ストックマネジメント

●

地方の動き

北海道開発局におけるストックマネジメントの取り組み
北海道開発局農業計画課

はじめに

１

北海道内の国営土地改良施設（農業水利施設）

武岡

康夫

北海道の農業水利施設の老朽化の現状

１）農業水利施設の老朽化

の多くは戦後から高度成長期にかけて整備され，

道内の国営農業水利施設の多くは昭和 40 年代

膨大な農業水利施設としてストックされている。

から 60 年代に築造（または改築）されており，

これらの中で最も古い施設は，整備後 50 ～ 60 年

老朽化が進行し，標準耐用年数を超えるものが増

を既に経過しその多くで老朽化が顕著となってい

加している。国営事業で整備した農業水利施設数，

る。

施工後の年数を【表１】に示す。

殊に，老朽化が目立つのが，ダムや機場等の施
設と用水路，排水路に代表される施設である。
これら施設については，農家所得の低迷や厳し

施設全体では約半数近くの施設が供用後 20 年
を超えており，中でもダム等，頭首工，水門につ
いては 60％以上が 20 年を超えている。

い地方財政事情により投資が抑制され，施設の再

更に，耐用年数を超える施設は，全体の 20％

整備が遅れることにより，ますます老朽化や機能

程度であるが，特に用排水機場，水門，水管理施

低下の問題が深刻化していくことが懸念されてい

設については 50％以上となっている。

る。
既存施設を有効活用し，より経済的な施設の更
新整備の方法であるストックマネジメントについ

２）耐用年数
農業水利施設は，コンクリート構造物（用水路

て，北海道でも取り組みが進められているので，

など）と電気・機械設備（用排水機場のポンプな

その実施状況について紹介する。

ど）に大別され，耐用年数としてはコンクリート
構造物は 40 年程度，施設機械は 10 ～ 20 年程度
と言われている。

表１
施設区分
ダム等
頭首工
用排水機場
水門
水管理施設
用排水路
合計

施設数

標準耐
用年数

61

80

基幹水利施設の施設区分別内訳（北海道内の施設，平成 27 年 6 月現在）
標準耐用年数を超 標準耐用年数を超過
過した施設数

していない施設数

供 用年 数
20（40）年以上※２ 20（40）年未満※２

0（ 0％）

61（100％）

48（79％）

13（21％）

85

50

7（ 8％）

78（ 92％）

52（61％）

33（39％）

134

20

72（54％）

62（ 46％）

72（54％）

62（46％）

4

30

2（50％）

2（ 50％）

3（75％）

1（25％）

12

10

6（50％）

6（ 50％）

1（ 8％）

11（92％）

1,887

40

296（16％）

1,591（ 84％）

812（43％）

1,075（57％）

383（18％）

1,800（ 82％）

988（45％）

1,195（55％）

2,183

※ 1 標準耐用年数は，
「土地改良事業における経済効果の測定に必要な諸係数について」 農村振興局長通知より
※ 2 供用年数は，ダム等は 40 年，それ以外の施設は 20 年で区分
20

JAGREE 90. 2015・11

●

ストックマネジメント

●

また，頭首工，機場等の機器類とコンクリート

事業費負担を伴う自治体等の財政状況が非常に

が一緒になった施設では，電気設備が最も早く傷

厳しい状況にあり，米価の下落などで農家経済の

み，コンクリートは長い。

低迷も続いているため，施設の更新が必要である

水管理施設では，10 年程度で部品交換・システ

という判断があっても農家負担の軽減策を十分

ム更新ができず，施設自体を更新する必要がある。

に講じてからでないと，すぐには施策の実行にな
らない場合があり，ストックマネジメントにより

３）農業水利施設の老朽化の原因と現状
北海道での施設老朽化の原因は，①経年変化に

長寿命化を図る取り組みがされているところであ
る。

よる施設（材料）そのものの劣化，②泥炭地など
の特殊土壌を要因とする施設基盤の変動（不等沈
下等）による施設の機能不全，③積雪寒冷地に特
有の凍結融解等の影響による施設の劣化等である。

２）これからの公共事業整備
このような状況の時に更新できる施設の内容は
どういうものか。

具体的な老朽化の現状は施設によって内容は異

施設の機能を損失すると地域農業への影響が大

なるものの，実際の影響としては，①ダム，頭首

きいものや施設の規模が大きく事故等が起きると

工では，ゲート操作の不具合，洪水吐コンクリー

人命等へ危険を及ぼすなど地域住民への影響が大

トの劣化等，②用排水機場ではコンクリートの劣

きいものなど，必要性の高い，緊急性の高いもの

化，ゲート操作，管理施設の不具合，電気系統の

に特化して行う必要がある。

不備等，③用水路（開水路）では，側壁コンクリ
ートの劣化，側壁コンクリートの倒壊，漏水，④

このような施設については，重点的に優先的に
改修・更新する必要がある。

用水路（パイプライン）では，用水管の劣化，用
水管の沈下による機能不全，附帯施設（継輪等）
の外れ（不具合），⑤排水路では，ブロック，側
壁コンクリートの傾倒（倒壊），法崩れ，溢水等
が起きている。
維持管理状況に応じて施設の状態も異なるが，

３

施設機能診断の実施による長寿命化対
策の実施

１）ストマネによる長寿命化とは
長寿命化対策は耐用年数を機に施設を全面的に

老朽化は進行しており，農業水利施設の維持管理

作り直す事業ではなく，また，延命のために単に

が大きな問題となっている。

施設の更新時期を延ばすのではなく，施設の定期

農業水利施設の老朽化の急速な進行に伴い，殊
に用水路，パイプライン等の通水を伴うものにつ

的な機能診断を実施し，策定した機能保全計画に
基づいた機能保全対策を施すものである。

いては施設の劣化が顕著で，老朽化が原因と思わ

具体的には，老朽化した施設に対し，①いくつ

れる故障などの突発事故の発生頻度も年々増加し

かの補修・補強シナリオを作成し，②それぞれの

ている。

ライフサイクルコストを算出し，③最適な機能保
全対策を複数回施した後に更新が有利と判断され

２

現在の経済状況と公共事業整備

１）これまでの公共事業整備

たときに全面更新を実施するものである。
２）財政的理由による平準化

これまでの公共事業の整備は，老朽化した施設

また，施設の更新等が必要でも同様の状況が全

を更新するのが当たり前で，耐用年数を超えたも

国的にも見られる現状では，整備に充てる財源は

のから順に更新等を行ってきた。しかし，現在の

限られている。それに合わせた整備のやり方を検

ような財政状況では，必ずしも耐用年数を超えた

討する必要がある。

ものから順に整備することにはならない。
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また，最も経済的で効率的な更新時期を設定し，
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●
同じ時期に更新事業が集中しないように計画的な

水口での凍害等による断面欠損，用水路の目地

対応を行い，
財政負担の平準化を図る必要がある。

部の劣化に伴う漏水の発生で施設の機能低下が
進行し，それに伴う維持管理負担が増大してき

４

北海道のストックマネジメントの実施
例

ている。
このため，本事業は，施設の機能低下が生じ
ているダム，頭首工，用水路について，機能保

１）ストックマネジメント事業実施地区
ストックマネジメント対策については，現在，

全対策を実施することにより，施設の長寿命化
及び維持管理にかかる負担軽減を図り，農業生

北海道内では施設機能保全事業，応急対策事業合

産性の維持及び農業経営の安定に資することを

わせて６地区で事業を行っている。

目的とするものである。

これら６地区の事業の対策工事の内容は，

（２）施設の機能低下状況

（１）ダム，頭首工のコンクリートの劣化対策，

主な施設の機能低下状況は以下の通り。

（２）同ゲート設備の腐食などの劣化対策，

①ダム

（３）用水路（ブロック，フリューム水路）補修

・取水設備の腐食

（４）電気設備等の故障や作動不良の改善対策，

・コンクリートの剥離
②頭首工

が主なものである。

・ゲート設備の腐食
２）ストマネ事業実施例

・コンクリートの断面欠損

現在実施中の地区の内，風連地区

③用水路

国営施設機

・コンクリートのひび割れや剥離，目地部

能保全事業の対策工事の主な内容は，以下の通り

の劣化

である。
（１）事業目的

による漏水の発生

・Ｌ型ブロック水路の傾倒
④水管理施設

地区の水利施設は昭和 44 年度から昭和 61 年

・電気通信設備は故障発生等

度に直轄かんがい排水事業風連地区で整備され
たが，経年劣化によって機能低下が進みつつあ

具体的な工事については，経年変化に対応す

る。近年，ダムの取水施設の腐食や頭首工の取

る一般的な対策工法・工事の他に，北海道は積
雪寒冷地であり凍結・凍害の原因による機能低
下が多く見られることから，新技術の開発・導
入などを行って効率的な対策工事を行っている。
この他の地区では，今後，これらに加え，
①管水路の（管更生による）補修，
②ダム，頭首工等の水管理施設等の補修・更
新
の内容が，多くなってくると思われる。

５

ストマネ推進上の課題

ストックマネジメントは，維持補修にかかるコ
ストを小さくする方法ではあるが，その課題につ
いて，以下に述べる。
図１
22

国営施設機能保全事業

風連地区概要図
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写真１

写真２

ストックマネジメント

●

各施設の機能低下状況

用水路の補修・補強状況

１）施策の実施の優先順位の決め方（ルール）

らないかの判断基準になっている。

予防保全的な対応は，事後保全的な対応（＝施

国営造成施設応急対策事業が創設されている

設の耐用年数の所までは補修・補強で耐用年数ま

が，本来は施設機能に多少なりとも問題が発現し

で年数が経過し，一気に改築更新する）と比較す

た時，完全な機能停止に至る前にその原因の究明

ると，数度の補修等を経て改築することになるの

を行い，対策工法を検討し対策を実施するという

で，既存ストックの有効活用及び長寿命化が図ら

流れであるべきなのに，実際には現実が先に進んで

れるとともにトータルコストを縮減できるという

しまい施設機能を喪失した施設の機能回復（＝補修・

考えである。

補強的な事業の展開）のために事業化するという後

本来は施設改修の緊急性，必要性の高いものを

追い的な流れがまだ多く見られる。本来は水利用や

優先して整備するが，それ程でもないものはその

組織の再編に合わせて必要なものを決めていくべき

優先度合いが自治体の財政状況に左右される。施

なのだが，例えば事故対応というような別な要素で

設の機能が十分発揮できないとか時々故障する，

整備する優先順位が決められている。

不具合がありうまく動かないといった施設の現状

このような中で今年度，応急対策事業が制度拡

をどの程度許すか，どの施設を優先的に整備する

充され，応急対策事業の中で長寿命化対策も併せ

か等を含めて，財政状況が施設の改修をやるかや

て一体的に実施できるようになったことは喜ばし
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●
いことと考えている。

性能評価については最も重要であると目される項
目が選ばれている。

２）機能診断の健全度評価（最終）の根拠が曖昧
である

すなわち，最も劣化が進んでいる評価項目の評
価で，施設全体の健全度評価を行っている。

施設の機能診断を行って評価するとき，最終評

このため，細分化して評価した項目の評価が最

価は恣意的になるまたは判断に迷う場合がある。

終評価項目に出てこない（埋もれてしまう）こと

通常の機能診断による健全度評価は誰がやって
も同じだ（大差ない）が，最終的な評価を下す際

になる。
技術的判断は，施設を評価する場合の重要な要

の判断を必ずしも同じ考えでやっていないため，

素ではあるが，現行の評価方法ではその根拠がど

最終的な健全度評価の根拠は曖昧である。

うしても曖昧なものとなってしまう恐れもある。

また，施設に現れる変状（異常）は，施設の置
かれている条件や施設周辺の環境等によって考え

このように技術的評価を含む評価手法の改善が必
要である。

るべき要因が異なる。このため，技術的判断（エ
ンジニアリングジャッジ）によって最終的評価と

５）施設損壊の危険性と損壊の場合の被害を十分

は異なる評価を行う場合もあり，その場合は健全

に考えに入れるべき

度評価，評価の根拠が曖昧になることがある。

今回改定された「農業水利施設の機能保全の手
引」では，リスク管理の重要性が強調されている

３）維持管理状況からみる施設状況

ところであるが，現場では

施設損壊の危険性や

農業水利施設については，その維持管理の状況

損壊した場合の被害の想定を考慮していない又は

によってストマネで実施する内容が大きく異なっ

過小評価する形となるものが多く見られる。リス

てくる。

ク管理について十分留意しなければならないと考

これまで事業で整備してきて一定程度年数が経

えている。

過した施設の現状を評価する手法として機能診断
による健全度評価があるが，その施設を取り巻く
環境，維持管理状況，使用状況，使用頻度等によ
り施設の状況に大きな差がでる。

おわりに
今後も厳しい農業情勢，財政状況がつづくと予

農業水利施設は，適切な維持管理と適期の整備

想される中で，農業水利施設の機能を適正に維持

補修を施せば標準耐用年数を超過しても施設の機

し続けるために施設の単純な更新を行うことは難

能が維持できる。ただ，延命を続けていくと運転

しくなっている。

コストや維持補修費の上昇につながるため，更新
をいつ行うかを判断する必要がある。

これまでの建設事業完了から耐用年数を考慮し
て施設を全面的に作り直す事業を行ってきたが，

これからも，農業水利施設の機能を維持し，農

施設の機能低下が見られる箇所に対して予防保全

業生産基盤を保つためには，計画的，効率的な既

対策を行うストックマネジメント事業は現在の日

存施設の維持更新を図る必要がある。

本の経済状況を考えると，現状に適合した仕組み

また，施設の長寿命化による維持更新費用の低
減を図ることが重要である。

と言える。
農業水利施設の状況を的確に把握し，各施設の
保全計画と維持管理，対策工事の計画的な実施を

４）せっかく細分化して評価した項目が埋もれて

図っていきたいと考えている。

しまう
現在の機能診断の評価方法では，各評価項目の
うち最も低い評価が代表値であることを基本に，
24
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