りが不足し，腐
食・破断することにより PC 管の破裂やひび割れ
が発生したと推定される（写真－ 10，11）。
②鋼管の漏水発生原因

　土質調査の結果，土壌からは腐食の傾向を示す
硫化物が検出（表－ 1）されており，一般車両の
通行等により管周辺の石に荷重が集中すること
で，鋼管塗装に擦キズが発生し，鉄が直接腐食性
の高い土壌や地下水に触れることにより，徐々に
腐食が進行し孔が空き漏水が発生したと推定され
る。（写真－ 12，13）

写真－ 10　クラック発生状況 写真－ 11　カバーコート薄肉
化状況

写真－ 12　一般車両の通行
状況

写真－13　鋼管の漏水状況

図－ 4　浸食性遊離炭酸計測データ

表－ 1　土壌腐食性の評価結果
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③ FRPM 管の漏水発生原因
　ボーリング調査の結果から埋設個所の地盤は軟
弱地盤（図－ 5）であることが確認されており，
管の不等沈下や大型車両の通行により FRPM 管
の継ぎ手に縦断方向の応力が集中し，FRPM 管
が破損したと推定される（写真－ 14，15）。

4．対策優先度の評価

　限られた事業費で最大限のリスク軽減を図り農
業用水の安定供給を確保するため，事業対象の選

定に当たっては，事故の発生確率（過去の漏水事
故の発生状況及び発生過年度実施した施設機能診
断の結果）に加え，施設の重要度（漏水事故発生
時の二次被害，第三者被害等）に着目し，対策優
先度の評価を行った。

（1）考え方

　対策優先度の評価は，事業実施箇所の事故発生
確率や施設の重要度に応じて対策工事の順位を付
けるものであり，検討にあたっては，農業水利施
設の機能保全の手引き「パイプライン」のリスク
評価による検討区分を準用し，当地区の実情を踏
まえた上で，評価を実施した。
　幹線水路の場合の影響度は，農業面への影響（用
水の安定供給など）と農業面以外への影響（住宅
や，道路，公共機関などへの社会的影響）を示す
ものである。
　具体的には，事故発生確率と施設の重要度の 2
つの要素を総合的に評価し，重要度Ⅰ～Ⅳの 4 つ
にランク分けし，優先順位付けを行う。
　ここで，重要度Ⅰとなった場合は，早急に対策
を行う必要がある事から，対策工事（優先）とし，
重要度Ⅱ又はⅢの場合は，将来的なリスクを抱え
ているため，対策工事とする。重要度Ⅳの場合は，
緊急的リスクを抱えていないため「経過観察」と
し事業対象外する。（図－ 6）

写真－ 14　被災状況 写真－ 15　FRPM管破
損状況

図－ 5　地質柱状図

図－ 6　施設の重要度評価
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（2）一次判定

　幹線水路の埋設状況（位置），周辺土地利用状況，
により，影響量（範囲）が違うため，条件毎に評
価区間（99 区間）を設定し，事故発生確率と施
設の重要度から総合的に判定し，対策優先度評価
の一次判定を行った。

（3）二次判定

　一次判定結果を基に，設計，構造，既補強の有無，
原因究明調査結果等を考慮し再評価を行う。これ
により，対策優先度の高い方から「重要度Ⅰ」，「重
要度Ⅱ」，「重要度Ⅲ」，「重要度Ⅳ」に区分し，事
業範囲の選定や対策においてはこの評価結果を反
映することとして，施設管理者の理解を得た。参
考に二次判定を行った例を示す。
①原因究明調査結果の反映（事例 1）
　美旗サイホンの耕地下区間では，影響量の評価
が低いため，一次判定の評価は，「重要度Ⅲ」で
あったが，同一区間の原因究明調査の結果，水質
や土質の影響により，PC 管のカバーコートモル
タルが中性化し薄くなっていること，更に管内縦
断クラックが確認され，PC 鋼線が破断し，管の
破裂が想定されるため二次判定において，「重要
度Ⅰ」とした。

②既補強の有無による判定（事例 2）
　富貴ヶ丘サイホンの住宅地区間では過去に事故
が発生しており，影響量，発生頻度も評価が高く，
一次判定の評価は，「重要度Ⅱ」であったが，近
年県営ストマネ事業で管更正工法による補強を行
っていることから二次判定において，「重要度Ⅳ」
とした。

（4）評価結果

　評価を行った結果，幹線水路 18.6km のうち，

「重要度Ⅰ：1. 7 km」，「重要度Ⅱ：0 . 5 km」，「重
要度Ⅲ：8 . 6 km」，「重要度Ⅳ：7 . 8 km」となり，
住宅化が進行している区間，健全度が著しく低下
している区間，既往事故多発区間については，対
策優先度が高い区間となった。
　今回検討を行った対策優先度の評価を基に国営
施設応急対策事業の事業計画を作成し，重要度Ⅰ，
重要度Ⅱ，重要度Ⅲの大部分を事業対象とするこ
とで関係機関と調整を了したところである。
　なお，この対策優先度の評価による事業対象範
囲の選定により，施設管理者の青蓮寺用水土地改
良区が懸念していた，美旗サイホンの住宅区間や
漏水事故多発区間も事業対象となり，対策優先度
の高い箇所から実施することで，二次被害，第三
者被害を最大限軽減できる結果となったと考えて
いる。

5．おわりに

　農業水利施設は，ストックの増大に伴い耐用年
数を超過しているものが増えてきている。老朽化
が進んでいる施設は，農業用水の安定供給や安定
的な営農活動に対して影響がでてきており，早急
な整備が必要となっている。
　しかし，農業を取り巻く情勢は，農業従事者の
高齢化，担い手の減少，引き続く農産物価格の低
迷など明るい材料が無く，事業実施時の費用負担
者である農家は財政的にも厳しい状況である。
　また，農家だけではなく，国，県，市町村の財
政も厳しい現状であるため，既存施設を有効活用
する長寿命化は不可欠な状況である。
　今後は，地域の農業や農業水利施設を継続的に
守っていくため必要最小限の事業費で最大限効果
が発揮できる国営施設機能保全事業や国営施設応
急対策事業を積極的に導入していくことになると
考えている。
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写真－ 16　カバーコー
ト薄肉化状況

写真－ 17　クラック発
生状況




