ストックマネジメント

●

中央の動き

「土俵」の危機とストックマネジメントの課題
農林水産省農村振興局水資源課施設保全管理室長

1．人口減少と農政と土俵の話

松本

雅夫

農村整備の観点からは，特に生産現場の強化（産
業政策の視点）と多面的機能の維持・発揮（地域

人口減少が大きな課題としてクローズアップさ

政策の視点）が重要であるが，これらの施策を進

れている。総人口が減少するのみならず，全国を

めていくためには土地改良施設の役割を明確に意

2

1km のメッシュで分析すると人口が半分以下に

識し，国民の理解を得ることが不可欠だと感じて

まで減少する地点が現在の居住地域の 6 割を占め

いる。

ると予測されている。特に農村部においては，深

私は，土地改良施設（インフラ）の役割を大相

刻な人口減少が懸念されている。人口減少は，農

撲にとっての土俵の役割に例えて考えると分かり

村の消滅を意味するのであろうか。人間の生存に

やすいのではないかと考えている。大相撲は，ベ

必要な衣食住のうち，最も重要な要素である食（衣

ストにコンディションされた土俵の上でプロの力

が無くても，住が無くても生きていけるが，食が

士が最高のパフォーマンスを見せることで国民を

なければ生きていけない）を支える農村が消滅し

喜ばせることができる。日々の稽古で鍛えられた

てよいはずがない。

力士と整備された土俵の双方が必要で，そのどち

我が国の農業は，地域資源（農地・水・生態

らが欠けても大相撲を国民が堪能することはでき

系・食文化など）を活用し，内発的に付加価値を

ない。そして土俵を守るためには，大勢の人々に

生み出す地場産業である。しかも単なる産業では

よる裏方としての努力が不可欠である。いくら力

ない。丹精込めた食べ物づくりの技術があり，世

士を育成しても土俵の状態が悪ければ素晴らしい

代を超えて引き継がれてきた豊かな水田や水路に

取り組みで魅せることはできないし，また，技量

よって，安全で安心な食料を生み出す我々の生存

の高い力士を育てなければ，素晴らしい土俵も宝

基盤であり，農村文化伝承の舞台でもある。

の持ち腐れとなる。

政府としても，「強い農林水産業」と「美しく

言うまでもなく，大相撲の力士とは効率的な農

活力ある農山漁村」を創り上げるという政策目標

業経営であり，土俵とは整備された農地・土地改

を掲げ，
「農林水産業・地域の活力創造プラン」

良施設である。農業農村整備の仕事は，土俵を整

を打ち出している。4 つの柱で構成されており，

えることであり，様々な力士（農業経営）がベス

①需要フロンティアの拡大（食産業のグローバル

トな取り組み（生命の源である安全安心な食料の

展開，国内需要の拡大等），②バリューチェーン

提供）ができるよう力を引き出す役割を果たすこ

の構築（6 次産業化の推進，再生可能エネルギー

とである。世間にはこのことが理解できていない

の拡大等）
，③生産現場の強化（農地中間管理機

人が意外と多い。農家に所得を補償すれば土地改

構の活用による農業生産コスト削減等），④多面

良は不要であるという批判があるが，力士と土俵

的機能の維持・発揮（日本型直接支払制度の創設，

を守るプロの役割分担を混同している例といえよ

農山漁村活性化等）を通じて，今後 10 年間で農業・

う。

農村全体の所得を倍増させることを目指す。農業
22
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ストックマネジメント
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土地改良施設は土俵

2．土俵（＝土地改良施設）に忍び寄る 3
つの危機
ところで，この大切な土俵に危機が訪れている。

かり，自分で手を動かして補修することができる，
そういう人がどんどん減少しており，そうした「技
術」を伝承すべき地域の後継者も減っている。
第 3 の危機は，「地域の記憶の希薄化」である。

最も大切な土俵として農業水利施設を取り上げる

一滴の水を農地に届けるために，延々と山を穿ち，

が，私は，農業水利施設を巡る 3 つの危機が同時

水路を導いてきた先人たちの苦労，あるいは腰ま

に進行していることを懸念している。

で浸かる湿田を美田へと変え，地図に無い湖とま

第 1 の危機は，「施設の老朽化」である。基幹

で言われた場所を繁栄する地域へと転換してきた

的水利施設の相当数は戦後から高度成長期に整備

歴史，そうした地域の記憶が失われつつある。農

されてきたことから老朽化が進行している。標準

業用水や排水が完備した地域も天与のものではな

的な耐用年数を迎える基幹的水利施設は毎年約

い，それを日々維持管理し，費用を負担し続けて

500 施設程度あり，既に再建設費ベースで約 3 兆

いる人たちの存在なくして成り立たないものなの

円（全体の約 2 割）の基幹的水利施設ストックが

だという理解が失われつつあると感じる。そのこ

標準耐用年数を超過している。施設の老朽化に伴

とは施設の保全管理に対する意識の低下につなが

いパイプラインの破損，トンネル崩壊等の突発事

っていく。

故も増加傾向にある。
第 2 の危機は，「人と技術の空洞化」である。

これらの 3 つの危機が同時に進行しているが，
土俵の危機は相撲の危機，すなわち土地改良施設

施設管理を支えてきた地域の達人がどんどんリタ

の危機は農業存続の危機であり，地域存亡の危機

イアしつつある。水管理操作，ゲート操作の巧み

である。そこで，土俵＝農業水利施設の老朽化に

さのみならず，施設の異常がすぐに分かり適切な

どのように取り組んでいくのかが重要な課題とな

対応をとることができる，電気も機械のことも分

る。
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3．政策展開のキーワード

3 つの危機

機能診断，機能保全計画作成，対策実施，情報蓄
積のストックマネジメントサイクルの確立を目指

農業水利施設の老朽化にどのように対応してい

し，機能診断の着実な実施，基準類の整備，スト

くのか。まず，簡潔に政策展開のキーワードをお

ックデータベースなど情報基盤の整備と活用，個

さらいしておこう。

別施設計画として機能保全計画の策定促進などに

まず農政面では，食料・農業・農村基本計画（平
成 22 年 3 月）
，
土地改良長期計画（平成 24 年 3 月）

取り組むこととしている。
さらに国土政策の観点から，平成 26 年 6 月に

において戦略的保全管理という概念が導入されて

国土強靭化基本計画が閣議決定された。基本計画

おり，①機能の監視・診断等によるリスク管理を

は 12 の個別施策分野で構成されており，農林水

行いつつ，②劣化の状況に応じた補修・更新等を

産分野では食料等の安定供給機能の維持，農地等

計画的に行うことにより，③施設の長寿命化とラ

の適切な保全管理を通じた国土保全機能の適切な

イフサイクルコストの低減を図ることで，食料供

発揮等が方針として掲げられるとともに，個別施

給力を確保することとされている。

策分野に共通する横断的分野として老朽化対策が

また，
公共インフラの老朽化対策の観点からは，

位置づけられ，トータルコストの縮減・平準化を

平成 25 年 11 月に政府としてインフラ長寿命化基

はかりつつインフラの維持管理・更新を確実に実

本計画を策定し，①メンテナンスサイクルの構築，

施することとされている。

②予防保全型維持管理の導入，③トータルコスト
の縮減・平準化等の基本的な考え方を示した。こ
れを受けて農林水産省としても，農村振興局イン
フラ長寿命化計画（行動計画）を策定し，日常点検，
24
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ストックマネジメントの政策的キーワード

4．備えるためのストックマネジメントの
課題

様々な条件を反映した個性があり，それらの個性
を正確に把握していくためには，地道に機能診断
を積み重ねていくことが求められる。一度の機能

政策の枠組みはどうしても抽象的になってしま

診断に基づいて劣化曲線を作成したとしても，そ

うが，そこには現場があり，日々，水路，パイプ

の劣化曲線は万能の将来予測ではない。健全度評

ライン，ポンプ場等を対象として，基幹から末端

価による劣化曲線はそもそも S3 とか S4 とか序

まで，様々な施設のストックマネジメントの苦労

数的評価であるものを基数的に扱っているという

が積み重ねられている。私達は，農業農村「整備」

限界を内在しているが，評価そのものの幅（S2

事業として，施設を「整える」ことについては計

に近い S3 もあれば，S4 に近い S3 もある），や

画制度，技術体系を構築してきたが，既存の施設

将来予測に関する確率的な幅に由来する不確実性

について，老朽化や突発事故等に「備える」ため

を伴ったものであることを正しく認識することが

の計画制度，技術体系については，まだまだ発展

必要だ。将来予測技術は，まだまだ向上の余地が

途上であると感じる。ストックマネジメントとは，

ある技術であり，万能のものとして扱わないこと

限られた予算制約の中で，水を供給するという農

が肝要だ。そのほか，これからは補修した施設の

業水利施設の使命を果たしていくための，「やり

再補修についても技術的な知見の蓄積も課題にな

くりの工夫」であり，やりくりしながら備えるた

ってくる。

めの計画手法の充実と技術の向上を図っていくこ
とが課題である。
備えるためには将来を見通すことが必要となる

備えるための計画・制度論については，さら
に課題が多い。ストックマネジメントを含む広
義のアセットマネジメントの世界においては，

が，そのためには予測精度の向上が必要だ。主に

インフラ運営機関を対象とした国際規格として

構造性能に着目した機能診断を行って将来予測を

ISO55000 シリーズが 2014 年 1 月に発効し，経営

行っているが，個々の施設の劣化メカニズムには

トップの責任と権限の明確化，明確な目標設定と
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●
客観的な基準に基づく計画的な実施，成果のモニ

に渡ってサービスを提供し続けるものとしてマネ

タリングと評価等について規定され，下水道部門

ジメントを考えるので公会計制度とも整合性をも

においては具体的に認証を受ける動きが出てきて

ったマネジメントも可能となる。他方，農業水利

いる。また，財政制度等審議会法制・公会計制度

施設は受益農家にも費用負担を求めることが原則

部会において，老朽化対策における財務書類（財

である。これは完全な私見だが，昔は農家も家業

産台帳等）の一層の活用に向けた議論が開始され

として農業が次の世代にも引き継がれていくこと

るなど，様々な動きが出ている。

を前提として長期的な投資判断をしていたが，跡

他方，農業水利施設のストックマネジメントを

継ぎも無い高齢農家が 3 条資格者となる場合，短

考えるとき，道路，上下水道等の一般的な公共イ

期的視点にシフトした投資判断を行う場合もある

ンフラとは異なる特性があるため，アセットマネ

のではないか（更新事業に向けた積立て等の判断

ジメントとして発展してきた計画・制度論をその

にも影響するかもしれない）。他方，地域の産業

まま適用することは困難が伴う。

基盤として農業水利施設を見ている公共団体は，

まず，マネジメント主体が一元的ではない。土

中長期的な視点から投資判断を行うと考えられ，

地改良施設の場合，造成者（財産所有者），維持

それぞれ時間軸が異なる中でマネジメントに関す

管理者が異なる場合が多く，日常点検，施設監視，

る合意形成をしなければならないという課題があ

機能診断から更新整備に至るストックマネジメン

ると思われる。

トの PDCA サイクルにおいて，マネジメント責
任が多元化している。国が造成し，国有財産であ
るダムや頭首工を土地改良区に管理委託し，土地

5．都合の悪いものが見える「本当の見え
る化」

改良区が徴収する賦課金で維持管理している仕組

最近，行政の世界においても「見える化」が流

みは，アセットマネジメント分野で最近注目が高

行しているようだ。国や地方公共団体などが見え

まっているコンセッション方式（施設の所有権を

る化という言葉を使う場合，単なる行政情報の開

公的機関に残したまま，民間企業が利用料金を徴

示という意味合いで用いられているようだが，
「見

収しつつ施設を運営する方法）を先取りしてきた

える化の本来の意義」を矮小化しているようだ。

と言えなくもないが，更新事業主体として施設造

見える化とは，もともと自動車産業の製造現場

成者の役割が大きく，維持管理主体のマネジメン

において用いられた言葉であり，本来の意味では，

ト力も様々に異なる土地改良において，今後，ど

製造現場で起きている問題や異常を発見した作業

のようにしてマネジメントに係る意思決定を行う

者が，それを放置したり隠したりすることなく，

か，マネジメントの根幹に係る難しさがある。

直ちに電光掲示板のスイッチを入れて他の者にも

また，マネジメント主体の多元性は，主に公的

「見える」ようにし，状況把握の上で対策を講じる，

主体からなる造成者（更新事業主体）と主に農業

これを日常的に繰り返すことが「見える化」なの

者（土地改良区）によって構成される維持管理主

である。

体との間で更新を含む投資判断に係る時間軸（タ

これを農業水利施設のストックマネジメントに

イムフレーム）が異なるという問題を提起する。

応用して考えてみると，行政サイドが機能診断を

近代会計制度の基本として「継続企業（ゴーイン

してその結果を土地改良区等に示すことだけが見

グコンサーン）の前提」が挙げられる。企業は無

える化なのではない。現場で生じている様々な問

限に継続していくものと考えるからこそ，一時点

題，日常管理上の支障，故障の前触れとなるよう

の投資支出を将来の長期間にわたって原価償却す

な大小様々な異常，さらには水利施設の使い勝手

ることで費用として処理していく。減価償却相当

の悪さ（それは以前から継続している問題かもし

分は支出していないので，将来の更新投資に向け

れない），そうした現場で生じている問題，ある

た備え（積立金）となる。道路も上下水道も将来

いは受益者や地方公共団体の負担上の財政制約の

26
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ストックマネジメント

●

問題も含めて，様々な「掲示板のスイッチを入れ

ストックマネジメントサイクルを実践し，データ

て」
，
利害関係者に見えるようにすること，そして，

を蓄積する中で，事故発生リスクに関する情報を

見えた課題について，対策を検討し実行すること，

共有していく。事故発生リスクをゼロにすること

これが本当の意味での見える化である。

は困難であり，どの程度のリスクまで許容できる

見えてしまった都合の悪い情報を自分で抱え込

のか，どの程度の費用負担を誰が担うのか，その

んで隠してしまうのではなく見える化し，施設造

ための中長期的な資金計画をどうするか，通水機

成者（更新事業主体），施設管理者，費用負担者

能の確保のみならず第 3 者等への 2 次被害の防止

が状況を把握し，対策を講じていく，そのことを

対策をどうするか等，徹底的なリスクコミュニケ

日常的に行っていく仕組みを創り上げていくこと

ーションと合意に基づく対策を予め検討しておく

が，ストックマネジメントの見える化の意義であ

ことが「リスクの見える化」を推進するための鍵

る。

となる。

見える化を行う際，特に大切なのは「リスクの

農林水産省では「7 つの取り組み」として，施

見える化」である。原則的にわずかなリスクさえ

設カルテ（施設諸元，維持管理・補修履歴，機能

も許容できない施設（新幹線のトンネル，幹線

診断結果，機能低下の要因，取り組み方針等をカ

道路の橋梁等）と異なり，農業水利施設について

ルテに整理），施設健全度マップ（施設の健全度

は構造的なリスクをある程度許容できる場合が多

や突発事故発生箇所等の図面に整理した情報），

い。基幹から末端までの水利システムにおいて，

賦課金の実態，事前積立等の取組み，営農・水利

施設の重要度，第 3 者被害の可能性等の観点から，

用状況に関する情報等について，国と施設管理者

許容できるリスクに多様性が存在している。老朽

が情報共有を行う取り組みを進めている。7 つの

化が進む構造物の損壊等のリスクを検討する場

取り組みを現場に定着させると共に，ストックマ

合，許容できるリスクと対策費用（負担）との間

ネジメントの見える化を推進するためのツールと

には，多くの場合，トレードオフの関係が成立す

して，さらに改善していく必要があるだろう。農

る。許容できるリスクの幅が大きいほど，柔軟な

業水利施設のストックマネジメントについては，

対応によってコストを低減することができる。他

機能診断技術の向上，補修・補強工法等に関する

方，農業水利施設の補修・更新には受益者負担が

ハード技術とともに，リスク管理，マネジメント

伴う。費用負担が保全管理の限界を規定すること

手法などソフトの制度論を充実させていく必要性

もある。

を感じているところである。

機能診断を通じた老朽化の評価とその積み重
ね，
日常管理での施設監視の実施とその積み重ね，
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（※本稿の内容や意見は執筆者個人に属し，農林水産省の
公式見解を示すものではありません。
）
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