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１．はじめに

本誌において，水資源機構（以下「機構」）が取
り組んでいるストックマネジメントの概要を 3 回

（JAGREE No.85 ～ 87）に分けて報告させていた
だいた。機構では，第 2 期中期計画（H20 年度～
24 年度）に水路施設のストックマネジメント（以
下「ストマネ」という。）の推進を掲げ，農林水産
省の手引き等に従って，全水路施設の健全度評価
を行い，向こう 40 ヶ年のライフサイクルコスト（以
下「LCC」という。）を最小化する施設機能保全計
画を取りまとめた。平成 25 年度からの第 3 期中期
計画（H25 ～ 29 年度）においては，保全計画に基
づき機能保全対策を全面的に展開していくことと
し，施設の劣化状況や危険性の程度，今後の保全
対策の見通しなどについて，利水者や関係行政機
関等（以下「利水者等」という。）と情報を共有し，
理解を得て適時・的確に保全対策を行うことを基
本方針に対策を進めてきている。

今回は，第 4 回として平成 27 年度から機構が
新たに取組を始めた「リスクを考慮した機能保全
対策の検討手法」と「水路施設の状態と機能保全
対策等に係る情報提供の方法（リスクコミュニケ
ーション）」を紹介させていただきます。

２．ストックマネジメントの主な課題

２．１　施設機能保全計画への施設損壊リスクの

反映

施設機能保全計画は，LCC による経済比較の
視点から今後の保全対策の時期，コスト等を統一
的な手法で取りまとめたものであり，長期にわた

る保全対策を見通し，合理的かつ経済的に実施す
るための有効な計画として位置付けられる。しか
しながら，経年劣化の調査データの蓄積が乏しい
ことから，主に標準的な劣化曲線を用いて劣化を
予測し，健全度を大きく 5 段階（S-1 ～ S-5）に
区分するなど，一定の不確実性が内在している。

機構は，利根川水系をはじめとする７水系にお
いて，広域的エリアの多種水利（農水，上水，工
水）の安定供給を担っており，水路施設の損壊は
地域の社会・経済に大きく影響を与えることとな
るため，特に施設損壊の危険性が高く損壊時の影
響が深刻な重要施設については，保全計画の不確
実性を踏まえ，リスク回避の観点から，保全対策
に取り組むことが求められている。

２．２　利水者等との共通認識の醸成
政府全体の取組として，平成 25 年 11 月にイン

フラの戦略的な維持管理・更新等の方向性を示す
「インフラ長寿命化基本計画」が策定されたが，
平成 26 年 5 月に国土交通省，平成 26 年 8 月に農
林水産省において「インフラ長寿命化計画（行動
計画）」が策定された。機構では，これらを踏まえ，
平成 26 年 10 月に「水資源機構インフラ長寿命化
計画」を策定し，その中で，①施設の長寿命化に
向けた取組について利水者等との共通認識の醸成
を図るため，定期的・継続的に施設の劣化状況等
の情報を提供し，意思決定を円滑に行う体制を強
化する，②突発事故発生時の対応計画や連絡体制
の整備を含め，施設の損壊・故障・事故のリスク
にいかに対応するかについて利水者等と情報交換
を行う等の取組を推進することを定めている。

これらを受けて，水路等施設を管理する各管理
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所においては，年に 1 回以上開催する管理運営協
議会（利水者等で構成）等の機会を利用し，機能
診断の結果や保全計画等について説明を行ってき
ている。この取組は，利水者等の理解を深めてい
くために重要なものであり，当該施設の管理を直
接実施しておらず，リスクへの理解・切迫感が異
なる利水者等に確実に伝わるように，「リスクの
的確な説明と理解を条件とした合意形成（インフ
ォームド・コンセント）」を徹底していくことが
課題となっている。

３．リスクを考慮した機能保全対策の検討
手法
各管理所において，機構内のストマネにおける

リスク管理をより一層組織的に進めるために，施
設が有するリスクを考慮した保全対策の優先度を
明確にすることで，利水者等へのリスク情報の提
供と合意形成の促進を図り，適時・的確な保全対
策の実現を目的とする。

３．１　回避すべきリスク水準の設定

３．１．１　回避すべきリスク水準の基本ルール

リスク水準とは，各施設のリスク評価結果が，
このリスク水準を下回る場合には，施設損壊リス
ク回避の観点から，LCC の経済比較による対策
実施シナリオに優先して，早期に対策を講じるべ
き施設と判定するための指標である。

リスク評価を行うに当たっては，各地区の利水
状況等を踏まえた上で，回避すべきリスク水準を，
施設の健全度（S1 ～ S5）と重要度（施設損壊に
よる二次災害危険度，応急復旧難易度及び利水影
響度）の指標を用い，これらの指標に内在する評
価方法や評価自体の不確実性も考慮し，以下のよ
うに定めることとする（表－ 1）。
表－１　回避すべきリスク水準の基本ルール

区　分 回避すべきリスク水準の基本ルール
健全度 施設の健全度が S1 の状態である。

健全度
及び
重要度

施設の健全度が S2 又は S3 で，かつ施設の重
要度が次に掲げるいずれかの状態である。
 ア）施設損壊時に許容できない二次災害の危

険が存在する（二次災害危険度 A）
 イ）施設損壊時に各利水用途において「許容

できない断水日数が発生する」（応急復旧
難易度，利水影響度）

①施設の健全度が S1（更新）の状態は，施設の
構造的安定性に重大な影響を及ぼす変状が認め
られ，近い将来に施設機能が損なわれる危険性
が極めて高い状態であり，施設の重要度にかか
わらず回避すべきリスク水準とする。

②施設の健全度が S2（補強・補修）の施設は構
造的安定性に影響を及ぼす変状が認められる状
態であり，また，S3（補修・補強）の状態は
変状が顕著に認められる状態であることから，
これらの健全度の状態は概ね 10 年以内に S2
以下の状態に移行するものと想定される。

このため，これらの施設状態に加え，重大な
二次災害の危険性が存在する場合（二次災害危
険度 A），又は各利水用途において許容できな
い断水日数が発生する場合（応急復旧難易度，
利水影響度）を回避すべきリスク水準とした。

ここで，応急復旧難易度及び利水影響度は，
いずれも利水者に及ぼす被害の程度を用水供給
の視点で評価するものであるため，両者を総合
的に勘案し，その回避すべきリスク水準を施設
が損壊した場合に「許容できない断水日数」で
設定することとした。

３．１．２　各施設における二次災害危険度の確認
及び許容断水日数の設定
3 .1 . 1 で示したリスク水準の基本ルールに基づ

き，各地区において，次により各施設地点での二
次災害危険度及びロスコントロール（3.1 .3 参照）
を考慮した上での許容断水日数を施設ごとに設定
する。

（１）二次災害危険度の確認
二次災害危険度の確認は，大規模地震時にお

いて許容できない二次災害の危険がある施設と
し，二次災害危険度の評価項目と評価基準は表
－２によるものとする。この評価は大規模地震
という外的要因に対する評価であるため，老朽
化に起因する施設管理上の損壊被害の評価とし
て適切であるかどうかを確認し，必要に応じて
見直しを行うものとする。
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表－２　二次災害危険度の評価項目と評価基準

評価
項目

評価項目の考え方 評価値 評価基準

二
次
災
害
危
険
度

水路施設が被災したとき
に人命若しくは重要公共
施設に及ぼす影響の度合
い

Ａ

水路等施設に近接または交差して，家屋，避難場所，若しくは公道，
鉄道及びライフライン等重要公共施設があり，水路等施設の損傷によ
る流出水や崩壊土砂等が大量にこれらの場所に流入または湛水し，人
命若しくは重要公共施設に重大な影響を及ぼす恐れがある場合

Ｂ
人命に重大な影響はないものの，重要公共施設に影響を及ぼす恐れが
ある場合

Ｃ 上記Ａ，Ｂに該当しない場合

　写－１　二次災害危険度の高い事例（隣接家屋）	 　写－２　二次災害危険度の高い事例（鉄道横断）

（２）許容断水日数の設定
１）各利水用途における許容できない断水日数

の設定
まずは，地区の利水状況を勘案し，利水用途

ごとに用水の引渡地点での許容できない断水日
数を設定する。設定に当たっては，用水引渡し
先の地区の営農状況や都市用水の配水管理状況
を十分勘案した上で，最も厳しい時期での断水
を想定し，利水用途ごとに設定する。なお，大
規模地震に対しては，利水者側の施設も被災し
ていることも想定され，比較的長期間の断水を
受容できる場合もあるが，施設劣化を原因とす
る場合は短期間の断水しか受容できない場合が
あることに留意する。

表－３　各利水用途における許容できない断水日数の設定例
用　途 許容できない断水日数

農業用水 ５日間
都市用水 ０日間

２）施設地点における許容断水日数の設定
各施設地点における許容断水日数を施設ごと

に表－４のとおり設定する。
設定に当たっては，上記１）で設定した許容

できない断水日数を回避・低減するための施設
損壊時のロスコントロール（3.1 .3 参照）を十
分検討した上で，下流の調整池等からの応急的
な送水継続が可能であれば当該期間を考慮した
許容断水日数として設定する。

（例）
農業用水の許容できない断水期間が５日間

の場合，○○導水路が損壊した場合において
も下流の調整池からの応急的な送水が３日間
可能であれば，当該施設の許容断水日数は８
日以内（５日間＋３日間）となる。

また，設定に当たっては次の点に留意する。
①多目的水路においては，目的別に整理し，
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最も厳しい許容断水日数を設定する。
②同一目的の水路であっても，許容断水日数

が異なる場合は最も厳しい許容断水日数を
設定する。（例：畑かん地区と水田地区）

表－４　施設地点における許容断水日数の設定例
施設名 用途 許容断水日数

○○導水路

農業用水

水道用水

工業用水

８日以内（○○調整池
から送水可能な３日間
を考慮）

 ３日以内（同上）

 ３日以内（同上）

３日以内

○○支線水路 農業用水 ５日以内 ５日以内

○○支線水路
　　　・
　　　・

水道用水
　　・
　　・

この許容断水日数は，保全対策の実施時期や
規模等を左右するため，対策費用の負担者であ
り断水の直接の影響者である利水者等とのリス
クコミュニケーションにより修正となることも
想定されるが，まずは，機構がリスク管理の一
環として地区の利水状況を十分把握し，利水者
等との日頃のコミュニケーションを踏まえて適
切に設定する。

３．１．３　ロスコントロールによるリスク軽減策の検討

（１）ロスコントロールによる許容断水日数の確保
施設損壊による断水等が生じた際に，既存の調

整池等の代替水源からの水融通，備蓄資機材の活
用などのロスコントロールの取組（下記の参考で
記載した第１段階及び第２段階のロスコントロー
ル）により，利水者等への用水の引渡が可能とな
ればリスクの低減が図られ，当該施設の利水影響
度を低下させ，当該施設地点の許容断水日数を長
期に確保できる可能性がある。

このため，今まで各現場で想定してきたロスコ
ントロールを再度十分に検討し，その上で施設ご
とに許容断水日数を設定する。

（ロスコントロールの分類）
ロスコントロールは，施設が有するリスクのう

ち「損壊した場合の損失の程度」を事前又は事後
に低減させる措置であり，施設の損壊が生じた際
にも二次災害や利水者への水供給を一定程度可能
にするなど影響度を最小化する取組である。

ここでは，ロスコントロールをその内容により
次の３つに分類する。

第１段階：どのインフラ管理機関でも通常実施し
ている損失軽減対策
建設会社との協力協定，緊急随契制度，
異常を知らせる看板，異常状態に吹鳴
する警報，防災業務細則等の準備と実
践，発災時の応急復旧，関係機関との
協力体制など

第２段階：迅速な復旧を可能とする事前の損失軽
減対策
施設損壊による被害を想定し，現有の
施設を用いた水源切替え（損壊してい
ない施設の弾力的運用）や復旧を早め
るための資機材の備蓄等の被害軽減措
置など

第３段階：利水への影響を最小化（リスク抑制）
するための新たな施設整備

（２）ロスコントロールの検討に際しての留意事項
ロスコントロールを検討する場合，次の点に留

意するものとする。
①ロスコントロールを合理的・効果的に行うた

めには，機構の施設内にとどまらず，利水者
側の施設も含めて，総合的な検討を行う。

②ロスコントロールとして採用する手法によっ
ては新たな問題が生じる場合があるので，そ
れも含めて検討する必要がある（例：断水回
避のため，水質悪化を受容しつつポンプによ
り他水源からの導水を行うケース）。

③工事が伴う応急復旧では，施工業者や資機材
の手配・調達，法令上の協議や借地交渉等に
必要な日数も工事日数に見込む必要がある。

④ロスコントロールを検討する際には，コスト・
効果・確実性とともに，迅速性という点で最
適な対策を選定する。
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３．２　重要度の高い施設の特定（リスク管理対

象施設の特定）

3 .1 で設定した回避すべきリスク水準におい
て，二次災害危険度がＡの施設及び応急復旧日数
がロスコントロールを考慮した許容断水日数を超
える施設をリスク管理対象施設として位置づけ，
次により特定する。

これらの施設は，今後の保全計画においてもリ
スク水準を下回らないよう保全対策を講じる施設
となる（当該施設は S3 以上の劣化を許容しない
保全計画となる）。

３．２．１　二次災害の危険が高い施設

3 .1 . 2（1）で確認した二次災害危険度が A の
施設は，全て重要度の高いリスク管理対象施設と
して特定する。

３．２．２　応急復旧日数が許容断水日数を超える施設

施設ごとに，老朽化によりどのような損壊や故
障状況となるのか，どのように水供給の中断，供
給量の低下等の利水への影響を引き起こすか等の
事象を想定の上，応急復旧工法と応急復旧日数を
想定する。

この応急復旧日数と 3.1 .2（2）の 2）で設定し
た許容断水日数から，許容断水日数内で応急復旧
できない施設を重要度の高いリスク管理対象施設
として特定する。

表－５　重要度の高いリスク管理対象施設

二次災害危険度 応急復旧難易度・利水影響度

二次災害危険度
が A の施設

施設損壊時の応急復旧日数が，回避す
べきリスク水準で設定した許容断水日
数を超える施設

図－１　重要度の高いリスク管理対象施設の保全計
画のイメージ

３．３　リスク評価による早期に対策が必要な施

設の特定

3 .1 及び 3.2 で設定した回避すべきリスク水準
に抵触する施設（健全度評価が S1 の施設並びに
S2 及び S3 の施設でかつ二次災害危険度が A の
施設又は応急復旧が許容断水期間内に完了しない
施設）を早期に保全対策を講じる必要がある施設
として特定する。

施設の特定に当たっては，施設ごとに表－６の
ような判定表を作成し取りまとめる。

表－６　リスク水準抵触施設の判定表

施設名 健全度
二次災害
危険度

重要度
判定

判定
理由許容断

水日数
応急復
旧期間

○○水路 S1 A ０ ０ × ①

△○水路 S1 B ２ １ × ①

△△水路 S2 C ５ ６ × ③

○△水路 S4 A ７ ５ ○

○×水路 S3 B ５ ３ ○

××水路 S2 A ５ ３ × ②

・
・
・

判定理由：①健全度がＳ１
②健全度がＳ２又はＳ３，かつ，二次災害危

険度がＡ
③健全度がＳ２又はＳ３，かつ，応急復旧期

間 ＞ 許容断水日数

３．４　リスク評価を踏まえた保全対策の分類と

取扱い

（１）リスク水準に抵触する施設
3.3 においてリスク水準に抵触する施設として

特定した施設については，「早期の対策が必要な
施設」として，現行の保全計画から明確に切り分
け，利水者等とのリスクコミュニケーションの主
たる説明事項とする。
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（２）その他の施設
上記（１）以外の施設は，これまでどおり

LCC による保全計画の対象施設とする。当該施
設は利水者等とのリスクコミュニケーションで
は，参考として取り扱う施設とする。

（３）リスク管理対象施設
現時点の施設の健全度にかかわらず，二次災害

危険度がＡの施設，応急復旧期間が許容断水日数
を超える施設については，リスク管理対象施設と
して，今後の保全計画においても，健全度がリス
ク水準を下回らないよう管理する施設とする。

３．５　保全対策の検討

3 .3 のリスク評価により特定した早期対策が必
要な施設を対象に，経済性を踏まえつつ，施設が
有するリスクを低減させる観点から保全対策を検
討する。

保全対策の検討に当たっては次の点に留意す
る。

①新たな施設整備についても検討する。それに
より，直接的な施設の老朽化対策等に比べて，
より経済的，効率的に回避すべきリスク水準

を満たす場合や，併せて行うことで保全対策
費や管理費の軽減に資する場合もある。

②老朽化対策に併せて大規模地震対策を行う場
合は，両者を総合的に検討し，手戻りがない
よう検討を進める必要がある。

４．リスクコミュニケーション

土木施設に係る保全計画については，「農業水
利施設の機能保全の手引き」（農林水産省）に則し
て初期の段階で作成したものであるため，各地区
の利水条件や水利システム構造の違いがなお十分
に反映されていないものも多い状況にある。また，
施設の状態も，耐震工事や緊急改築工事を実施中
の地区，近年，緊急改築を終え比較的良好な状態
である地区，老朽化が進み早期の対策が必要な地
区等大きく異なっていることから，説明すべき内
容や方法はおのずと地区別に違ったものとなる。

このため，利水者等への情報提供や意見交換を
より効果的なものとする観点から，説明事項や内
容，説明方法について共通の基本事項を定めつつ，
地区ごとに選択や工夫を行ってもらうことでリス
クコミュニケーションの推進を図る必要がある。

図－２　リスクを踏まえた保全対策の分類と取扱い
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４．１　「リスクコミュニケーション」の定義

機構の水路等施設について取り組む「リスクコ
ミュニケーション」とは，「水資源機構の水路等
施設の，経年劣化等による構造性能等の低下又は
耐震性能の不足の状態，これによって施設が損壊
故障し損害を及ぼす危険性（リスク），及びその
リスクが利水者等に与える影響等について，利水
者等に分かりやすく説明し，水資源機構として回
避すべきと考える危険性がある場合にはその事実
と必要な対策案を，直ちには危険性がない場合に
は将来的な見通しを伝え，一定の共通理解を得る
べく意見交換をし，その結果を記録に残すこと，
及びこれを繰り返すこと」をいう。

４．２　リスクコミュニケーションの基本事項

（１）基本的な認識と姿勢
機能保全計画等を実効あるものとするには，

施設の管理を直接担う機構と利水者等とでは，
立場や環境の違いから，リスクに対する理解や
切迫感が異なるものとなりやすいことを認識し
たうえで，適時・的確な対策実施についての利
水者等の合意が必須である。このためには，施
設の状態や内在するリスク等についての的確な
情報提供が合意形成促進の基本となる。（イン
フォームド・コンセントの徹底）

（２）実施方法
１）対象者

直接の関係者である利水者等（関係利水者，
法手続きの対象者）を基本とする。

２）開催頻度
管理運営協議会，ストマネ連絡部会等の場に

おいて総括的な説明を少なくとも年１回以上行
うほか，関係者による各種会議の場が活用でき
る場合には随時説明を行う。なお，定期的な情
報・意見交換の場としての「連絡会」等の設置

（常設）も有効な手法である。
必要に応じ，利水者等の組織の幹部など個別

の説明も実施する。このほか，現地での施設見
学説明会や参考となる類似地区への視察等を企

画することも効果的である。

３）説明内容
各地区の施設の状態，機能診断や耐震照査の

実施状況，目下の主たる課題等を踏まえ，利水
者等にとって分かりやすい説明となるように内
容を工夫する。特に，①保全計画等は対策の緊
急性が高い施設・設備（老朽化が進み重要度の
高い施設・設備）に重点を置き説明，②大規模
地震の影響が懸念される地区では耐震対策に重
点を置き説明，③当面対策は必要がない施設・
設備も，将来の適時・的確な対応のため定期的
な機能診断が必要なことを説明，③万一，事故
が発生した場合の影響を抑制（ロスコントロー
ル）するため，事前の対策検討や準備を行って
いること，一方，この対策には限界があること
等を説明し，リスクの状態と機構の対応につい
ての理解を促進する。

説明事項は表－７に示す項目を基本とする
が，施設の状態，利水条件，利水関係者等の構
成等，各地区の置かれている状況に応じて，内
容の取捨選択，強弱の設定，説明事項の追加等，
適宜工夫を行う。

表－７　利水者等への説明事項

＜基本事項＞
① 機能保全計画等の基本的な考え方
② 機能診断等の実施状況と結果
③ 耐震照査の実施状況と結果
④ 早期の対策が必要な施設・設備の状況
⑤ 機能保全計画等
⑥ 前年度に実施した機能保全対策等と今後の予

定
⑦ 前年度に発生した施設・設備の損壊故障の状

況
⑧ 施設・設備の損壊故障事故の予防や影響軽減

のための対応（ﾛｽ･ｺﾝﾄﾛｰﾙ）の状況
⑨ 今後の機能診断，耐震照査の実施の予定
⑩ 用水の給配水管理上の課題

＜参考事項＞
⑪ 水資源機構全体での施設・設備の損壊故障事

故の状況
⑫ その他
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４）記録
会議の議事録を作成し利水者等及び機構内で

情報を共有する。管理運営協議会等の会議に利
水者等の判断可能な幹部が出席されていない場
合には，改めて幹部への説明の機会を作るか，
出席者から幹部へ報告した結果の聞取りを行
う。

対策や施設・設備の機能診断等の実施につい
て直ちに合意されない場合も多いが，利水者等
の持っている疑問点や懸念等を把握し，継続的
に関連情報の提供と意見交換を重ねることが重
要である。また，このような対応を続けること
で，施設にリスクが存在していることについて
の利水者等の認識が高まるものと期待される。

写－３　管理運営協議会の場での説明

写－４　利水者を対象とした施設見学説明

５．最後に

水資源機構の水路等施設の大半は昭和 40 ～ 50
年代に建設され，既に 30 年以上が経過している
ことから，近年，老朽化の進行に伴い損壊故障す
る突発事故が増加するなど，国民生活や産業経済
活動に影響を及ぼす危険性が増してきている。こ
れら施設の機能を効率的に保全していくため，施
設の長寿命化と LCC の低減を図るストマネの取
組を本格化させ，着実に取り組んできたところで
ある。

機構としては，本稿で紹介した「リスクを考慮
した機能保全対策の検討手法」と「水路施設の状
態と機能保全対策等に係る情報提供の方法（リス
クコミュニケーション）」を実践することで，機
構内のリスク管理をより一層組織的に進めるとと
もに，利水者等へのリスク情報の提供と合意形成
の促進を図り，適時・的確な保全対策の実施によ
り「安全で良質な水を安定して安くお届けする」
という経営理念の実現を目指している。
「リスクを考慮した機能保全対策の検討手法」

と「水路施設の状態と機能保全対策等に係る情報
提供の方法（リスクコミュニケーション）」は機
構の基本ルールとして策定したものであり，現場
の条件に応じて適宜応用して適用するものとして
いる。今後，現場での適用を通じて，順次，改良
を加えていく。


