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中央の動き

水資源機構におけるリスクコミュニケーションの取組
（第 5 回）
農林水産省農村振興局農村政策部農村環境課 課長補佐
（前

独立行政法人 水資源機構水路事業本部水路事業部 設計課長）

1．はじめに

糸賀

信之

気通信・機械）（以下「設備」という。）の長期整
備計画も含めた保全計画を策定する。また，平

水資源機構（以下「機構」という。）が維持管

成 27 年度以降，保全計画に基づいた機能保全対

理している水路施設は，全国 7 水系（利根川・荒川・

策の見通しについて適時・的確に利水者及び関係

豊川・木曽川・淀川・吉野川・筑後川）に多種水

機関（以下「利水者等」という。）に情報提供し，

利（農水・上水・工水）の安定供給を担う 20 施

保全対策を行うこととしている。

設，水路延長も約 3 , 030 km あり，国民生活・社

今回は，平成 27 年度から実施している利水者

会経済活動を支える重要な水インフラとなってお

等とのリスクコミュニケーション（以下，「リス

り，総人口の約１／２をカバーしている。

コミ」という。）の実践を主体に紹介する。

しかし，大半の施設が高度成長期に造成されて
おり，概ね 40 年経過したことによる施設の老朽
化が顕在化している状況にある。
そのことから，機構では本誌にも報告（JAGREE

２．リスコミの実践
（1）リスコミの定義

NO. 85 ～ 91）させて頂いたとおり，H20 年度～

水路等施設について取り組むリスコミとは，
「機

24 年度の間において『農業水利施設の機能保全

構の水路施設の経年劣化等による構造性能の低下

の手引き』
（農林水産省）に基づく，水路施設の

または，耐震性能不足の状態により施設が損壊故

ストックマネジメント（以下「ストマネ」という。）

障し損害を及ぼす危険性（リスク）及びそのリス

の推進を掲げ，全水路施設の向こう 40 ヶ年のラ

クが利水者等に与える影響について分かりやすく

イフサイクルコスト（以下「LCC」という。）を

説明し，機構として回避すべきと考えるリスクが

最小化する施設機能保全計画（以下「保全計画」

ある場合には，その事実と必要な対策を速やかに

という。
）を平成 24 年度に取りまとめた。また，

情報提供・共有を図り，直ちには危険性がない場

施設の保全管理に責任を有する機構としては，経

合には，将来的な見通しについて共通理解を得る

済的な視点のみならず，施設の損壊危険性が高

べく意見交換し，その結果を記録に残すこと，及

く，損壊時の影響が深刻な施設については，リス

びこれを繰り返すこと」を言う。

ク回避の視点から優先的に保全対策に取り組む方
針により，平成 26 年度末に『リスクを考慮した
機能保全対策の検討に関する手引き（案）』及び
『リスクコミュニケーション・ガイドライン（案）』
を策定した。（※今回の投稿内容）

（2）利水者等へのリスコミ説明事項
1）リスコミ説明事項
利水者等への説明は，（表－１）に示す説明
事項を基本とするが，各地区の用水供給目的及

平成 25 年度以降においても，継続して施設機

び立地条件並びに社会経済環境等が異なること

能診断調査を実施し，保全計画の見直しを行う

から，各地区の課題に応じて，説明事項を取捨

とともに，平成 29 年度末を目途に，設備系（電

選択，追加等，適宜工夫し，利水者等が理解し
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●
やすい説明内容（説明資料）とする。
表－１

②機能診断等の実施状況と結果
実施した機能診断調査結果を適宜，利水者

リスクコミュニケーションの説明事項

等に説明を行うとともに，設備については，

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今後の機能診断調査，耐震照査の実施の予定
⑩用水の給配水管理上の課題
⑪水資源機構全体での施設・設備の損壊故障事故
の状況

設備毎の経過年数や交換部品の保守状況（製
造期限等）及び日常・定期点検で変化が見受
けられた点があれば加えて説明を行う。
③耐震照査の実施状況と結果
施設の耐震照査は，水資源機構水路設計技
術指針の耐震設計基準により実施し，耐震性
能に不足がある場合は実施すべき耐震対策に
ついて説明を行い，耐震照査が未実施な場合
には，地震発生時の施設点検ルール等，現場
におけるリスク対応について説明を行う。
※施設の耐震照査に基づく補強対策（図－ 3

2）リスコミ説明内容

参照）については，耐震照査手法上，既設

①～⑪のリスコミ説明事項について，内容（事
例含む）を以下に示す。

ことが前提であることから，既設構造物に

①機能保全計画等の基本的な考え方

劣化が見られる場合は，耐震補強対策に先

施設・設備の目的を適切かつ確実に機能維
持していくため，必要な機能保全対策の基本

立ち既設構造物の補修を行う必要がある。
④早期の対策が必要な施設・設備の状況

的な考え方，機能診断調査内容（図－ 1，2

回避すべき施設・設備のリスクの検討を踏

参照）及び一定期間の経過ごとに機能診断調

まえ，早期に対策を実施する必要がある場合

査を実施することについて説明を行う。

には，これらの施設・設備の状態及び当該施

図－１
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構造物に劣化がなく健全性が保たれている

機能診断調査状況
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図－２
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対策シナリオの考え方

図－３

既設構造物耐震対策

設・設備が損壊故障した場合の被害や影響に

等の代替・調整水源の有無や規模，浄水場の

ついて説明を行い，該当する施設・設備が多

貯水能力等）を踏まえた事故シミュレーショ

数ある場合には，特に影響が大きいと示唆さ

ン（影響範囲，程度，復旧所要時間等）によ

れる施設・設備を代表例として説明を行う。

り詳細な説明を行う。

施設・設備の損壊による影響の規模について

回避すべきリスク水準は，施設の健全度

は，当該地区のロス・コントロール（調整池

（S1 ～ S5）と重要度（施設損壊による二次
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●
災害危険度，応急復旧難易度及び利水影響度）
の指標（表－ 2 参照）に基づくものとする。
表－２
区

分

回避すべきリスク水準の基本ルール
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）

むこととなった経緯（前述）
イ．設備の更新において，設備の健全度（経
過年数・設備状態等）の評価に加えて，突
発的な設備の動作不良等における影響リ
スクを勘案して設備更新の優先順位，及
び，延命可能な設備は状態監視保全によ
り延命させ設備費の抑制を図る方針
について説明を行う。
⑥前年度に実施した機能保全対策と今後の予
定
管理事業や緊急改築事業等において，実施

※上記，回避すべきリスク水準は，施設の状

した機能保全対策及び実施予定の対策につい

態が回避すべきリスク水準以下である場合

て説明を行うとともに，来年度以降の対応に

に，LCC の経済比較による対策実施シナ

ついても，機構としての考え方を説明し，利

リオに優先して，早期に対策を講じるべき

水者等との意見交換を行う。

施設と判断する指標で，下記にその分類と

⑦前年度に発生した施設・設備の損壊故障の

取り扱い（図－４参照）を示す。
⑤機能保全計画等

状況
施設・設備の損壊故障が発生し，一時的に

ア．LCC に よ る 機 能 保 全 計 画 策 定 以 降，

給水停止又は取水量減量するなど，利水者等

リスク回避の視点から優先的に保全対策

に影響が及んだ事故や緊急的な対応で影響は

に取り組む方針とし，リスコミに取り組

回避したものの危険性があった事故について

回避すべきリスク水準の設定と早期に対策が必要な施設を特定するための手順を規定
◎劣化予測等の不確実性を踏まえ，施設重要度と施設健全度から，機構として回避すべきリスク水準を設定。
◎施設重要度が高い施設については，施設健全度がリスク水準を下回らないよう管理。
◎リスク水準を下回る施設を早期に対策が必要な施設として特定（リスクコミュニケーションの主な説明事項）
。

リスクを踏まえた保全対策対象施設の分類と取扱い

図－４
30

回避すべきリスク水準の設定
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は，その概要，影響，原因，影響軽減措置及

行う。併せて，事故が発生した場合の影響を

び復旧対応の実施状況のほか，他事業での施

極力軽減する方策や早期復旧方法，備蓄資機

設・設備の事故事例を基に，類似の事故が発

材の保有状況等についても説明を行う。

生する危険性の有無について説明を行う。

⑨今後の機能診断調査，耐震照査の実施予定

⑧施設・設備の損壊故障事故の予防や影響軽

施設・設備の機能保全対策を適時，適切に

減のための対応（ロス･コントロール）の状況

実施するため，施設・設備の状態と経年劣化

定期的な施設機能診断調査や日常点検によ

特性を把握することが不可欠であり，一定期

り，施設・設備の変状と状態の変化を把握し，

間経過ごとに機能診断調査を実施する必要が

必要に応じて対策を実施したことにより，施

あることから，今後の実施予定及び耐震照査

設・設備の有効利用を図り，影響の大きい損

の実施予定について説明を行う。

壊故障事故の発生を回避していることについ

⑩用水給配水管理上の課題

て説明を行う。

施設の経年劣化等による構造性能の低下に

特に，設備は，日常点検で変状と変化を早

伴う以外に，営農形態の変化（作期の変化等）

期に把握することで重大事故の回避や事故が

による用水需要の変動により，現行水利権と相

発生した場合においても，早期復旧に繋がる

違が生じ水管理上の課題が生じていることも想

ことから，具体的な事故事例を挙げた説明を

定される。また，沈砂池等の保守管理，流量調
（単位：回）

（単位：回）

図－ 5
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平成 28 年度リスコミ実施状況
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●
節施設の操作等，施設・操作に関する事項及び

降，利水者等が一堂に会する機会を利用し総括

水質の保全等，施設管理上，様々な課題が出て

的な説明（機能診断調査結果・機能保全計画等）

きている。このような場合は，機構として把握

を少なくとも，年 1 回以上行うことを目標に掲

している状況について説明を行うとともに利水

げ実施した。

者等から実情を聞き取り，今後の対策・対応の
あり方について意見交換を行う。
⑪水資源機構全体での施設・設備の損壊故障

平成 27 年度より全水路事業所においてリス

事故の状況

コミを実施し，平成 28 年度では，（図－ 5）の

本社では，過年度における施設・設備の損

とおり，平均 5 . 3 回／事務所（H27：平均 4 . 3 回）

壊故障事故を把握しており，事案ごとに事故

開催しており，主な説明内容は『機能診断等の

概要や復旧対策等を取りまとめ，全事務所で

実施状況と結果』『今後の機能診断，耐震照査

閲覧可能なストマネ掲示板（機構で運用して

の実施の予定』『早期の対策が必要な施設・設

いる Lotus Notes を活用したデータベース

備の状況』となっている。平成 28 年度には施

システム）に掲示していることから，施設損

設の損壊リスクに関連する『水資源機構全体で

壊・潜在リスクについて参考事例として情報

の施設・設備の損壊故障事故の状況』について，

提供に活用を行う。

利水者等との情報の共有化が行われた。

（3）リスコミ開催状況
1） リスコミ開催頻度等
リスコミの実施については，平成 27 年度以

32

2）リスコミ実施状況

３．特徴的なリスコミの事例紹介
（1）施設全体のリスク管理を行った事例
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４．最後に
機構の水路施設の多くは，経年劣化が顕在化し，

な説明を行い，これらに対する十分な理解を得る

国民生活・産業経済活動に影響を及ぼすことが危

ことが肝要である。機構では，今後も，利水者等

惧されている。このような中，機構の経営理念で

とのリスクコミュニケーションを繰り返し実施し

ある ｢ 安全で良質な水を安定して安くお届けす

ていくことにより，適時的確な管理を行い，利水

る」ことを継続していくためには，施設の状態や

者等のトータルメリットを最大化する取組を行っ

施設が抱えるリスク等について，利水者等に丁寧

ていきたいと考えている。
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