●

ストックマネジメント

石川県の農業水利施設のストックマネジメントの取組み
石川県農林水産部農業基盤課

１．はじめに
南北に細長く広がる石川県の農業は水稲が 7 割

古西

広

(1) インフラ長寿命化基本計画と国土強靱化基本計画
国によるインフラ長寿命化の動きとしては，平
成 24 年の笹子トンネル崩落事故発生を契機に，

以上を占める稲作中心の農業であり，農業生産基

高度経済成長期に集中的に整備されたインフラが

盤の整備については，農業の生産性を高め，農業

今後一斉に老朽化していく中で，これに適切に対

経営の安定や後継者の育成・確保を図る観点から

応し，巨大地震等の大規模災害に備える必要性か

必要な水田の大区画化を行うほ場整備や，老朽化

ら，平成 25 年 11 月に，インフラの戦略的な維持

等による機能の回復を図るための農業水利施設の

管理・更新の方向性を示す基本的な計画として「イ

更新などを中心に実施してきたところである。

ンフラ長寿命化基本計画」が内閣府により策定さ

農業水利施設は，市町や土地改良区，または生

れた。さらには，強くしなやかな国民生活の実現

産組織等により保全管理されており，戦後から高

を図るため，平成 26 年 6 月に，「国土強靱化基本

度成長期にかけて築造されたものが多く，順次，

計画」が内閣府により策定され，政府横断的な分

施設の更新整備を実施しているが，整備後 30 年

野の一つとして「老朽化対策」が設定され，イン

以上経過している施設が対象施設全体の約 4 割を

フラの維持管理・更新に係る推進方針が明記され

占め，老朽化が進行している状況である。

た。

また，水路整備等に柔軟に活用できる農山漁村
地域整備交付金の予算状況が厳しい中において，
県や市町，土地改良区の負担についても，財政状

(2) 農業水利施設のインフラ長寿命化
農林水産省農村振興局からは，基準類の整備や

況はいずれも大変厳しい状況となっており，今後，

情報基盤整備の活用など，国が取り組むべき事項

耐用年数を経過する施設が増加していく中で，ス

とその方向性を記した行動計画が平成 26 年 8 月

トックマネジメントによる計画的な施設の長寿命

に策定され，各地方公共団体に対し行動計画の作

化が益々重要なものとなっている。

成と平成 32 年度を目標とした個別施設計画の策

今回，インフラ長寿命化，国土強靭化が地方に

定が要請されている。

も求められる中，本県がこれまで実施してきたス

本県においても，県総務部により平成 29 年 3

トックマネジメントの取組みを紹介するととも

月に，長寿命化に向けた施設管理や維持管理の実

に，農業水利施設の長寿命化に関する課題とその

施方針を示した「石川県公共施設等総合管理計画」

対応について，意見を述べさせていただきたい。

が策定され，農業水利施設についても，国の点検
要領や手引き等に基づき施設の状況を把握し，長

２．国によるインフラ長寿命化と国土強靭
化の動き

寿命化計画に基づき，施設の予防保全型維持管理
を行って効率的な維持管理を図るとともに，適切
な時期に施設の補修や更新等，必要な対策を講じ
ることとしている。
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３．これまでの本県におけるストックマネ
ジメントの取組み

その内容は，県営事業で造成された農業水利
施設のうち，末端受益面積 100 ha 以上の施設と，
地域の基幹的施設として位置付けできる末端受益

(1) 本県の実施方針

面積 20 ha 以上の施設を合わせた 6 地区 227 箇所

本県の農業水利施設のストックマネジメントに

を，今後，ストックマネジメントを実施する対象

ついては，インフラ長寿命化の動きに先がけて，

施設とし，施設規模及び緊急性を考慮し，順次，

平成 19 年頃から国の指導を元に準備を進め，平

機能保全計画を作成することとした。（図－１，

成 20 年に「石川県基幹的農業水利施設に関する

図－２）

実施方針」を定めている。

図－１

図－２
24

ストックマネジメントの流れ

石川県ストックマネジメント実施地区
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(2) ブロック積水路
その当時，本県において特に課題であったのは，

ストックマネジメント

●

底版や側壁の改修においても，既存の構造物を残
しながら，一部コンクリートの打ち替えやコンク

水路のストックマネジメントをどのように進めて

リートで覆う，いわば補強・補修工法であり，全

いくかであった。水路は 114 箇所と実施方針全体

面改修を間近で見てきた地域住民にとっては，そ

の半数を占め，特に本県最大の河川である手取川

のような工法で問題がないのか，事業をしない区

の流域にあり，白山頭首工を取入口とする受益面

間はどうするのかという疑問もあり，説明に苦慮

積 7, 402 ha の手取川七ヶ用水，手取川宮竹用水

する事もあった。

しらやま

の水路については，構造が昭和 40 ～ 50 年代によ

最初の調査から 5 年後の平成 25 年からは 2 回

く使われたブロック積（空積）形式がほとんどで

目の現地調査を行い，改修計画区間の見直しを実

あった。

施している。事業実施者及び管理者が，ストック

一般的なコンクリート三方張の水路について

マネジメントの趣旨・考え方をできるだけわかり

は，国の「農業水利施設ストックマネジメントマ

やすく地域に説明し，理解してもらうことが，今

ニュアル」を参考とすることができたが，ブロッ

後，ストックマネジメントを行っていく上で重要

ク積（空積）形式の詳細な基準や考え方などが示

であると考えている。

されていなかったことから，県では，平成 20 年
に基幹的農業水利施設に関する技術検討委員会を
立ち上げ，大学，農工研，北陸農政局（OB）の
関係者３名を委員とし，劣化進行の予測や対策工
法の選定について考え方を整理し，独自に手引き
を作成してストックマネジメントを進めてきた。
（H20 ～ H22）
そのほか，県，市町，土地改良区，県土連がチ
ームとなって連携し，研修を重ねて各機関の職員
のストックマネジメントに関する資質向上を図り
ながら，対象とする水路の全延長の現地調査を実

写真－１

ブロック積崩落状況

写真－２

事業完了区間の状況

施した。現地調査の結果，護岸ブロックが一部崩
落していたり，（写真－１）裏込め材が流出して
空洞化している箇所など，早急な対策が求められ
る状況が確認された。
その後，平成 24 年からは，改修が必要とされ
た区間を基幹水利施設予防保全対策事業（県事業
名）として順次事業化し，今日まで水路の補修事
業を継続的に進めている。（写真－２）
この事業を進めるにあたり配慮しなければいけ
ないことは，地域への十分な説明と理解を得るこ
とである。これまで，近隣の水路では，都市化や
ゲリラ豪雨による流出量の増加による水路の断面
不足から全面改修が必要となり，かんがい排水事
業または用排水施設整備事業で実施してきたが，

(3) ポンプ施設
水路と並んで，委員会で検討したのは排水機場

基幹水利施設予防保全対策事業では，補修を必要

のポンプ施設である。ポンプ施設については，分

とする区間のみの事業実施のため連続性がなく，

解してしまうと調査費が高額となるため，ケーシ
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ング部，インペラ・主軸部と部品ごとに，ひび割

は，粘り強く地域に説明していく必要がある。

れ等の目視や，芯振れの計測を行って一次診断す

さらに，140 箇所全てを機能保全計画通り実施

るとともに，軸，鉛直，水平方向に振動速度，振

することとすれば，予算や地元合意，県の体制等，

動加速度を計測する簡易振動診断を行って評価し

様々な面で検討課題がある。個々の施設の機能保

た。

全計画はその施設毎の個々の視点で計画され，そ

その時点ではいずれも継続監視の状況であった

の施設の劣化が進んでいれば，早急に補修しなけ

が，調査後 6 年経過した現在，平成 25 年に改正

ればならないことになる。このため，今後は個々

された「農業水利施設の機能保全の手引き（ポン

の施設だけを見て計画を立てるのではなく，地域

プ場）
」に基づき再度調査したところ，幾つかの

全体の施設の状況を見ながら進めていくという視

排水機場の劣化対策が必要となったことから，ポ

点が必要であり，その中で，個々の施設の機能保

ンプ施設の補修・更新事業の実施に向け，準備を

全計画を見直していかなければならないと考えて

進めているところである。

いる。

排水機場等のポンプ施設の課題については，劣

表－ 1

化曲線により劣化の進行の目安はあるものの，水
路のひび割れのように劣化が明らかなものとは異
なり，ポンプの中が見えないため劣化の状況が把
握できない。突発的に故障する可能性もあり，そ
れが災害につながる恐れもある。このため，ポン

機能保全計画策定状況

（単位：箇所）

ダム

頭首工

用排水
機 場

対象施設数

12

26

56

7

128

230 ※

計
画
策定済数

11

15

48

0

66

140

種

別

プ施設についても計画的に悪くなる前に手を入れ

水門

水路

計

（※平成 28 年度見直し）

ることを心がけるとともに，平成 30 年度からは，
国により土地改良施設突発事故復旧事業が創設さ

(2) 機能保全計画未策定施設

れる見込みであることから，突発事故時の対応も

本県では，平成 25 年の国のインフラ長寿命化

視野に入れながら進めていきたいと考えている。

計画の動き以前から長寿命化対策を先がけて進め
てきたため，緊急性を考慮し，まずは耐用年数が

４． 農業水利施設の長寿命化に関する課
題とその対応
(1) 対策シナリオ時期を迎えている機能保全計画
策定済施設
現在，機能保全計画が策定されている 140 箇所

経過している施設から機能診断を実施し，対策を
実施してきた。そのようなことから，比較的年数
が新しい施設については，機能保全計画が策定さ
れていないのが現状である。
このため，今回のインフラ長寿命化の考えにあ
てはめると，対象となる施設全ての機能保全計画

（表－ 1）のほとんどの施設が対策時期を迎えて

を平成 32 年度までに策定しなくてはならないが，

いるが，事業化している施設は少なく，国からの

計画策定済の施設の事業化さえ進まない中，未策

指導も，対策時期を迎えているのにもかかわらず

定施設の計画作成の方向性について検討しなけれ

事業実施していない施設については，毎年継続的

ばならない。さらに，仮にそのような施設があっ

に調査をし，報告するよう指示されている。

た場合，どの施設を優先させて計画作成するのか

実際には，国の予算にも限りがあることや，市

厳選して進めていく必要があると考えている。

町や土地改良区においては，機能診断を行うまで
は同意できても，事業実施になると負担金の問題
があってなかなか踏み出せないという状況もあ

５． おわりに

り，今後は，継続的な調査を行うとともに，施設

農業水利施設の長寿命化対策を進めてから 10

の状況を見ながら事業実施が必要な施設に対して

年が経過しようとしている。ようやく排水機場の

26
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●

ポンプ施設についても事業化し，改修を実施でき
るようになり，徐々にではあるが，農業水利施設
のストックマネジメントが本格的に動き出してい
る。
今後，さらに対象となる施設が増える中，諸々
の課題の整理が必要となるとともに，これまで以
上に職員のストックマネジメントに関する資質向
上が求められる。そして，県，市町，土地改良区
等が常に施設の状況が分かるように情報基盤の整
備を進めるなど，効率的な体制づくりを目指し，
必要な時期に施設の補修・補強など適切な対策を
講じて，本県農業水利施設の長寿命化を図って参
りたい。
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