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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
 

改    定    案 現           行 

第１章 手引きの目的と活用方法 
１．１ 手引きの目的 
 

農業水利施設の機能保全の手引き(以下「手引き」という。）は、農業水利施設の適切な

機能保全とライフサイクルコスト（以下「ＬＣＣ」という。）の低減を図るための実務に

必要となる基本的事項を取りまとめたものであり、ストックマネジメントの取組を推進する

ことを目的としている。 
【解説】  

・ 従来の農業水利施設の機能を維持するための手法は、劣化の進行に伴う施設性能の著しい低

下や営農形態の変化等に伴う施設改良の必要が生じた場合に、更新整備を行うものであった。

また、部分的な損傷等については維持管理の一環として補修等の対策が行われてきた。 

 

・ 近年は、施設の長寿命化を図る観点から、予防保全（施設の性能がこれ以上の低下を許容でき

ない管理水準を下回る前に、適切な補修・補強・更新の対策を取ることで耐用年数を効率的に延

伸させる方法）が取り入れられている。 

 

・  農業水利施設の機能保全対策を、より的確かつ効率的に実施するため、①施設管理者による日

常管理における点検、補修、②施設造成者等による定期的な機能診断、③診断結果に基づく劣化

予測、効率的な対策工法の比較検討、機能保全計画の策定、④施設監視計画に基づく施設監視、

⑤機能保全計画及び監視結果を踏まえた関係機関等の情報共有と役割分担による対策工事の実

施、⑥調査・検討の結果や対策工事に係るデータの蓄積等を段階的･継続的に実施することによ

り、リスク管理を行いつつＬＣＣの低減を図る「ストックマネジメント」の取組を一層拡大・深

化させていく。  

  

・ 本手引きは、「ストックマネジメント」についての基本的な考え方や、現場での実施方法の

枠組み等を取りまとめたものであり、農業水利施設において、ストックマネジメントの取組を

推進するとともに、施設の日常管理から機能診断調査、対策工法の比較検討、データの蓄積等

の一連の実施方法について基本的な視点を共通化することにより、取組の技術水準の確保や、

今後の技術向上に資することを目的とする。 

 

・ なお、機能保全にあたっては、JIS Z 8115：2000 において定義されている保全方式の区分を

基本に、土木施設においては、主に機能診断による予防保全（状態監視保全）を、施設機械を

含む施設については、機能診断による予防保全（状態監視保全）に加え、施設の特性に応じ予

定の時間計画での予防保全（時間計画保全）の考え方を組み合わせつつ実施する（図１－１）。

施設機械における時間計画保全の実施にあたっては、農業水利施設の機能保全の手引き「ポ

ンプ場（ポンプ設備）」等を参考に行う。 

第１章  手引きの目的と活用 
 １．１ 目的 
 

「農業水利施設の機能保全の手引き」(以下「手引き」という。）は、農業水利施設の適切

な機能保全とライフサイクルコスト（以下「ＬＣＣ」という。）の低減を図るための実務に

必要となる基本的事項を取りまとめることを通じて、ストックマネジメントの取組を推進す

ることを目的としている。 

【解説】 

 ・ これまでの農業水利施設の機能を維持するための手法は、劣化の進行に伴う施設性能の著し

い低下や、営農形態の変化等に伴う施設改良の必要が生じた場合に、更新整備を行うものであ

った。また、部分的な損傷等については維持管理の一貫として補修等の対策が行われてきた。

 

・ 近年は、施設の長寿命化を図る観点から、予防保全対策(施設の劣化が致命的な状況になる以

前に適切な補修・補強等の対策を取ることで供用年数を効率的に延伸させる方法）が一部で取

り入れられ始めている。 

 

 ・ 今後は、これらの農業水利施設の保全対策を、より的確かつ効率的に実施するため、①既存

施設の状態を定期的に診断調査及び評価し、②これに基づく劣化予測を行い施設機能の保全対

策を比較検討して、③適時・的確な対策を選択実施するとともに、④施設に係るデータの蓄積

を図ることにより施設の継続監視に活用する、等の取組を基本とする「ストックマネジメント」

を一般化していく。 

 

 

 

 ・ この手引きは、「ストックマネジメント」についての基本的な考え方や、現場での実施方法

の枠組み等を取りまとめることにより、今後、基幹的な農業水利施設において、このような取

組の普及と一般化を図るとともに、施設の機能診断調査から対策の比較検討、データの蓄積等

の一連の実施方法について基本的な視点を共通化することにより、取組の技術水準の確保や、

今後の技術向上に資することを目的とする。 

 

1



農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
 

改    定    案 現           行 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図１－１ 保全方式の考え方】 
 

 

 

【参考】ストックマネジメントとアセットマネジメント 

  

本手引きにおける「ストックマネジメント」は、施設の管理段階から、機能診断を踏まえた対策の検討・実

施とその後の評価、モニタリングまでをデータベースに蓄積された様々なデータを活用しつつ進めることによ

り、リスク管理を行いつつ、施設の長寿命化とＬＣＣを低減するための技術体系及び管理手法の総称としてい

る。 

一方、社会資本のひとつであるインフラ資産を対象としたマネジメントに、「アセットマネジメント」(Asset 

Management)という用語が用いられることが多い。  

アセットマネジメントは、直訳すると資産管理の効率的な運用という意味であり、一般的には金融資産や不

動産などを管理・運用することを指すが、近年では公共事業により造成された施設について、維持管理や補修

などをどのように効率的に行うかといった技術体系及び管理手法の総称としても使われている。  

将来的には、ストックマネジメントの考え方を、農業水利施設全体としてとりまとめて、中長期的な資産の

状況を予測し、限られた財源の中での対応を検討するアセットマネジメントを展開していくことも期待されて

いる。 

なお、社会インフラ分野のアセットマネジメントに関しては ISO55000 シリーズとして 2014 年 1 月に規格化

されたところである。ISO55001 は、社会インフラ分野で、資金、人材、情報などのマネジメントを含めて、計

画的かつ効率的な施設管理を行うことにより所期の機能を継続的に発揮していくために必要な事項をまとめた

アセットマネジメントシステムの国際規格であり、下水道など他分野ではこれに基づく取組が始まりつつある

ところである。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【参考】ストックマネジメントとアセットマネジメント 

 

社会資本のひとつであるインフラ資産を対象としたマネジメントに、アセットマネジメント 

(Asset Management)という用語が用いられることが多い。 

 アセットマネジメントは、直訳すると資産管理の効率的な運用という意味であり、一般的には金融資産や

不動産などを管理・運用することを指すが、近年では公共事業により造成された施設について、効率的な維

持管理や補修などをどのように効率的に行うかといった技術体系及び管理手法の総称としても使われている

。 

 この手引きにおける「ストックマネジメント」は、施設の機能診断に基づく機能保全対策の実施を通じて

、既存施設の有効活用や長寿命化を図り、ＬＣＣを低減するための技術体系及び管理手法の総称としている

。なおストックマネジメントの取組は緒に就いた段階であり、施設保全に係る現場での具体的な対応技術の

確立を図る視点に力点を置いている。 

 将来的には、施設系毎のＬＣＣを低減するだけではなく、施設劣化のリスクをコントロールしつつ、更新

や維持管理に要する経費を平準化する等のアセットマネジメントとしての展開が可能となるよう、取り組む

必要がある。 

新規追加 
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
改    定    案 現           行 

 
【参考】ライフサイクルコスト （ＬＣＣ） 

 

  近年、一般的な用語として「ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）」という用語が使われる場合が多くなってい

る。例えば、電化製品を製造する際に、その製造コスト（販売価格）だけを考えるのではなく、利用する際の

電気料金、廃棄する際のリサイクルコストなど、製造から廃棄（あるいはリサイクル）までの総コストを視野

に置く考え方である。  

しかし、ＬＣＣは考え方としては明確であるものの、対象とするものが何かによって、具体的な計算は必ず

しも容易ではない。特に公共事業により造成される土木構造物については、道路や水路のようにその設置目的

である機能が永続することが暗に求められている場合など、どこからどこまでがライフサイクルなのか、とい

った問題がある。このため、これまでの公共事業の分野では、「建設コストだけではなく、維持管理や廃棄の

コストも考慮に入れる」といった趣旨で用いられる場合が多く、必ずしもライフサイクルの定義がなされてお

らず、用法も様々であるのが実態である。 

 

 

 

【参考】ライフサイクルコスト 

 

 近年、一般的な用語として「ライフサイクルコスト」という用語が使われる場合が多くなっている。

例えば、電化製品を製造する際に、その製造コスト（販売価格）だけを考えるのではなく、利用する際

の電気料金、廃棄する際のリサイクルコストなど、製造から廃棄（あるいはリサイクル）までの総コス

トを視野に置く考え方である。 

 しかし、ライフサイクルコストとは考え方としては明確であるものの、対象とするものが何かによっ

て、具体的な計算は必ずしも容易ではない。特に公共事業により造成される土木構造物については、道

路や水路のようにその設置目的である機能が永続することが暗に求められている場合など、どこからど

こまでがライフサイクルなのか、といった問題がある。このため、これまでの公共事業の分野では、「建

設コストだけではなく、維持管理や廃棄のコストも考慮に入れる」といった趣旨で用いられる場合が多

く、必ずしもライフサイクルの定義がなされておらず、用法も様々であるのが実態である。 
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
改    定    案 現           行 

１．２ 手引きの活用方法 

  

 

【解説】  

 ・  農業水利施設の機能保全は、 

ア）中長期的に施設の機能を適切に保全する事業等を担う施設造成者 

イ）施設の利用と日常管理を行っている施設管理者 

等の技術者が、連携・協力しつつ、本手引きを活用し、関係者がストックマネジメントについ

ての基本的な考え方や機能保全対策の実施方法の枠組みを共有することが重要である。 

 

・ 本手引きは、農業水利施設を対象にストックマネジメントを実施する段階で活用することを

目的として作成したものであり、日常管理から機能診断結果を活用した機能保全対策の実施、

事業化に向けての取組までを対象としている。なお、本手引きの各章の関係を図１－２に示す。

 

・ 本手引きは、あくまでも基本的考え方を示したものであり、実際の現場では、各現場に応じ

た柔軟な対応が求められる。 

ストックマネジメントの実務においては、現場の技術者が、本手引きの考え方を理解した上

で、知識、経験、情報収集能力等、持てる力を総動員して、現場で得られる情報を適切に解釈

し、それぞれの現場におけるベストな対応を提案できるよう柔軟に応用していくことが最も重

要なポイントとなる。 

 

農業水利施設の機能保全に効率的に取り組むため、施設造成者、施設管理者及び関係する機関が

、ストックマネジメントの基本事項について共通の視点を持ちながらそれぞれの業務を実施するこ

とが重要であり、本手引きを活用してこれを実現する。 

本手引きは、「第１章 手引きの目的と活用方法」、「第２章 ストックマネジメントの基本事項

」、「第３章 ストックマネジメントの運用」、「第４章 事業化に向けての取組」から構成される

。 

１．２ 活用方法 

 

 農業水利施設の機能保全に効率的に取り組むため、施設管理者、施設造成者、及び関係する

機関が、ストックマネジメントの基本事項について共通の視点を持ちながら、それぞれの業務

を実施する際に、この手引きを活用する。 

 

 

 

 

【解説】 

 ・ 農業水利施設の機能保全は、 
ア）施設の利用と日常管理を行っている施設管理者 
イ）中長期的に基幹施設の機能を適切に保全する責務を負っている施設造成者 

等の技術者が、連携・協力して取り組むことが重要である。この際、この手引きを活用し、

関係者がストックマネジメントについての基本的な考え方や対策の実施方法の枠組みを共有

することが必要である。 
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
改    定    案 現           行 

 

 

 

第３章 

【ストックマネジメントの運用】 

日常管理（施設監視） 

ライフサイクル 

コストと経済比較 

事前調査・現地踏査・重要度評価・劣化要因の
推定・現地調査・機能診断評価 

機能保全コスト算定 

第４章 

【事業化に向けての取組】 

施設長寿命化計画の作成・留意事項 

事業計画段階における調査・技術検討委員会の
活用 

【図１－２ 手引きの構成】 

劣化予測と対策 

工法の検討 

グルーピング・劣化予測・対策工法の検討・シ
ナリオ作成 

機能診断 

施設監視 

情報の保存・ 

蓄積・活用 

関係機関による 

情報共有 
基本事項・リスクコミュニケーション 

施設長寿命化 

計画の作成 

詳細調査・対策工法の確定 

事業実施後の 

情報管理 
対策工事データの記録・保存 

その他配慮すべき 

事項 

広域の施設群を対象と

した中長期的な 

整備年次計画の策定 

環境との調和・歴史的価値 

基本事項・留意事項 

施設監視計画の策定・留意事項 

データベースの構築・情報の利活用 

長寿命化に配慮した更新整備計画の策定 

第１章 

第２章 

手引きの目的と活用方法 

ストックマネジメントの基本事項、性能管理、リスク管理 

土地改良事業 

計画書（案）の作成 

事業実施段階 

での調査 

新規追加 

5



農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
改    定    案 現           行 

・ なお、本手引きは、主に施設機能の保全を目的とした取組を対象としているが、体系的な機能

診断等の取組により、水利システム全体の機能を包括的に捉え、これを活用しつつ、地域のニー

ズを的確に把握し、農業用水の利用形態の変更やその他社会情勢の変化等にも柔軟に対応してい

くことが重要である。 

 

・ 本手引きは、農業水利施設のストックマネジメントの基本的な考え方と実施方法の枠組みを総

論的に整理したものであり、農業水利施設の各工種の特性を踏まえた機能保全の考え方について

は、以下に示す農業水利施設の機能保全の手引き「工種別編」（以下、手引き「工種別編」とい

う。）によるものとする。 

 

【工種別編】 

・農業水利施設の機能保全の手引き「パイプライン」（平成 21 年４月） 

・農業水利施設の機能保全の手引き「開水路」（平成 22 年６月） 

・農業水利施設の機能保全の手引き「頭首工」（平成 22 年６月） 

・農業水利施設の機能保全の手引き「頭首工（ゲート設備）」（平成 22 年６月） 

・農業水利施設の機能保全の手引き「頭首工（ゴム堰）」（平成 25 年４月） 

・農業水利施設の機能保全の手引き「水路トンネル」（平成 24 年 12 月） 

・農業水利施設の機能保全の手引き「ポンプ場（ポンプ設備）」（平成 25 年４月） 

・農業水利施設の機能保全の手引き「除塵設備」（平成 25 年４月） 

・農業水利施設の機能保全の手引き「電気設備」（平成 25 年５月） 

・農業水利施設の機能保全の手引き「水管理制御設備」（平成 25 年５月） 

・農業用ダム機能診断マニュアル（平成 23 年４月） 

 

 

 

・ なお、農業用水の利用形態の変更やその他社会情勢の変化等により、施設に求める機能の

追加や性能の向上が必要な場合の検討は、本手引きでは念頭に置いていないことに留意が必

要である。 
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
 

改    定    案 現           行 

１．３ ストックマネジメントの取組にあたっての技術上の課題 

 

【解説】  

・ ストックマネジメントに関係する技術については、近年、社会資本の適切な保全管理への関心

の高まりとともに、研究や技術開発が活発に行われている。しかしながら、農業水利施設は、そ

の利用状況、自然環境等に応じ、劣化の進行は個別の施設毎に異なり、それによって影響を受け

る施設の性能は経時的に変化する。現状では、これらの性能の変化を一律的に定義した指標を用

いて精緻に評価・予測することは、技術的に困難な面がある。 

 

・ また、農業水利施設におけるデータの蓄積が十分でないことから、ストックマネジメントの取

組にあたっては、本手引きの考え方や枠組みを基本としつつ、施設の種類や構造、周辺環境、立

地条件等を十分考慮・分析して対応する必要がある。  

また、本手引きの中に取り上げている事例等は参考として示したものであり、その活用にあた

っては立地条件の相違等に十分留意する必要がある。  

 

・ ストックマネジメントに関する技術的知見やノウハウは、未だに蓄積途上にある。このため、

新たに得られた知見やノウハウを着実に蓄積し、それらを基にストックマネジメントの技術水準

を向上させる取組を継続していくことが重要である。 

 

・ 本手引きに示す基本事項を踏まえた機能診断の結果や、対策（補修・補強・更新）の比較検討

結果、対策の実施履歴等のデータを継続的に蓄積・分析することを通じて、絶えずストックマネ

ジメントの実施の効率化や技術の向上に努めていくことが重要である。 

 ストックマネジメントの取組をより高い精度で実施していくためには、様々な技術的課題への

対応を積み重ねる必要があり、現場での実践とデータの蓄積を踏まえて、さらに技術の向上を図

っていくことが重要である。 

１．３ ストックマネジメントの実施のための技術上の課題 

 

【解説】 

 ・ ストックマネジメントに関係する技術は、近年、社会資本の適切な保全管理のために研究

が行われてきている。しかしながら、農業水利施設をはじめ多くの分野ではデータの蓄積が

十分でないことから、各地区での実施の際には、この手引きの考え方や枠組みを基本としつ

つ、それぞれの地区の施設構造や環境、立地条件等を十分考慮・分析して対応する必要があ

る。 

   また、この手引きの中に取り上げている事例等は参考として示したものであり、その活用

に当たっては立地条件の相違等を十分留意する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ この手引きに示す基本事項を踏まえた機能診断調査・評価の結果や、対策の比較検討結果、

対策（補修・補強・改修等）の実施履歴等のデータを継続的に蓄積・分析することを通じて、

ストックマネジメントの実施の効率化や技術の向上に努める。 

 

 ストックマネジメントを実施するに当たっては、様々な技術的課題を解決する必要がある。

しかし、発展途上の技術であることから、今後の現場での実践とデータの蓄積を踏まえて、さ

らに技術の向上を図っていく必要がある。 
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
改    定    案 現           行 

１．４ 用語の定義 

本手引きで使用している各用語の定義を以下に示す。 

用  語 定   義 解   説 

アセットマネジメント アセットマネジメントとは、一般的には金融資産

や不動産などを管理・運用すること（広義のアセッ

トマネジメント）を指す。近年では公共事業により

造成された施設について、維持管理や補修などをど

のように効率的に行うかといった技術体系及び管理

手法の総称（狭義のアセットマネジメント）として

使われている。 

 

 

ストックマネジメント 施設の管理段階から、機能診断を踏まえた対策の

検討・実施とその後の評価、リスク管理、モニタリ

ングまでを蓄積された様々なデータを活用しつつ進

めることにより、既存施設の有効活用や長寿命化を

図り、ＬＣＣを低減するための技術体系及び管理手

法の総称。 

農業農村整備事業における固有の用語として新たに

定義したもの。 

また、この取組の充実により、補修・更新等にかか

る経費について、長期的な視点での平準化を図ること

も可能となる。 

 

ライフサイクルコスト 

（ＬＣＣ） 

施設の建設に要する経費に、供用期間中の運転、補

修等の維持管理に要する経費及び廃棄に要する経費

を合計した金額。 

一般的に、過去の投資は支出済み費用換算係数によ

り、将来に発生する経費は社会的割引率により現在価

値に換算して算定する。 

農業水利施設ではその機能を永続的に確保すること

を前提としているためライフサイクルをいつからいつ

までと設定し難いこと、また、ストックマネジメント

の対象が既存施設であり建設費用等の支出済みの経費

は今後の対策工法選定に大きな意味を持たないことか

ら、機能保全コストを用いた検討を行う。 

 

機能保全コスト 施設を供用し、機能を要求する性能水準以上に保

全するために必要となる建設工事費、補修・補強費

等の経費の総額。 

ストックマネジメントでは、経済性の検討を行う一

定期間に要するコストの総額を比較対照する必要があ

る。そのため、ＬＣＣのうち、支出済みの経費と一定

期間後に発生する経費を控除した経費について比較分

析を行うこととなる。なお、一定期間中に大規模な更

新が発生する場合には、これを含めて検討の対象とす

るとともに、検討期間終了時に残存価値がある場合に

は、これを控除する。 

耐用年数 

（耐用期間） 

施設の水利用性能、水利性能、構造性能が低下す

ることなどにより、必要とされる機能が果たせなく

なり、当該施設が供用できなくなるまでの期間とし

て期待できる年数。 

施設管理者が通常行う標準的な施設管理や軽微な補

修等を行うことによって、実現される耐用期間の平均

的な年数。標準耐用年数とは直接関係しない。日常管

理費の増加などによる経済的不利の発生、営農形態の

高度化等による施設に要求される機能・性能の向上な

どで施設の陳腐化が急速に進めば標準耐用年数よりも

短い場合もある。 

 

供用年数 施設を供用する年数。 必ずしも使用に耐えうる耐用年数と同じではないこ

とに留意が必要。 

 

 

用語の解説 

 

用  語 説  明 解  説 

アセットマネジメント ストックマネジメントは、個々の水利施設系単

位で、効率的な機能保全対策を講じるための技術

手法である。機能診断結果などのデータ蓄積等に

より、将来的には、全国の水利施設全体を資産(ア

セット)ととらえ、限られた財源での施設の機能

低下に伴うリスクの 小化や財政負担の平準化

にも取り組むことを想定している。 

 

アセットマネジメントとは、一般的には金融資産や不動産

などを管理・運用すること（広義のアセットマネジメント）

を指す。近年では公共事業により造成された施設について、

維持管理や補修などをどのように効率的に行うかといった

技術体系及び経営管理手法の総称（狭義のアセットマネジ

メント）として使われている。 

ストックマネジメント 施設の機能診断に基づく機能保全対策の実施

を通じて、既存施設の有効活用や長寿命化を図

り、ライフサイクルコストを低減するための技術

体系及び管理手法の総称。 

狭義のアセットマネジメントと同義である。農業農村整

備事業における固有の用語として新たに定義したもの。 

また、ライフサイクルコストを低減するだけではなく、

更新や維持管理に要する経費を平準化することもねらいの

一つである。 

ライフサイクルコスト 

（ＬＣＣ） 

施設の建設に要する経費に、供用期間中の運

転、補修等の管理に要する経費及び廃棄に要する

経費を合計した金額。 

 

①一般的に、過去の投資は支出済み費用換算係数により、

将来に発生する経費は社会的割引率により現在価値に換算

して算定する。 

②農業水利施設の場合、その機能が永続的に確保される前

提が暗にあることから、ライフサイクルをいつからいつま

でとするべきか判断が難しい場合があるが、新設又は大規

模な更新事業が行われてから、新設と同等以上の耐用年数

が期待される更新事業の開始直前までと考えることが通常

である。 

 

機能保全コスト 

 

施設を供用し、機能を要求する性能水準以上に保

全するために必要となる経費の総額。 

本手引きの意図は、経済性の検討を行う一定期間に要す

るコストの総額を比較対照することが目的である。そのた

め、ライフサイクルコストのうち、支出済みの経費と一定

期間以降に発生する経費を控除した経費について比較分析

を行うこととなる。なお、一定期間中に大規模な更新が発

生する場合には、これを含めて検討の対象とするとともに、

検討期間終了時に残存価値がある場合には、これを控除す

る。 

耐用年数 

（耐用期間） 

 

施設の性能が低下することなどにより、必要とさ

れる機能が果たせなくなり、当該施設が供用でき

なくなるまでの期間として期待できる期間。 

 

 

施設管理者が通常行う標準的な施設管理や軽微な補修等

を行うことによって、実現される耐用期間の平均的な年数。

標準耐用年数とは直接つながらない。日常的な維持管理費

の増加などによる経済的不利の発生、営農形態の高度化等

による施設に要求される機能・性能の向上などで施設の陳

腐化が急速に進めば標準耐用年数よりも短い場合もあり、

進まなければ長くなる場合もある。 

なお、上記の耐用期間はコンクリート標準示方書維持管

理編の耐用期間と同様の意味。 

 

供用年数 施設を供用する期間。 必ずしも使用に耐えうる耐用期間と同じではないことに留

意が必要。コンクリート標準示方書維持管理編の供用期間

と同様の意味。 

現行手引き「付録」の用語の解説について「用語の定義」として第１章 

に追記し、再編・整理（※点線囲いの用語は新規追加、実線囲いは削除） 
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
改    定    案 現           行 

 

用  語 定   義 解   説 
標準耐用年数 「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（昭和６０年７月１日６０構改 C第６

９０号）」で示されている施設区分、構造物区分毎

の設計時に規定した供用目標年数。 

左記の通知は、所得税法及び法人税法の減価償却資

産の償却期間を定めるため財務省令で定められたもの

を基礎として、農林水産省が定めたもの。 

税法上の減価償却期間を規定するものであることか

ら、耐用年数の検討の目安として活用できる。しかし

ながら、必ずしも供用できなくなるまでの標準的期間

でないことに留意が必要。 

本来であれば、施設の重要度等に応じて、要求性能

と設計耐用年数(設計時において施設がその目的とす

る機能を十分果たさなければならないと想定した期

間)を設定して設計を実施すべきである。設計耐用年数

を設定するためには、劣化メカニズムの解析や調査デ

ータなどから劣化予測を行い、施設の劣化期間を把握

する必要がある。しかしながら、現時点では劣化期間

を把握することは難しいことから、当面設計耐用年数

は標準耐用年数を準用して設定するものとする。ただ

し、個別に設定できる場合はこの限りではない。 

 

機能診断調査 施設の機能の状態、劣化の過程及びその原因を把

握するための調査。 

機能の状態の調査には、性能低下の状況を調べること

と、不足する機能を調べることの両方を含む。 

 

機能診断評価 機能診断調査の結果を評価すること。 性能低下の状況を判定し、機能保全対策を検討する

ための根拠とする行為。 

機能保全計画  性能指標や健全度指標について管理水準を定め、

それを維持するための中長期的な手法をとりまとめ

たもの。 

 

 

機能保全対策 機能保全計画に基づく工事等のこと。  

機能診断 機能診断調査と機能診断評価を合わせた概念。 

 

 

予防保全 当該施設に求められる性能が、管理水準以下に低

下する前に、リスク管理を行いつつ、機能保全コス

トの低減、リスク軽減等の観点から、経済的に耐用

年数の延伸を図る目的で実施する対策。 

「コンクリート標準示方書維持管理編(平成 25 年

版)」では、構造物に劣化を発生あるいは顕在化させな

い、もしくは、性能低下を生じさせないための予防的

処置を計画的に実施する維持管理とされているが、農

業水利施設の場合、施設を構成する部分毎には変状が

顕在化しているものの、施設系としての機能障害が顕

在化していない段階での対策であることが通常。また、

農業水利施設は様々な施設群で構成されるが、個々の

施設としては機能障害が発生し事後保全であっても、

施設群全体の水利システムとしては予防保全であると

表現する場合もある。 

事後保全 当該施設に求められる性能が、管理水準以下に低

下した後に実施する対策。 

当該施設の機能に支障が生じた後に対策を講じるこ

と。 

 
 

用  語 説  明 解  説 

標準耐用年数 「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（昭和６１年７月１日６０構

改 C 第６９０号）」で示されている施設の区分、

構造区分毎の設計時に規定した供用目標期間。 

左記の通知は、所得税法及び法人税法の減価償却資産の

償却期間を定めるため財務省令で定められたものを基礎と

して、農林水産省が定めたもの。 

税法上の減価償却期間を規定するものであることから、耐

用年数の検討の目安として活用できる。しかしながら、必

ずしも供用できなくなるまでの標準的期間でないことに留

意が必要。 

本来であれば、施設の重要度等に応じて、要求性能と設

計耐用年数(設計時において施設がその目的とする機能を

十分果たさなければならないと想定した期間)を設定して

設計を実施すべきである。設計耐用年数を設定するために

は、劣化メカニズムの解析や調査データなどから劣化予測

を行い、施設の劣化期間を把握する必要がある。しかしな

がら、現時点では劣化期間を把握することは難しいことか

ら、当面設計耐用年数は標準耐用年数を準用して設定する

ものとする。ただし、個別に設定できる場合はこの限りで

はない。 

 

機能診断調査 施設の機能の状態、劣化の過程及びその原因を

把握するための調査。 

機能の状態には、性能低下を調べることと、不足する機

能を調べることの両方を含む。 

機能診断評価 機能診断調査の結果を評価すること。 機能診断調査の結果から劣化要因及び性能低下を判定

し、機能保全対策を検討するための根拠とする行為。 

機能診断 機能診断調査と機能診断評価を合わせた概念。 

 

 

予防保全 当該施設に求められる性能が、これ以上の性能

低下を許容することが出来ない管理水準以下に

低下する前に、機能保全コストの 小化の観点か

ら、経済的に耐用年数の延伸を図る目的で実施す

る対策。 

 

コンクリート標準示方書では、劣化が顕在化する以前か

ら詳細な点検を行い、劣化が顕在化することがないよう対

策を講じる方法とされている。農業水利施設の場合、通常、

施設を構成する部分毎には劣化が顕在化しているものの、

施設系としての機能障害が顕在化していない段階での対策

であることが通常。また、農業水利施設は様々な施設群で

構成されるが、個々の施設としては機能障害が発生し事後

保全であっても、施設群全体の水利システムとしては予防

保全であると表現する場合もある。 

事後保全 当該施設に求められる性能が、劣化等により管

理水準以下に低下した後に実施する対策。 

当該施設の機能に支障が生じた後に対策を講じること。

機能保全 施設又は施設系の機能が失われたり性能が低

下することを抑制又は回復すること。 

 

長寿命化 施設の機能診断に基づく機能保全対策により

残存の耐用年数を延長する行為。 

 

補修 主に施設の耐久性を回復又は向上させること。 

 

 

 

劣化の進行を抑制したり、部分的な施設の欠損等を実用

上支障のない程度として、施設の寿命を長くすること。 

目地の回復、塗装等がこれにあたる。施設の一部に対す

る行為に関する概念。修繕と同義。 

耐久性（構造物の性能低下の経時変化に対する抵抗性）

を回復もしくは向上させることで、耐力（力学的性能）の

向上を必ずしも伴うものではない。 

言い換えれば、主たる目的が耐力向上でなければ補修、

耐力向上であれば補強。 
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
 

改    定    案 現           行 

 
用  語 定   義 解   説 

時間計画保全 

（ＴＢＭ） 

 

予定の時間計画（スケジュール）に基づく予防保

全の総称。予定の時間間隔で行う定期保全と設備や

機器が予定の累積稼働時間に達したときに行う経時

保全に大別される。 

計画的に実施する定期点検（月点検・年点検）や定

期整備（定期的な部品等の取替え含む）は、時間計画

保全に含まれる。 

 

状態監視保全 

（ＣＢＭ） 

施設の状態を診断・監視し、その結果に応じて保

全を実施するもの。施設機械においては、運転中の

設備の状態を計測装置などにより観測し、その観測

値に基づいて保全を実施するもの。 

常に設備状態の傾向を監視・分析することにより、

適切な時期に保全を実施することが可能である。日常

点検、定期点検及び機能診断調査時に得られた測定デ

ータの活用による劣化傾向の把握（傾向管理）も状態

監視保全に含まれる。 

 

機能保全 全施設又は施設系の機能が失われたり、性能が低

下することを抑制又は回復すること。 

 

長寿命化 施設の機能診断に基づく機能保全対策により残存

の耐用年数を延伸する行為。 

 

 

 

補修 主に施設の耐久性を回復又は向上させること。 劣化の進行を抑制したり、部分的な施設の欠損等を

実用上支障のない程度まで回復又は向上させること

で、施設の寿命を長くすること。 

目地の修復、塗装等がこれにあたる。施設の一部に

対する行為に関する概念。修繕と同義。耐久性（構造

物の劣化に対する抵抗性）を回復もしくは向上させる

ことで、構造的耐力（力学的性能）の向上を必ずしも

伴うものではない。 

言い換えれば、主たる目的が構造的耐力向上でなけ

れば補修、構造的耐力向上であれば補強。 

なお、補修・補強については、性能を回復する行為

を補修、性能を向上させる行為を補強と定義する考え

方もあるが、本手引きでは「コンクリート標準示方書

維持管理編(平成 25 年版)」の記述も参考に左記のとお

りとした。 

補強 主に施設の構造的耐力を回復又は向上させるこ

と。 

コンクリート増厚、強化繊維素材の貼り付け等がこ

れにあたる。施設の一部に対する行為に関する概念。

主たる目的が構造的耐力向上でなければ補修、構造

的耐力向上であれば補強。 

 

改修 失われた機能を補い、又は新たな機能を追加する

こと。 

更新は既存の施設を撤去し新しいものを建設するこ

とを念頭に置いているが、改修は必ずしも既存施設が

撤去されることを前提としていない点が異なる。 

 

更新 施設又は設備を撤去し新しく置き換えること。な

お、施設系全体を対象とした場合は、施設系を構成

する全施設を更新する場合だけではなく、補修、補

強等を包括して行うことも更新という。 

 

初期欠陥 施設の計画・設計・施工に起因する欠陥。 コンクリートでは、施工不良等を含み、供用前又は

供用後に発生する乾燥収縮によるひび割れ、豆板、コ

ールドジョイントなど。 

損傷 偶発的な外力に起因する欠陥。 時間の経過とともに施設の性能低下が起きたもので

ないもの。衝突や地震等に起因する欠陥。 

 

劣化 立地や気象条件、使用状況（流水による浸食等）

等に起因し、時間の経過とともに施設の性能低下を

もたらす部材・構造等の変化。 

 

 

用  語 説  明 解  説 

  なお、補修・補強については、性能を回復する行為を補

修、性能を向上させる行為を補強と定義する考え方もある

が、本手引きでは現行のコンクリート標準示方書維持管理

編の記述も参考に左記の通りとした。 

 

補強 主に施設の構造的耐力を回復又は向上させるこ

と。 

コンクリート増厚、強化繊維素材の貼り付け等がこれに

あたる。施設の一部に対する行為に関する概念。 

主たる目的が耐力向上でなければ補修、耐力向上であれ

ば補強。 

改修 失われた機能を補い、又は新たな機能を追加する

こと。 

 

改築は既存の施設を撤去し新しいものを建設することを

念頭に置いているが、改修は必ずしも既存施設が撤去され

ることを前提としていない点が異なる。 

改築 

 

従前の機能又は新たな機能を確保することを目

的として既存の施設を新しい施設で置き換える

こと。 

個々の施設に対する行為に着目した概念。 

更新 

施設全体又は設備全体を新しい施設で置き換

えること。なお、施設系全体を対象とした場合は、

施設系を構成する施設の改築だけでなく、補修、

補強、改修、改築を包括して行うことも更新とい

う。 

 

初期欠陥 施設の計画・設計・施工に起因する欠陥。 コンクリートでは、構造計算のミスによる鉄筋量の不足や

施工不良を含み、供用前又は供用後に発生する乾燥収縮に

よるひび割れ、豆板、コールドジョイントなど。 

損傷 偶発的な外力に起因する欠陥。 時間の経過とともに施設の性能低下が起きたものでないも

の。衝突や地震に起因する欠陥。 

劣化 時間の経過とともに施設の性能低下をもたらす

部材・構造の変化。 

 

変状 初期欠陥、損傷、劣化を合わせたもの。 

 

施設が健全な状態で本来期待されている機能や状況と比

較して、異なっている状況。具体的には、ひび割れ、剥離、

欠損などの状態。 

「異状」に近い概念であるが、施設に求められる性能が

低下しているか否かという評価を必ずしも含まない。 

施設の機能 目的又は要求に応じて施設が果たすべき役割、働

き、行為のこと。 

農業水利施設では、水利用機能、水理機能、構造機能な

ど。 

機能は、水利施設系全体、これを構成する個々の水利施

設、水利施設を構成する部材など、様々な段階で個別に設

定する。 

 

施設の性能 施設が果たす役割（施設の機能）を遂行する能力

のこと。 

 

性能は、その能力を数値で示すことが出来る。 

水利施設の水理機能でいえば、通水性、水理的安定性な

ど。 

性能は、水利施設系全体、これを構成する個々の水利施

設、水利施設を構成する部材など、様々な段階で個別に設

定する。 
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
 

改    定    案 現           行 

 

用  語 定   義 解   説 
変状 初期欠陥、損傷、劣化を合わせたもの。 施設が健全な状態で本来期待されている機能や状況

と比較して、異なっている状況。具体的には、ひび割

れ、剥離、欠損などの状態。 

「異状」に近い概念であるが、施設に求められる性

能が低下しているか否かという評価を必ずしも含まな

い。 

施設の機能 目的又は要求に応じて施設が果たすべき役割、働

き、行為のこと。 

農業水利施設では、水利用機能、水理機能、構造機

能など。 

機能は、水利施設系全体、これを構成する個々の水

利施設、水利施設を構成する部材など、様々な段階で

個別に設定する。 

 

施設の性能 施設が果たす役割（施設の機能）を遂行する能力

のこと。 

性能は、その能力を数値で示すことができる。水利

施設の水理機能でいえば、通水性、水理学的安定性な

ど。  

性能は、水利施設系全体、これを構成する個々の水

利施設、水利施設を構成する部材など、様々な段階で

個別に設定する。 

要求性能 施設が果たすべき機能や目的を達成するために必

要とされる性能。 

 

 

性能低下 使用する目的あるいは要求に応じて施設が発揮すべ

き能力が低下すること。 

構造物の変状やその他の要因により、施設機能を発

揮する能力である性能（通水性、安定性、耐久性等）

が低下していること。 

 

水利システム 農業用用排水を取水、配水、排水するための一連

の施設体系。 

貯留施設、取水施設、送配水施設、排水施設、調整

施設、管理制御施設といった施設により構成される総

合的な水利用のための体系。 

 

水理ユニット 境界条件によって一体化して取り扱わなければな

らない施設群。 

パイプラインでの水理ユニットは、その対象管路の

上流端及び下流端に水位又は、流量の境界が存在し、

この二つの境界条件をもとに、水理計算をすることが

できる水理学的な単位である。 

開水路では、水位・水量調整施設に挟まれた水路区

間が同等のものとして定義される。 

定点 現地調査を行う際に設定する調査地点。 定点は各施設において継続的に機能診断や施設監視

等を行う地点として用いる。 

定点の設定は、水理ユニットや同一構造区間を代表

する箇所（劣化の程度が標準的な箇所）及び変状が顕

著な箇所とすることを基本とし、過去の調査記録の継

続性等を勘案する。 

施設管理者  施設造成者から管理委託や譲与を受けた農業水利

施設を管理する者。 

土地改良区がその役割を担うことが多いが、地方公

共団体が施設管理者となっているものもある。 

施設造成者  当該農業水利施設を造成した者。 農業水利施設においては、施設造成者が機能診断や

機能保全計画策定を行うことが多い。 
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
改    定    案 現           行 

第２章 ストックマネジメントの基本事項 
２．１ 基本事項 

２．１．１ ストックマネジメントの基本概念 

ストックマネジメントとは、定期的な機能診断及び継続的な施設監視に基づく適時・適切な

機能保全対策を通じて、リスク管理を行いつつ、施設の長寿命化と、ＬＣＣの低減を図る取組

のことであり、この技術体系及び管理手法の総称である。 

 

【解説】 

・ 農業水利施設については、これまでに、基幹的なダム、頭首工、用排水機場等の施設は全国

で約７千箇所、基幹的な農業用用排水路は約５万 km が整備され、それらの資産価値は、再建設

費ベースで 18 兆円（基幹的な施設以外の施設も含めると 32 兆円）に達する（平成 21 年 3 月時

点）。これらの施設の多くは、戦後の食糧増産の時代や高度経済成長期に整備されており、標

準耐用年数を迎える施設が急速に増加してきていることから、財政的な制約も考慮しつつ、こ

れまで以上に効率的な整備を進めることが課題である。 

 

・ 農業水利施設は、時間の経過とともに様々な変状が発生し使用に耐えられなくなるか、又は

使用のために維持補修費が増嵩し、いずれは更新が必要となる。 

しかし、農業水利施設を構成する施設毎にみると、構造物に発生する変状は一様でなく、同

じ構造の施設系の中でも、更新する以外に対策がない程の変状が生じている部分、補修や補強

により対処（長寿命化）できる部分、当面経過を観察しても性能に支障がないと判断される部

分が混在し、個々の施設の状態に応じた適時・適切な対策をとることが効率的である場合が多

い。 

 

・ このため、定期的な機能診断と継続的な施設の監視を行い、その結果に基づき、施設の要求

性能を満たすために必要な対策を検討した上で、より効率的な対策工法とその対策時期を選択

して実施することが重要である。 

 

・ 定期的な機能診断及び継続的な施設監視を通じて、施設の状況が把握されることにより、リ

スク管理を行いつつ、ＬＣＣを低減する対応策等が明確になり、これが関係者間で共有される

ことで、機能保全対策の適時・適切な実施が促進される。 

 

・ なお、この取組の充実により、補修・補強・更新等にかかる経費について、長期的な視点で

平準化を図ることも可能となる。 

 

 

第２章 農業水利施設のストックマネジメントの取組 
 

 ２．１ 基本的な考え方 

 農業水利施設の機能を保全するための手法は、継続的に行う機能診断調査と評価を踏まえて、

複数の取りうる対策工法の組合せについて比較検討することにより、適時・的確に、所要の対策

を選択して実施することを基本とする。 

 

【解説】 

 ・ 農業水利施設は、新規に建設されてから時間の経過とともに劣化し使用に耐えなくなるか、

又は使用のために過重な維持補修費がかかるようになり、いずれは更新することになる。 

   しかし、農業水利施設を構成する施設毎にみると、構造物の劣化は一様でなく、同じ構造の

施設系の中でも、改築する以外に対策がない程に劣化している部分、補修や補強により対処（長

寿命化）できる部分、当面経過を観察しても性能に支障がないと判断される部分が混在し、個々

の施設の状態に応じた適時・的確な対策をとることが効率的である場合がある。 

 

 ・ 従来の施設は、改築する以外に手段がない状態に至った段階、又は営農等の環境変化により

施設が必要となる性能を満たさなくなった段階で一括して更新整備が行われることが多かっ

た。今後は、継続的な施設の機能診断に基づく健全度や劣化の要因等の評価を基礎とし、実施

可能な対策を施設の機能を保全する費用の面から比較検討することによって、より効率的な対

策手法を選択して実施する。 

   また、対策の比較検討の単位も、事業地区全体や水路の路線毎などの大くくりではなく、施

設の劣化状態等によってグループ化した施設群毎に行う必要がある。 

 

 ・ 体系的な機能診断等の取組により、施設の性能や劣化等の状態が把握され、施設崩壊に至る

リスクや、より経済的で選択可能な対応策が明確にされることで、適切な対策の適時・的確な

実施が促進され、施設の劣化に伴うリスクの軽減も図られる。 

 

・ このように、ストックマネジメントのねらいは、水利施設の時系列的な状態の把握、想定す

る複数の対策シナリオについて劣化等の進行予測を通じて、適切な補修等により構造物の延命

化を図るとともに、補修・更新費用の 小化・平準化を図ることにある。 
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
改    定    案 現           行 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図２－１ ストックマネジメントのイメージ】 
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が必要な程の構造
性能の低下

構造性能の低下
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継続的な施設診断
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ないある

ないある
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有効な補修・補強対策
の有無
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更新するより経済的な予防
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予防保全対策
を実施
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ている対応
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新たな対応

近年部分的に
取り組んでき
ている対応
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ントで取り組む対応

従来
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ない
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
改    定    案 現           行 

２．１．２ ストックマネジメントの視点 

農業水利施設のストックマネジメントにおいては、機能保全コストを算出した上で、施設の重

要度、リスク等を勘案し、適切な手法を選択することを基本とする。 

 

【解説】 

・ ストックマネジメントにおいては、従来から施設の設計段階で検討されてきた複数工法の経済

比較だけでなく、機能診断の結果を踏まえた施設の長寿命化の視点を、計画や設計のプロセスに

反映させることを基本とする。 

 

・ この場合、対象となる施設の機能を維持するために必要な性能に着目し、その低下を許容し得

る水準（管理水準）をどのように設定するかについて、明確に意識する必要がある。 

 

・ 性能の低下を一定程度許容しつつ機能を維持するということは、性能の低下が管理水準まで進

行する間に取りうる対策のシナリオ（適用可能な対策工法と実施時期の組合せ）が複数存在する

ことを意味する。 

 

・ これらのシナリオの中から 適なものを選択するにはＬＣＣを比較する必要がある。しかし、

農業生産を支えるインフラとしての農業水利施設の多くは耐用年数を迎えたら廃棄する性格のも

のでなく、永続的に使用される実態にあるためにライフサイクル期間の設定が難しいこと、また

現時点以降の機能保全を考える上で当該施設が造成された際の費用は意味を持たないことから、

厳密な意味でＬＣＣを比較する手法を用いることは合理的でない。 

 

・ そこで、農業水利施設のストックマネジメントでは、機能診断の直後から一定期間に発生する

対策工事にかかる費用、維持管理費等全ての費用の総額（以下、「機能保全コスト」と言う。）

を算出して、経済的な比較検討に用いることとする。 

この機能保全コストに基づく比較検討に加えて、施設の重要度、リスク等を勘案して対策の比

較検討を行うものとする。 

 

・ なお、施設の重要度に応じて許容できるリスクは異なることに十分留意しつつ、施設管理者等

の関係者の意向も考慮して対策を経済的に実施することが重要である。 
 

 

 

 

新規追加 
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
 

改    定    案 現           行 

２．１．３ ストックマネジメントの実施項目と流れ 

 

 

【解説】  

・ ストックマネジメントのサイクルは、造成された農業水利施設の施設管理者等による日常管

理（継続的な施設監視を含む）、施設の状態を継続的に把握するために施設造成者等が定期的

に行う機能診断、診断結果に基づく劣化予測、効率的な対策工法の比較検討、これらをとりま

とめた機能保全計画の策定、施設監視計画等に基づく施設監視（施設管理者は通常「日常管理」

の一環として行う）、機能保全計画及び施設監視結果を踏まえた適時・適切な対策工事の実施、

の各プロセスについて、関係者が連携・情報共有を図りつつ継続的に実施することが重要であ

る。この際、電子化されたデータベースに機能診断調査結果や対策工事の実施内容などのデー

タを蓄積し、機能診断精度向上のための集計・分析への反映や、ストックマネジメントの各段

階の取組で活用を図る。このストックマネジメントのサイクルを図で示すと図２－１のとおり

となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２－１ ストックマネジメントのサイクル】 

 

ストックマネジメントでは、日常管理、機能診断、機能保全計画の策定、対策工事、データの

蓄積を、段階的・継続的に実施する。 

２．２ ストックマネジメントの実施項目と流れ 

 ストックマネジメントでは、①施設管理者による日常管理における点検、補修、②施設造成

者による定期的な機能診断調査と評価、③調査結果に基づく施設分類と劣化予測、効率的な対

策工法の比較検討、④関係機関等の情報共有と役割分担による所要の対策工事の実施、⑤調

査・検討の結果や対策工事に係る情報の蓄積等を、段階的・継続的に実施する。 

 

【解説】 

   ストックマネジメントによる機能保全のプロセスは、造成された農業水利施設の施設管理

者による日常的な管理、施設の状態を継続的に把握するために施設造成者が定期的に行う機

能診断調査、施設の機能保全のための費用を低減させるための適時・的確な対策の実施につ

いて、関係者が連携・情報共有を図りつつ継続的に実施することである。この際、電子化さ

れたデータベースに調査結果や対策の実施内容などの情報を蓄積し、整理・分析することを

通じ、より高度な機能診断等に反映させる。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２－２ ストックマネジメントの流れ】 

 

施設の立地条件
や重要度に応じ、
・現地踏査

・近接目視を中心
とした現地調査

・劣化要因の推定
・健全度の判定

機能診断を踏まえ、劣化要因や健全度により
施設をグルーピング

グルーピングされた施設に応じた対策パターン

を環境に配慮しつつ複数作成（シナリオの設定）

シナリオ毎の機能保全コストを比較検討
し、地区全体として 適な計画を作成

・巡回点検
・異常、変状の把握
・軽微な補修

機能診断調査

機能診断評価

計画の作成

④対策工事

補修
補強
更新

①日常管理

⑤データの蓄積 診断情報

点
検
情
報

支援

補修等情報

連携

機能診断評価

③計画の作成

診断情報

②改 訂 

対策の必要がある場合 

 

当面対策の必要がない場合 

データの

蓄 積

対策工事

補修

補強

更新

施設監視※2 機能保全計画

の策定

日常管理

機能診断

(施設監視)※1

※1 日常管理の一貫として継続的に行う施設監視（結果は機能診断・機能保全計画策定等に活用） 
※2 機能保全計画の精度を高め、適期に対策工事を実施するために継続的に行う施設監視 
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 

日 常 管 理

機能診断

事前調査

・前歴事業、補修履歴等の整理、

施設管理者からの聴き取り等

・目視による施設全体の概要調

現地踏査

・特に重点的に調査すべき箇所

を現地調査箇所として抽出

・重点的調査箇所において劣化度

を判定するためのデータ収集

現地調査

・近接目視を中心とした調査

劣化要因の推定

・既存資料や機能診断調査

結果等から劣化要因の推

・調査単位毎に施設の劣化

進度をランク分け

（性能指標・健全度評価）

健全度の判定

劣化予測

対象施設の

グルーピング

・劣化要因及び健全度により

対象施設をグルーピング

劣化予測

・グループ毎に劣化予測

対策工法

の選定

・対策工法を複数選定

対策実施

シナリオの作成

機能保全
・機能保全コストの比較結果より選定された経済的かつ合理的な対策を検討

・対策実施シナリオについて、実施時期、対策の優先度等を盛り込んだ機能保全計画を策定

対 策 工 事

対策工法の検討

・機能保全ｺｽﾄ

の算定・比較

機能保全コストの算定

・施設別に対策実施シナリオ毎の

機能保全コストを算定

・事業化に向けての取組（施設長寿命化計画の作成等）

・機能保全計画の一部である施設監視計画に基づき、施設管理者と施設造成者（機能診断者）が情報共有

しつつ施設監視実施（施設管理者は通常日常管理の一環として実施）

・選定された対策工法、

実施時期を組み合わせて

対策実施シナリオを複数作

デ

ー

タ

の

蓄

積

施設監視

管理水準の設定 ・施設毎の重要度評価等を踏まえ、管理水準を設定

機能保全計画

の策定

 
改    定    案 現           行 

・ ストックマネジメントのプロセスは、図２－２のとおりである。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２－２ ストックマネジメントのプロセス】 

 

・ なお、それぞれの実施項目において留意すべき点は以下のとおりである。 

 

① 日常管理 

・ 施設の日常的な管理は、施設の経年的な劣化や地震等による偶発的な損傷等を把握する上で重要な機会

であり、施設に本来要求されている性能の発揮とその維持のために重要な行為である。このため、日常管

理はその結果の整理や記録を含め適切に行うことが求められる。  

   

・ 通常の維持管理の範囲で行う軽度の補修等は、原則施設管理者が行う。 

ストックマネジメントのプロセスは、図３－２のとおりとなる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図３－２ ＬＣＣを低減する機能保全計画の策定プロセス】 

 

２．３ 主な実施項目の内容 
２．３．１ 施設管理者による適切な日常管理 
 施設管理者は、日常の適切な施設の運用と管理により、施設性能の維持に努めなければならない。

また、施設の運用・管理の記録を行うとともに、大きな変状が確認された場合には、施設造成者な

どへ変状の状況等の連絡を行うことが必要である。 

【解説】 

・ 施設の日常的な運用や管理は、施設に本来期待されている性能の発揮とその維持のために重要な行為

である。また、経年的な施設の劣化や地震等による偶発的な施設の変状を把握する上で重要な機会であ

る。このため、適切な日常管理が行われなければならない。 

 

日 常 管 理 （機能監視）

機能診断
調査

事前調査 現地踏査（概査） 現地調査（精査）

・前歴事業、補修履歴等の整理、
施設管理者からの聞き取り等 ・特に重点的に調査すべき箇所

を現地調査箇所として抽出

・重点的調査地点において劣化度
を判定するためのデータ収集

・近接目視を中心とした調査

・目視による全線概要調査

機能診断
評価

劣化要因の推定
対象施設の
グルーピング

健全度の判定

・既存資料や機能診断調査
結果等から劣化要因の推定

・調査単位毎に施設の劣化
進度をランク分け

（性能指標・健全度評価）

・劣化要因及び健全度により
対象施設をグルーピング

対策工法
の検討

対策工法の選定 対策実施シナリオの作成

・グルーピングされた施設毎に
対策工法を複数選定

・選定された対策工法・実施時期を組み
合わせて対策シナリオを複数作成

機能保全ｺｽﾄ
の算定・比較

計画の作成

施設別の機能保全コスト算定 地区の機能保全コスト算定

機能保全コストの比較結果より選定された経済的かつ合理的な対策
実施シナリオについて、実施時期、対策の優先度等を盛り込んだ計画を作成

・施設別に対策実施シナリオ毎の
機能保全コストを算定

・施設別に算定された機能保全コストを
基に、地区全体の機能保全コストを算定

機 能 保 全 対 策 の 実 施

更新・管理の全体フローイメージ

劣化進行の予測

・グループ毎に
劣化進行の予測

第 3 章ストックマネジメントの基本事項(3.1 総論)より移行 

2 パラ目を移行 

改 訂 
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
改    定    案 現           行 

・ また、高度な機能診断が必要な変状を発見した場合、又は通常の管理を超える規模の対策が必要と考え

られる場合には、施設管理者から施設造成者に情報提供を行う等の対応が的確になされる必要がある。 

  

 

・ 施設管理者は、施設の適切な運用手法や管理技術の向上に努めるとともに、施設造成者と日頃から施設

の管理状況等に関する情報交換を図る。 

 

 

 

② 機能診断 

・ 施設の変状を発見し、 適な対策を検討するため、機能診断を定期的に実施する。 

  

 

 

 

 

 

・ 機能診断調査は、埋設されたパイプライン等の目視が困難な施設を除き、原則として技術的知

見を持つ技術者が、現地における目視や計測により実施することを基本とする。計測による調査

は、施設管理者が行う日常管理の情報や、過去の補修履歴などの基礎資料による情報を踏まえ、

調査を行う定点を設定し効率的に実施する。 

また、施設の状況によって早急な対策が必要と判断される場合には、精査を行うなど、段階的

な調査等を実施する。  

  

・ 機能診断により早急な対策の必要性がないと判断された場合であっても、データベースに調査

結果を蓄積する。 

 

 

・ 施設管理者が行う日常管理、施設監視に活かすため、施設の状態や性能低下の要因を踏まえた

施設監視のポイント等を施設造成者（機能診断者）から施設管理者にわかりやすく引き継ぐこと

が重要である。 

 

③ 機能保全計画の策定 

・ 機能保全計画の検討に先立ち、施設管理者や関係機関の意向を踏まえた上で、施設毎の重要度評価等に

応じた管理水準を設定する。 

 

 

・ 通常の保守管理の範囲で行う軽度の補修等は、施設管理者が行う。また、高度な機能診断が必要な変

状を発見した場合、又は通常の管理を超える規模の対策が必要であると考えられる場合には、施設造成

者に情報提供を行う等の対応が的確になされる必要がある。 

 

・ 施設管理者は、施設の適切な運用手法や管理技術の向上に努めなければならない。 

 

・ 施設造成者は、施設管理者と日頃から施設の管理状況等について情報交換を図るように努めなければ

ならない。 

 
２．３．２ 定期的な機能診断調査と評価 

  施設の変状を発見し、 適な対策を適時に検討するため、機能診断調査とその評価を定期的

に実施する。 

 
【解説】 
・ 定期的な機能診断調査と評価を基礎として、複数の対策工法の比較検討を行うことは、スト

ックマネジメントの重要な考え方である。 

  

・ 機能診断調査は、施設管理者が行う日常管理からの情報や、過去の補修履歴などの基礎資料

による情報を踏まえ、効率的に実施する。 
 

・ 機能診断調査は、埋設されたパイプライン等の目視が困難な施設を除き、原則として技術的

知見を持つ技術者が現地踏査による目視を基本として実施する。また、施設の状況によって早

急な対策が必要と判断される場合には、精査を行うなど、段階的な調査等を実施する。 

 

 
・ 初回の機能診断で早期の対策の必要がなかった場合であっても、データベースに調査結果の

情報を蓄積するとともに、その後の日常管理に活かすため、施設の劣化原因や状態を踏まえた

継続点検のポイントを施設管理者にわかりやすく引き継ぐことが重要である。 

 
 
 
 
２．３．３ 調査結果に基づく施設の分類と劣化予測、対策工法の比較検討 

  機能診断調査の結果に基づき、施設の劣化予測を行うとともに、取りうる対策の選択肢を明

確化した上で、それぞれの対策工法についてＬＣＣを低減する観点から比較検討を行う。 
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
改    定    案 現           行 

・ 機能保全計画は原則施設毎に策定するものであり、「劣化予測」、「対策工法」、「対策実施シナリオ」、

「機能保全コスト」及び「施設監視計画」についてそれぞれとりまとめる。 

 

・ 「劣化予測」では、当該施設の劣化状況等を踏まえ、同一の検討を行うことが可能な単位毎に分

類（グルーピング）し、それぞれのグループの状況に適した手法で検討する。 

 

・ 「対策工法」の検討では、機能診断、劣化予測等の結果を踏まえ、水利性、通水性、力学的安定

性、耐久性、安全性、施工性等の観点から妥当性が見込まれる対策工法を検討する。この際、極力

複数の案を検討する。 

 

・ 「対策実施シナリオ」の作成では、上記の検討結果を踏まえ、対策工法とその実施時期を組み合

わせたシナリオを作成する。この際、技術面・経済面等も含め妥当であると考えられる対策の組合

せを検討し、極力複数のシナリオを設定する。 

 

・ 「機能保全コスト」は、シナリオ毎に算出する。シナリオを選定する際には、機能保全コスト

が も経済的となるシナリオの選定を基本とする。しかしながら、経済性のみで判断するのでは

なく、施設の重要度、施設の有するリスク、環境への影響、維持管理面での施設管理者や地方公

共団体等の意向等も考慮し、総合的に判断する必要がある。 

 

・ 「施設監視計画」は、監視を行う測点（部位）、監視内容・項目、頻度、監視にあたっての留

意事項、監視実施者、監視結果の記録、異状時の措置、次回予定診断時期について施設造成者（機

能診断者）と施設管理者が情報共有しつつ策定する。なお、対策工事を当面実施しない施設にお

いて継続監視とする対応もストックマネジメントの重要な取組の一つである。 

 

④ 施設監視 

・ 機能診断実施後、対策工事を実施するまでの間、施設監視計画に基づき、施設管理者と施設造

成者（機能診断者）が情報共有しつつ施設機能の監視を行う。 

 

・ 施設監視は、対策工事の実施時期の見極めを行うため、劣化の進行状況を適切に把握し、その

結果の整理や記録を含め適切に行うことが重要である。 

 

・ 施設監視にあたっては、可能な範囲で、機能診断の際に設定した定点を用いて、機能診断時点

からの施設状態の変化を把握することが重要である。 

 

⑤ 対策工事 

・ 機能保全計画及び施設監視結果に基づき適切な時期に対策を実施するため、関係者との調整を

早めに行っておくことが重要である。 

【解説】  
・ 機能診断調査の結果に基づき、何らかの対策が必要と判断される施設がある場合には、所要

の対策工法を検討するため、施設構造や立地条件を考慮しつつ、施設の劣化状況(健全度）に応

じて施設の分類（グルーピング）を行う。この分類毎に、複数の対策案を比較検討し、より効

率的な対策工法を選定する。 

 

・ 対策工法は、施設の構造や劣化状況に応じて技術的に適用可能なものを検討の対象とするが、

その際に取りうる対策の選択肢（オプション）を明確にすることが重要である。 
 
・ 対策工法の比較は、一定の検討期間を定め、その期間中に発生する施設の機能を保全するの

ための費用（建設費、補修費、維持管理費など）が も経済的となる手法を基本とする。しか

しながら、経済性のみで判断するのではなく、環境への影響や環境修復の可能性、施設管理者

や地域住民の意向等も考慮し、総合的に判断する必要がある。 
 

・ 劣化が比較的軽度の場合、軽度で安価な対策工事から本格的な対策工事まで、適用可能な対

策工法の選択肢が広い。しかし、劣化が進んだ状態では、適用可能な対策工法の選択肢が小さ

くなるのが一般的である。 

 

・ また、施設の劣化状況が軽度で対策を講じない施設であっても、劣化予測が困難な場合には、

変状の変化について継続監視とする対応もストックマネジメントの重要な視点である。 
 
・ なお、劣化予測を伴う対策工法の採用に当たっては、劣化予測に含まれる誤差についても考

慮することが望ましい。 

 

内容を精査・再構成し改訂 

18



農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
 

改    定    案 現           行 

・ 事業実施段階においては、必要な詳細調査（実施設計）を行い、対策工法を確定する。 

 

⑥ データの蓄積 

・ 過去の機能診断の結果や補修工事の履歴等を電子化されたデータベースに蓄積し、一元管理す

ることを通じて、施設の劣化予測の精度向上や効果的な対策工法の検討に資するなど、ストック

マネジメントの効率的な実施と技術と技術の向上を図ることが可能となる。これら蓄積された情

報は、常に参照できるように整備することが重要である。これにより、施設の経年的な劣化を的

確に把握することが容易となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【参考】予防保全対策の考え方  

  

本手引きにおいては、予防保全を「当該施設に求められる性能が、管理水準を下回る前に、機能保全コストの低

減、リスク軽減等の観点から、経済的に耐用年数の延伸を図る目的で実施する対策」と位置づけている。補修や補

強といった手法による耐用年数の延伸が、供用期間を全うした後に再建設する方法よりも経済的であれば、こ

れを選択するものである。  

コンクリート標準示方書※では、劣化が顕在化しないように予防的処置を計画的に実施することを予防保全

としている。しかし、農業水利施設においては、コンクリート等の部材に物理的な変状が生じても直ちには

通水性能の低下といった不具合が顕在化しない例も多い。このため、部材に対する補修・補強等が事後保全

であっても農業水利施設全体の機能としてみると予防保全といえる。  

   

※コンクリート標準示方書における予防保全の定義  

予防維持管理：構造物に劣化を発生あるいは顕在化させない、もしくは、性能低下を生じさせないための

予防的処置を計画的に実施する維持管理。 

＜土木学会 コンクリート標準示方書維持管理編(2013 年制定 平成 25 年 10 月発行)＞ 

 

一般的に、構造物の性能は、材料の変状が発生あるいは顕在化することにより低下し始める。予防維持管

理とは、変状が顕在化しないように予防的に適切な対策を講じ、構造物の維持管理を行う方法である。予防

維持管理は、構造物や部材の変状を 小限に留めるという観点からは、維持管理の方法として も望ましい

が、変状が顕在化する前からの詳細な調査やモニタリングなどが必要であるとともに、比較的精度の高い劣

化予測も必要となる。この手法は、重要度の高い構造物や予定供用期間の長い構造物等の維持管理を行う上

で特に有効である。 

 

２．３．５ 機能診断調査の結果や検討の経緯、対策工事の履歴に係る情報の蓄積 

  中長期の劣化予測や対策工法を検討するに当たり、過去の機能診断の結果や補修工事の履歴

等が重要な情報となる。このため、これを電子化されたデータベースに蓄積し、常に参照でき

るように整備することが重要である。 

 

【解説】  

・ ストックマネジメントは劣化の進行を踏まえて、より効率的な対策を比較検討し選択するも

のであるため、施設の設計諸元や診断結果、補修等の履歴、日常的な維持管理の状況等の情報

が検討に当たっての重要な情報となる。このため、これらの情報を収集・蓄積し、一元的に管

理することにより、施設の経年的な情報の的確な把握が可能となる。 

 

・ 様々な施設の劣化の進行に関するデータの蓄積が図られることにより、施設の劣化予測の精

度を向上させることが出来るなど、ストックマネジメントの実施の効率化や技術の向上が図ら

れる。 

 

【参考】予防保全対策の考え方 

 

 本手引きにおいては、予防保全を「当該施設に求められる性能が，管理水準以下に低下する前に，機能保全コストの

最小化の観点から，経済的に耐用年数の延伸を図る目的で実施する対策」と位置づけている。補修や補強といった手法

による耐用年数の延伸が、供用期間を全うした後に再建設する方法よりも経済的であれば、これを選択するもの

である。 

 コンクリート標準示方書※では、劣化が顕在化する以前から詳細な点検を行い、劣化が顕在化することがない

ように予め対策をとることを予防保全としている。しかし、農業水利施設においては、コンクリート等の部材に

物理的な劣化が生じても直ちには通水性能の低下といった不具合が顕在化しない。このため、部材としては事後

保全であっても農業水利施設全体の機能としては予防保全となる。 

 

 ※コンクリート標準示方書における予防保全の定義 

 予防維持管理：構造物の性能低下を引き起こさせないことを目的として実施する維持管理。予防保全とも言う

。 

 予防維持管理について、一般的に、構造物の性能は、材料の劣化が顕在化することにより低下し始める。予防

維持管理とは、劣化が顕在化する以前から詳細な点検を行い、劣化が顕在化することがないよう適切な対策を講

じ、構造物を維持管理する方法である。維持管理の方法としては も望ましい。 

＜土木学会 コンクリート標準示方書（維持管理編）(2001年制定)＞ 

 

 
 

内容を精査・再構成し改訂 
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
 

改    定    案 現           行 

２．１．４ 関係者間での情報共有と対策実施の役割分担 

 

 

【解説】  

・ 機能診断の調査結果や機能保全のための対策工法の検討経緯については、施設造成者、施設管

理者等の関係者間で情報を共有する必要がある。また、情報共有の一環として、各種リスクに関

する情報について提供及び共有を行うリスクコミュニケーションの取組も重要である。 

 その上で、機能保全対策について、関係者が適切に役割分担して実施することについて合意形

成を図る必要がある。 

 

・ 施設の劣化状態や今後必要となる機能保全対策等について施設管理者等に説明し情報共有を行

うことは、適切な機能保全対策の実施に向けた合意形成を図る上で不可欠である。 

 

・ 健全度評価等の単なる診断結果の説明だけでなく、健全度の低下に起因し、どのような損壊事

故が発生する恐れがあり、発生した場合の影響がどのようなものとなるか等について、類似施設

の事例等の情報も含めて、極力具体的に説明することが重要である。 

 

・ なお、直ちに何らかの対策が必要ではない場合であっても、施設の状態や対策が必要となる将

来の見込み等について的確な情報を共有することが重要である。 

 

機能保全のための対策を検討・実施しようとする場合、施設造成者、施設管理者等の関係者間で

情報を共有するとともに、適切な役割分担の下に合意形成を図ることが必要である。 

２．３．４ 施設管理者、施設造成者等の関係者間の情報共有と対策実施の役割分担 
 

  実際の機能保全のための対策を検討・実施しようとする場合、関係する機関が情報を共有

するとともに、対策の実施時期や工法の選定に当たっては適切な役割分担の基に合意形成を図

ることが必要である。 

 
【解説】 
・ 機能診断の調査結果や機能保全のための対策工法の検討経緯については、施設管理者と施設

造成者及び関係機関が情報を共有し、今後の具体的対応について検討することが重要である。

 

 

 

 

 

・ 直ちに何らかの対策が必要ではない場合であっても、施設の状態や対策が必要となる将来の

見込み等について的確な情報を共有することが重要である。 
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
 

改    定    案 現           行 

２．２ 性能の管理 

２．２．１ 農業水利施設の機能と性能 

【解説】  

・ 農業水利施設の機能とは施設が本来的に果たす役割であり、水利用機能、水理機能、構造機能

等に分類される。農業水利施設の目的は、水利用機能の発揮であり、水理機能、構造機能は、水

利用機能の発揮を支える関係にある。また、これらの機能のほかに自然災害や事故等におけるリ

スクなどに対する安全性・信頼性や経済性、環境性といった社会的機能がある。これらの機能を

発揮する能力が性能であり、性能は、物理的状態を指標として具体的に表すことができる。 

農業水利施設（土木施設）の機能と性能の例を図２－３に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２－３ 農業水利施設（土木施設）の機能と性能の例】 

農業水利施設の有する機能は、水利用機能、水理機能、構造機能等のほか、農業水利施設全般

に求められる社会的機能がある。 

農業水利施設の性能は、これらの機能を発揮する能力であり、通水量、変形量などといった個

別の性能指標で表すことができる。 

３．２．２ 農業水利施設の機能と性能 

 

農業水利施設の有する様々な機能は、水利用機能、水理機能、構造機能等に分類され、

これらは重層的に構成されている。また、機能の発揮能力が性能であり、操作性、通水

性、耐摩耗性といった個別の性能指標や、総合的な健全度指標で表すことができる。 

【解説】 

・ 農業水利施設の機能とは施設が本来的に果たす役割であり、水利用機能、水理機能、構造機

能等がある。また、その役割を発揮する能力が性能であり、性能は通水等の現象や、強度等の

物理的状態として具体的に表すことができる。また、これらの機能は重層的な関係にあり、構

造機能が水理機能や水利用機能を下支えする関係にある。（図３－４） 

 
【図３－４ 農業水利施設の機能と性能】 

・ この手引きにおけるストックマネジメントでは、これらの機能の発揮能力を表す性能のうち、

直接的に管理を行う性能指標を特定するか、又は主に構造性能の劣化状況の視点から定義した

健全度指標による性能管理を行う。 

 

用水施設の目的 
（農地へ水を供給する） 

水利用機能： 
 配水の弾力性、保守管理性、環境性能 
 経済性能、安全性能 

水理機能： 
 通水性、水理的安定性、分水制御機能 

構造機能： 
 力学的安全性、安定性、耐久性 

指標の例： 
 維持管理経費、事故件数 

指標の例： 
通水量、粗度係数、通水断面 

指標の例： 
強度、摩耗深、中性化深、鉄筋腐食量、耐用

年数 

機能・目的 

性能を表す指標の例 

水利用性能： 

送配水性、配水弾力性、保守管理性 

保全性 

機能・目的 

農業水利施設の目的 

（農地へ水を供給する） 

水理性能： 

通水性、水理学的安全性、分水制御性 

構造性能： 

力学的安全性、耐久性、安定性 

性能を表す指標の例 

指標の例： 

送配水効率、調整容量、保守管理頻度（費

用） 

指標の例： 

通水量、漏水量、水撃圧、分水量・水位

の制御 

指標の例： 

ひび割れ幅、変形量、腐食量、摩耗量、

沈下、継ぎ手間隔 

社会的性能： 

安全性・信頼性、経済性、環境性 

指標の例： 

漏水・破損事故歴（件数）、 

耐震性、維持管理経費、生物の生息の有

無 

水利用機能 

水理機能 

構造機能 

社会的機能 

第 3章ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの基本事項 3.2.2 から移行 

 追加 
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
 

改    定    案 現           行 

 

 

 

 

 
 

【参考】 機能(function)と性能(performance) 

 

機能と性能は混同される場合が多いが、ストックマネジメントの考え方や性能設計においては、重要な概

念である。  

包括設計コード（案）（土木学会 2003.3）では、構造物を対象とする「機能」と「性能」の定義が次のよ

うに示されている。 

（機能）：使用する目的に応じて構造物が果たすべき役割 

（性能）：使用する目的あるいは要求に応じて構造物が発揮すべき能力 

 

例えば、用水路工の機能と性能の例を示すと次のようになる。 

 

（用水路工の機能）：かんがいに必要な用水を所定の位置に必要な時期に、安全・確実にかつ必要な量を

安定して流送・配分すること。 

（用水路工の性能）：通水量や分水量、水位の制御など数値化できる能力。 

つまり、機能とは性質や役割であって、直接数値化できないものであり、また、性能とは、具体的な指標

として数値化できるもの、ということである。 

・ このように、個別の性能指標又は健全度指標について、管理水準を定め、それを維持するた

めの中長期的な手法をとりまとめたものを、この手引きにおいては「機能保全計画」という。

また、機能保全計画に基づく工事等を「機能保全対策」という。 

 

 

 

【コラム】 機能(function)と性能(performance) 

 

 機能と性能は混同される場合が多いが、ストックマネジメントの考え方や性能設計においては、

重要な概念である。 

 例えば、飛行機の機能と性能といった場合、 

  ・飛行機には、飛ぶ機能がある。 

  ・その飛行機の性能は、 高時速 1,200㎞/時、航続距離は 3,000㎞である。 

 という違いである。 

 つまり、機能とは性質や役割であって、直接数値化できないもの。また、性能とは、具体的な指

標として数値化できるもの、ということである。英語表記の方がわかりやすいかもしれない。 

 

 「 近、肝臓の機能が低下してきた」という言葉を日本語として使う場合があるが、厳密には、

「 近、肝臓の代謝機能の一つであるアルコールの代謝性能が低下してきた」というような使われ

方が正しい。 
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
 

改    定    案 現           行 

 

２．２．２ 性能に着目した管理 

【解説】  

・ ストックマネジメントにおける性能管理とは、施設の設置目的を達成するため、着目した機能

について、要求性能水準が満たされるよう管理することである。性能管理を行うことで、機能を

含めた保全が実現されるものである。 

 

・ ストックマネジメントにおいては、このために取りうる手段（対策）のうち、経済性（実施時

期や実施頻度を踏まえた対策費用等）や対策実施後の維持管理の便宜を踏まえた上で適時・適切

な手段（対策）を選択することが重要である。農業水利施設の性能管理のイメージは図２－４の

とおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２－４ 農業水利施設の性能管理のイメージ】 

・ ここで、これ以上の性能低下を許容することができない水準が管理水準であり、管理水準は、

施設管理者の意向を踏まえつつ、個々の施設における重要度、自然災害や事故等のリスク等を考

慮して設定する。管理水準は、使用上の限界となる性能の水準（使用限界水準）を下回らないよ

うに設定する。 

・ 性能管理にあたっては、可能な限り定量的な個別の指標を用いることとする。 

なお、すべての性能指標に対して同レベルで性能管理を行うことは現実的ではないことから、

重点的に管理すべき性能指標を設定して性能管理を行うことが重要である。 

 

・ 性能低下は、様々な要因に影響されて進行するが、これらの中から支配的な要因を判定して、

これに基づく劣化予測を行うことが基本である。 

性能管理とは、使用する目的あるいは要求に応じて構造物が発揮すべき能力に着目した管理を

行うことであり、ストックマネジメントにおいては、着目した性能について、要求が満たされる

よう管理していくことが求められる。 

この際、個々の施設に応じた重要度や許容しうるリスク等を勘案して、性能低下を許容できる

性能水準（管理水準）を明確に設定する必要がある。 

３．２ 性能の管理 

 

３．２．１ 基本的考え方 

ストックマネジメントの考え方は、農業水利施設の有する機能に着目し、その性能を

適な手法によって一定の範囲に維持することである。この際、どこまでの性能低下を

許容するかを明確にすることが必要である。 

 

【解説】 

・ ストックマネジメントは、当該農業水利施設の設置目的を達成するため、着目した性能や総

合的に評価した健全度指標を一定範囲に維持するために も合理的な手段を見いだすプロセス

である。 

 

・ 具体的には、図３－３のように、特定の性能を、新設時の水準と、これ以上の性能低下を許

容することが出来ない管理水準の間に維持するために取りうる手段のうち、対策の実施時期、

対策工法などが も経済的になる手段を選択する手法である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図３－３ 性能劣化曲線と管理水準】 

 

・ 管理水準は、性能低下を許容できる限界の性能水準であり、個々の施設における農業面の重

要性や環境への影響、災害リスクなどを総合的に勘案して、これを定める必要がある。 

 

機能診断

性能管理の範囲

経過年

性能水準

管理水準

新設

使用限界水準

対策実施水準（目標性能）

補強

第 3章ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの基本事項 3.2.1 から移行し全面改訂

 
改訂 
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
 

改    定    案 現           行 
【参考】主に構造性能に係わる性能指標を総合した健全度を活用して機能診断を行う理由 

 

 一般的に、農業水利施設の性能管理においては、水利用性能の維持を図ることが主な目的となる。しかしなが

ら、ストックマネジメントにおける機能診断においては、主に構造性能に関わる性能指標を総合した「健全度」

という指標により、施設の劣化状態を定性的に管理するという手法が用いられている。これは以下の理由による

ものである。 

①施設損壊のリスクへの対応 

施設損壊による水利用性能・水理性能の大幅な低下は、営農等への影響が大きく、 も注意を要することであ

る。他方、水利用性能、水理性能の大幅な低下をもたらす施設損壊は、施設のある部分の構造性能が限界以下に

低下することで突然発生するものであり、送配水効率や通水量等、水利用性能や水理性能に関わる性能指標に着

目しても、その発生時期を予測することは困難である。そのため、構造性能に関わる性能指標を用いて管理・劣

化予測することが、施設損壊のリスクへの対応としては効果的である。 

②補修・補強等の必要性の有無の判断 

 構造性能の劣化状況は定量的な把握が容易であり、また、例えばコンクリート構造物では、どの状態で補修・

補強等を行えば長寿命化が図られるという知見が得られているなど、構造的な劣化の状況から補修・補強の必要

性を判断できる場合が多い。施設状態評価表の評価基準もこのような考えで構造性能に着目して設定しているも

のが多い。また、構造的に適切な補修・補強がなされれば、基本的に、水利用性能は維持されると考えることが

できる。こうしたことから、現時点での補修・補強の必要性を判断する意味でも構造性能の劣化状況の視点で機

能診断を行うことは合理的である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２－５ 施設損壊の発生時期の予測イメージ】 

 

 

新規追加 
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
改    定    案 現           行 

一方、構造性能は水利用性能・水理性能を下支えするものであり、また、健全度指標は水利用性能・水理性能を

意識している評価項目もあることから、健全度を管理水準内に維持することで、水利用性能・水理性能についても

一定程度は担保されるものである。 

こうした背景から健全度指標を活用しているところであるが、健全度指標のＳ評価だけにとらわれるのではな

く、水利用性能・水理性能を意識しつつ、極力その健全度評価に至った性能指標を踏まえた劣化予測を行い、要求

性能が適切に確保出来るよう、対策工法に反映させることが重要である。 

 
 

【図２－６ 農業水利施設の性能のイメージ及び健全度指標を活用した施設の機能保全】 

 

新規追加 

新設(供用開始) 
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
改    定    案 現           行 

 

２．２．３ 健全度指標 

 

【解説】  

・ 施設機能に係る性能指標は多数あるが、管理指標としての適合性が確立しておらず、また施設

毎に適正もことなることから、施設機能の性能管理を行う全国共通の代表指標として、主に構造

性能に影響する対象施設の変状等のレベルを指標化した「健全度指標」を用いることとする。 

 

表２－１ 健全度指標と施設の状態 

健全度指標 施設の状態 

S-5 変状がほとんど認められない状態 

S-4 軽微な変状が認められる状態 

S-3 変状が顕著に認められる状態 

S-2 
施設の構造的安定性に影響を及ぼす 

変状が認められる状態 

S-1 
施設の構造的安定性に重大な影響を

及ぼす変状が複数認められる状態 

 

・ なお、施設毎に個別の性能指標を設けて管理することが適切であると想定される場合には、健

全度指標に加えて、これらの性能指標による管理も行うことが期待される。 

例えば、水利用性能や水理性能そのものの低下が著しく、それ自体に着目すべき場合や、構造

性能の低下以外にも水利用性能や水理性能に与える影響が大きい要因がある場合などにおいて

は、それらの要因等を踏まえ、特定の性能指標による管理の可否についてを検討することが望ま

れる。 

 

主に構造性能に影響する対象施設の変状等のレベルを指標化したものを「健全度指標」という

。施設の健全度評価は、機能診断調査結果から対象施設がどの健全度に該当するか判定すること

により行う。 

また、管理水準は健全度指標により設定することができる。 

３．２ 性能の管理 

 

３．２．１ 基本的考え方 

ストックマネジメントの考え方は、農業水利施設の有する機能に着目し、その性能を 適な

手法によって一定の範囲に維持することである。この際、どこまでの性能低下を許容するかを

明確にすることが必要である。 

 

【解説】 

・ ストックマネジメントは、当該農業水利施設の設置目的を達成するため、着目した性能や総

合的に評価した健全度指標を一定範囲に維持するために も合理的な手段を見いだすプロセス

である。 

 

・ 具体的には、図３－３のように、特定の性能を、新設時の水準と、これ以上の性能低下を許

容することが出来ない管理水準の間に維持するために取りうる手段のうち、対策の実施時期、

対策工法などが も経済的になる手段を選択する手法である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3章ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの基本事項 3.2.1 から移行し全面改訂
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
改    定    案 現           行 

 

２．３ 重要度評価  

 

【解説】  

・ 施設の重要度は、農業面では農業への影響度や復旧の難易度（費用・期間）等に置き換えて考

えることができ、農業以外の面では、住宅地、公共機関等の周辺施設の立地条件から、事故が起

こった場合の被害額等に置き換えて考えることができる。 

 

・ 施設の重要度は、農業面と農業以外の面（施設周辺環境等）に与える影響から評価を行うもの

であり、施設の状況等に応じ、定性的又は定量的な判断から評価・区分を行う。 

 

・ なお、農業以外の面に与える影響から評価した場合、例えば、以下に該当する施設は重要度が

高い施設に区分される。 

① 施設周辺に主要道路や鉄道、人家等があり、人命・財産等への影響が大きいもの 

② 地域防災計画によって避難路に指定されている道路に隣接するなど、避難・救護活動への影

響が大きいもの 

③ 地域の経済活動や生活機能への影響が大きいもの 

 

・ 重要度区分は、土地改良事業計画設計基準や土地改良事業設計指針「耐震設計」に示されてい

る区分を基本としつつ、当該施設における重要度評価の目的や施設が置かれの状況等を総合的に

勘案したうえで、個別に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リスク管理の観点から、ストックマネジメントの各プロセスの取組を効率的に行うため、施設

の重要度を評価する。 

 

 
 

新規追加 
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
改    定    案 現           行 

２．４ リスク管理 

２．４．１ 基本的考え方 

 

【解説】  

・ 東日本大震災や部材劣化によるトンネル事故等を契機に、社会資本の耐震化対策、施設診断や

老朽化対策の実施等によるリスク管理の重要性が改めて認識されたところである。 

 また、食料・農業・農村基本計画（平成 22 年 3 月閣議決定）では、「リスク管理を行いつつ、

施設のライフサイクルコストを低減し、施設機能の監視・診断、補修、更新等を機動的かつ確実

に行う新しい戦略的な保全管理を推進する。」とされ、土地改良長期計画（平成 24 年 3 月閣議決

定）では、「機能の監視・診断等によるリスク管理を行いつつ、劣化の状況に応じた補修・更新

等を計画的に行うことにより、施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減を図る戦略的な保

全管理を推進する。」とされている。 

 

・ こうした背景から、ストックマネジメントにおいても「リスク管理」の強化が求められている

ところである。 

 

・ 農業水利施設のリスク管理においては、施設が本来果たすべき機能への影響に加えて人命・財

産等の第三者被害への影響も併せて考慮しつつ、リスクを特定した上で、そのリスクを施設造成

者、施設管理者双方の視点で分析・評価し、施設監視、機能保全対策の実施等の手段によってリ

スク対応を図ることが基本となる。 

   

・ リスクには大小様々なものが考えられるが、特に、施設の本来機能や第三者被害への影響が大

きいと判断されるリスクについては、その影響に応じて予め機能保全対策を実施したり、リスクが

顕在化した場合を想定して応急対策等の計画を事前に準備するなど、リスクの低減を図る取組が有

効である。 

他方、こうした機能保全対策の実施以外でも、施設監視計画に基づく監視、次回の機能診断時

期の検討、日常管理などもリスク対応にあたる。 

 

 

農業水利施設では、施設の劣化や自然災害などにより、施設機能が低下して施設が損壊・故障し、

本来機能の停止のほか二次災害や第三者被害等が発生するなどのリスクが考えられる。ストックマ

ネジメントにおいては、こうしたリスクへの対応（リスク管理）について考慮することが重要であ

る。 

 

新規追加 

28



農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
改    定    案 現           行 

 

・ 具体的には、管理水準での考慮(2.4.2)、リスクコミュニケーション(2.4.3)、緊急事態におけ

る事後対応の検討(2.4.4)のほか、機能診断調査の頻度の設定、対策工法への反映、対策実施の優

先度の設定などにリスク管理の考え方を活用することが考えられ、こうしたストックマネジメント

の各プロセスにおいてリスクを考慮することにより、効果的なリスク管理に取り組んでいくことが

重要である。 

 

 

 

新規追加 
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
改    定    案 現           行 

【参考】リスクの概念とイメージ 

・ リスクは、「ある事象（周辺状況の変化を含む）の結果とその発生の起こりやすさの組

合せとして表現されることが多い」とされている。 

 

・ 農業水利施設のリスクとしては、劣化や偶発的な外力などの要因により施設の崩壊や突

発事故などの事象が発生する等が想定される。その結果として本来機能（施設機能・営農

活動）に与える影響と人命・財産への影響や地域の経済活動への影響などが起こりうる。

 

・ 農業水利施設においては、例えば事象の結果とは、事象が発生した場合の農業面・農業

以外の面の損失額であり、その起こりやすさとは、自然災害、突発事故、施設の劣化によ

る損壊等の発生確率といえる。 

 

・ ストックマネジメントにおいて、簡易にリスク管理を行っていく場合には、例えば、事

象の発生確率を健全度評価（又は個別の性能指標等）、事象の結果による損失額（損失の

大きさ）を重要度評価に置き換えて考えることができる（図２－７）。これにより、それ

ぞれの施設又は施設群が保有するリスクの大きさを包括的に表現し、比較することが可能

となる。 

 
【図２－７ 重要度・健全度とリスクの関係（イメージ）】 
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
改    定    案 現           行 

２．４．２ 管理水準での考慮 

ストックマネジメントにおいては、リスクを効率的に抑制する観点から、施設の重要度評価等

を踏まえた潜在的リスクの大きさ等を考慮して、管理水準を適切に設定することが重要である。

 

【解説】 

・ 健全度指標による管理水準を設定する場合、一般的には S-1 に設定することが多いと考えられ

るが、施設の重要度評価等を踏まえた潜在的リスクの大きさを考慮して、管理水準をそれよりも

上げる対応が考えられる。 

  具体的には、施設の損壊や機能停止等が発生した時の影響の大きさや発生確率等（リスク）を

総合的に勘案して、損壊・機能停止等を回避するための対策を行うべき施設を区分した上で、そ

れらの施設は管理水準を高めに設定し、早めに予防保全的な対策を実施していく対応が考えられ

る。 

 

 
【図２－８ 健全度による管理水準の設定を行う場合の例】 

 

 

・ リスクが大きい施設（重要度の高い施設）については、高い管理水準の設定により早めの予防

保全対策を実施する一方で、重要度の低い施設については、対応コストも考慮し、予防保全では

なく、ある程度事後対応となってもやむを得ないと整理していくことが考えられる。 

 

・ 一般的にリスクの受容程度とリスク対応に係る費用はトレードオフの関係となることから、施

設造成者は、施設管理者等関係機関とのリスクコミュニケーションを通じて、リスクをどこまで

許容するかを含めたリスク管理の基本的な方向性について合意を形成することが求められる。 

こうしたことから、管理水準は関係機関の意向を踏まえた上で適切に設定することが重要であ

る。 

 

 

 

 

 
 

機能診断

従来の管理水準（Ｓ－１の場合）

経過年数

重要度評価に応じた

管理水準の向上

対策の実施

設定した管理水準（Ｓ－２の場合）

※Ｓ－１のシナリオは選択しない

S-5

S-4

S-3

S-2

S-1

健全度指標
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
 

改    定    案 現           行 

２．４．３ リスクコミュニケーション 

 

 

【解説】  

・ 農業水利施設には、施設造成者、土地改良区など施設管理者、農家など本来機能の受益者や地域

の人命・財産等に係る地方公共団体など多くの利害関係者が存在するが、リスク管理にあたっては、

これらの利害関係者との間で、リスクの内容とその対応に関する情報を共有するリスクコミュニケ

ーションを図ることが重要である。 

 

・ 例えば、策定された機能保全計画等を基に、①日常管理の範疇において維持修繕の適切な実施

及び実施内容の蓄積、②対策工事を実施するまでの監視強化及び監視結果の整理、③突発事故発

生時の対応計画及び連絡体制の整備、④国・県営事業による事業化に向けた社会的リスクの整理

など、リスク管理を念頭において関係機関でリスクに関する情報を整理・共有することが望まし

い。 

 

・ なお、施設管理者や施設造成者等との間で、対策工事の範囲や実施時期等の調整を行う場合は、

その結果により新たに生ずることになるリスクについても関係者間で十分に共有し、理解を得た

上で計画策定等を行うことが重要である。 

 

・ 特に、機能保全対策が実施されるまで、又は施設がある限り残留するリスクについては、リス

クをどこまで許容できるか明らかにし、施設造成者、施設管理者等の関係者間で、そのリスクを

保有し管理するものとして合意を図ることが重要である。 

 

・ また、施設監視の結果、あるいは財政制約等によって、あらかじめ策定した機能保全計画とは

異なる時期又は内容で対策工事を実施する場合があるが、そうした変更等があった場合に実施す

るリスク増減の説明、関係者間での情報共有、それを踏まえた合意形成、経過の記録などもリス

クコミュニケーションであり、重要な要素である。 

 

 

 

施設造成者、施設管理者、地方公共団体等の関係機関でリスクに関する情報の共有を図るリスク

コミュニケーションの取組を推進していくことが、リスク管理を強化していく上で重要である。 

 

 

新規追加 
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
 

改    定    案 現           行 

２．４．４ 緊急事態における事後対応の検討 

機能保全対策の適切な実施等により、施設の損壊等による影響が大きい事故は発生させないよ

う万全を期すことが基本となるが、比較的小規模な事故も含めて、全ての事故を完全に回避する

ことはできない。このため、施設の損壊等が発生した場合の影響を極力抑制することができるよ

う、事後対応の検討を行っておくことが有効である。 

 

【解説】 

・ 近年、老朽化等による突発事故の発生は増加傾向にある。突発事故については、その多く

が予見することが困難であり、適切な日常管理や機能保全対策を実施していても全てを防ぐ

ことは困難である。 

そのため、施設造成者、施設管理者等が保有するリスクが顕在化した場合を想定して、対

応手順の策定及び準備を行い、被害の低減を図るための備えが重要である。 

 

・ 平常時に、機能保全計画とは別に、応急対策と復旧対策の手順を策定することが望ましく、

例えば「緊急時の対応計画」、「施設造成者、施設管理者等の関係者間の協力関係と連絡体

制」等の整備を関係者と連携して行うことが望ましい。 

  なお、緊急時に施設が有効活用できる場合は、その活用手順等についても検討しておくこ

とが望ましい。 

 

１）緊急時の対応計画の整備（例） 

（１）事故シミュレーション（重要度、健全度等から対象施設を選定した上で、施設崩壊

による影響の想定、影響を軽減するための必要な方策の検討等） 

（２）適切な人員、資材及び工事の調達計画（応急復旧計画） 

（３）訓練等による対応計画の有効性の検証（防災訓練）など 

 ２）施設造成者、施設管理者等の関係者間の協力関係と連絡体制の整備（例） 

（１）リスクコミュニケーション手段の決定と内容の明確化 

（２）平常時と緊急時における連絡体制の整備 など 

 

これらを整備する目的は、リスクが顕在化した場合の応急対策や復旧対策を円滑に進め、被害

の 小化、被害拡大の防止、二次被害防止、早期の復旧等に資することであることに留意する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規追加 
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
 

改    定    案 現           行 

【参考】LCC 比較（機能保全コスト比較）におけるリスクの考慮 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定したリスクを定量的に評価し、これをＬＣＣの比較に組み込むことも条件次第では可能で

ある。そのイメージを図２－８に参考として示す。 

リスクは様々な定義があるが、ここでは、リスクの大きさは事故等の発生確率（簡易的に行う

場合は事故率）と施設の損失額（重要度）で評価することとする。 

 

Ｒ（リスク：期待損失）＝Σ[Ｐ事故の発生確率×Ｃ施設の損失額] 

 

・ 農業水利施設の場合、施設の重要度は、農業面では、支配面積、農業への影響度、復旧の難易

度、代替策の有無、その難易度等であり、農業以外の面では、主に事故発生時に想定される被害

の大きさ、すなわち集落や公共交通機関等との位置関係等の立地条件、地域排水に関わる施設か

どうかといった要素が重要となる。 

 

・ リスクは、自然災害、突発事故等により施設が機能停止に陥る確率と、それがもたらす損失額

（施設が破損することで周辺環境に与える不利益額、施設の機能が発揮されないことによる不利

益額、復旧・仮設に要する費用など）を検討することで評価することができる。 

 

・ 前述のとおり、リスクは期待損失という金額で表現できることから、リスクを考慮した場合の

ＬＣＣは以下のとおり表現することも可能である。 

 

LCC ＝ Ci ＋ ΣCm ＋ Cr ＋R 

 

Ci：   初期建設コスト 

ΣCm： 毎年の維持管理コストの総和 

Cr：   更新コスト（撤去費用、建替費用） 

R ： 災害等による期待損失 

【参考】LCC 比較（機能保全コスト比較）におけるリスクの考慮 

（１）リスクとは 
・ ストックマネジメントにおいて、施設のリスクを加味すべきプロセスとしては、①劣化の進

行により発生する偶発的な事故を未然に防止しつつ、効率的な調査を実施する観点から、施設

毎の調査頻度（調査の間隔）を設定するとき、②対策工法の妥当性と経済性を判断する観点か

ら、対策工法のシナリオと機能保全コストの比較を行うとき、③対策実施の優先順位を判断す

る観点から、対策実施の緊急度の評価を行うとき、の３つの場面がある。 

 
・ このうち、②については、地震に対する施設の安全性を設計に考慮する場合、その経費につ

いてＬＣＣ分析の中に位置づけて、比較検討を行うことが望ましい。 
 
（２）性能設計におけるリスク評価の手法 
・ リスクについては様々な定義があるが、JISQ2001 では「リスクは、事態の発生確率とその結

果の組み合わせ」と定義される。工学的には、リスクの大きさは発生確率（事故率）と施設の

重要度（損失額）で評価される。 
 
リスクＲ（期待損失）＝Σ[Ｐ発生確率（事故率）×Ｃ施設の重要度（損失額）] 

 

・ 農業水利施設の場合、施設の重要度は、農業面では、支配面積、農業への影響度、復旧の難

易性、代替策の有無及びその難易性等であり、直接的な農業以外の面では、主に災害発生時に

想定される被害の大きさ、すなわち集落や公共交通機関等との位置関係等の立地条件、地域排

水に関わる施設かどうかといった要素が重要となる。 

 

・ リスク（期待損失）は、地震や洪水などの災害の発生確率とそれがもたらす被害額（施設の

機能が発揮されず農業生産が停滞することによる被害額、施設が破損することで周辺環境に与

える不利益額、復旧に要する費用など）を検討することで評価する。 

 

・ 前述のとおり、リスクは期待損失という金額で表現できることから、リスクを考慮した場合

の LCC は以下のとおりに表現できる。 

 

LCC ＝ Ci ＋ ΣCm ＋ Cr ＋ Risk 

 

Ci： 初期建設コスト 

ΣCm： 毎年の維持管理コストの総和 

Cr： 更新コスト（撤去費用、建替費用） 

Risk： 災害等による期待損失 

 

「2.4.1 基本的考え方」として整理 
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改    定    案 現           行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２－８ リスクを考慮したＬＣＣイメージ】 

 

 

 
 

【図３－１４ 地震の加速度と被害等の関係】 

 

 一般に、初期建設費や維持管理費の異なる複数案があった場合に、リスク損失額と対策費用に

は、トレードオフの関係が成立する。例えば、地震リスクを考えた場合、耐震性能を向上させる

と対策費用を要するが、地震による期待損失額が小さくなる。地震リスクを考慮した場合のＬＣ

Ｃ比較のイメージを図３－１５に示す。レベル１対応案は、従前構造案に比較して通常のＬＣＣ

は高いが、地震リスクが軽減していることで、地震リスクを考慮した場合のＬＣＣが 安価とな

っている。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図３－１５ 地震リスクを考慮した LCC】 
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
改    定    案 現           行 

 

 

 

 

 

（３）ストックマネジメントにおける高度なリスクマネジメント 

 

上記（１）で掲げたリスクの他に、ストックマネジメントには、劣化予測の精度や対策工法

の耐用期間の誤差など、未来の不確実性に対するリスクも存在する。本来であれば、将来の予

測を行った結論に至る可能性や、予測が誤っていた場合の次善策などについても数値化し、仮

に予測がはずれても大きな損失とならないようなリスク管理が求められる。 

 

しかしながら、現状においてこれを的確に評価し、多数の選択肢（オプション）の中から

適なものを選択するプロセスを確立することは困難なため、現地での実践やデータの蓄積を待

って、改めて検討する将来の課題と現状では整理する。 
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農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
 

改    定    案 現           行 

２．５ 耐震対策 

 

【解説】  

・ 耐震診断及び耐震化対策は、施設が本来保有しておくべき性能水準へ回復するために行うもの

であるため、施設機能の向上にあたるものではない。耐震診断の結果、対策が必要となる施設に

おいては、必要な耐震化対策を機能保全計画や土地改良事業計画等に組み込むことにより、機能

保全対策の一環として実施することができる。 

 

・ なお、施設の耐震診断は、土地改良事業設計指針「耐震設計」等に基づき、二次被害の発生や

被災による本来の機能に与える影響等を総合的に勘案して、人命・財産やライフラインへの影響

が大きいなど特に重要度が高く、耐震診断が必要と判断された施設について行うものであり、施

設の機能診断と一体的に実施することが可能である。 

 

 

（参考基準） 

  土地改良事業設計指針「耐震設計」 

  土地改良事業設計指針「ファームポンド」 

  土地改良事業設計指針「ため池」 

  土地改良計画設計基準・設計「頭首工」 

  土地改良計画設計基準・設計「水路トンネル」 

  土地改良計画設計基準・設計「ポンプ場」 

  土地改良計画設計基準・設計「パイプライン」 

  土地改良計画設計基準・設計「水路工」 

  土地改良計画設計基準・設計「ダム」 

  土地改良計画設計基準・設計「農道」 

 

農業水利施設については、土地改良事業設計指針「耐震設計」等において示されている事項に留

意して、施設の重要度や地域の実情に応じた耐震診断及び耐震化対策の推進に努めることが重要で

ある。 

 

 

新規追加 

37



農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）改訂（案）の新旧対比表 
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第３章 ストックマネジメントの運用  
３．１ 日常管理 

３．１．１ 基本事項 

【解説】  

（１）日常管理の重要性  

・ 構造物や周辺状態の巡回目視、設備の運転操作時等における点検と、日常的な範囲で処置で

きる軽微な整備が適切に行われることが、施設の信頼性や安全性の確保だけでなく、施設の長

寿命化に直結する。このため、施設管理者は施設の良好な状態を維持できるよう施設の重要度

や機能診断結果（健全度）等を踏まえ日常管理を適切に行う必要がある。 

 

・ 特に、電気機械設備は、構成部品の一部に異常が発生した段階で設備全体の機能停止に至る

場合があるので、施設の種類や特性に応じて、適切に点検し、整備を行う必要がある。なお、

部品供給の停止によって、機能保全の限界に直面することがあり、そのことにも留意する。 

 

（２）機能診断と日常管理 

・ 施設の機能診断を行った場合、調査にあたった専門的な知見を有する者は、日常管理の中で

の点検（監視）のポイントなどを、施設管理者に対して示しておくことが必要である。 

 

 

 

・ 日常管理において施設管理者が施設機能の喪失に影響を与えるような変状を発見した場合に

は、直ちに施設造成者に通報する。また、高度な技術的判断や日常管理を超える規模の対策が

必要と思われる変状を発見した場合には、随時、施設造成者に情報提供する。施設造成者は、

必要に応じて緊急の機能診断や、対策を検討する必要がある。 

  

（３）日常管理に関するデータの蓄積 

・ 水路の水位や流量、ポンプの稼働状況などの運転記録、操作記録、日常管理における点検、

整備のデータは、変状の発見や次回以降の点検・整備に役立つばかりでなく、主に施設造成者

が定期的に行う機能診断時の基礎的な情報として重要であり、適切に整理、保存する必要があ

る。 

施設管理者は、日常管理（施設管理者による施設監視を含む）を通じて常に施設を良好な状

態に保つことを心がけなければならない。その際、運転記録、事故、点検、整備等の履歴を適

切に整理し、保存する必要がある。 

定期的に機能診断を実施し、専門的な知見を持つ者から点検（監視）の中で留意すべき事項

について助言を受けておくことが望ましい。 

第５章 現地への適用にあたっての留意事項 
５．１ 日常的な管理 

５．１．１ 基本事項 

 施設管理者が行う日常的な維持管理（点検、整備）を通じて、常に施設を良好な状態に保つこ

とを心がける必要がある。その際、運転記録、事故や点検・整備などの履歴は、これを適切に整

理、保存する必要がある。また、定期的に機能診断を実施し、専門的な知見を持つ者から日常点

検の中で留意すべき事項について指摘を受けておくことが望ましい。 

【解説】 

(日常管理の重要性) 

・ 構造物や周辺状態の巡回目視、設備の運転操作時等における点検と、日常的な範囲で処置でき

る軽微な整備が適切に行われることが、施設の信頼性や安全性の確保だけでなく、施設寿命に直

結する。このため、施設管理者は施設の良好な状態を維持できるよう日常的な維持管理を適切に

行う必要がある。 
 
・ 特に、電気機械設備は土木構造物と異なり、構成部品の一部に異常が発生した段階で設備全体

の機能停止に至る場合があるので、施設の種類や特性に応じて、適切な点検、整備を行う必要が

ある。 
 
 
（機能診断と日常管理） 
・ 施設の機能診断を行った場合、調査に当たった専門的知見を有する者は、日常管理の中での点

検のポイントなどを、施設管理者に対して示しておくことが必要である。 また、日常管理にお

いて施設管理者が該当する変状を発見した場合には、直ちに施設造成者に通報する。 
 
・ 施設管理者が行う日常的な維持管理において、高度な技術的判断や日常的な維持管理を超える

規模の対策が必要と思われる変状を発見した場合には、随時、施設造成者に情報提供を行い、施

設造成者は必要に応じて緊急の機能診断や、これを踏まえた対策を検討する必要がある。 
  
 
 
 
（日常管理情報の適切な保存） 
・ 水路の水位や流量、ポンプの稼働状況などの運転記録、日常的な点検、整備のデータは、変状

の発見や次回以降の点検・整備に役立つばかりでなく、主に造成者が定期的に行う機能診断時の

基礎的な情報として重要であり、適切に整理、保存する必要がある。 
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・ 大規模地震の発生など、偶発的な事象があった際には、定期的な点検や機能診断とは別に、

施設の変状を把握するとともに、その結果を適切に記録する必要がある。 

 
・ 大規模な地震の発生など、偶発的な事象があった際には、定期的な点検や機能診断とは別に、

施設の変状を把握するとともに、その結果を適切に記録する必要がある。 
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改    定    案 現           行 

３．１．２ 日常管理の留意点 

 

【解説】  

・ 日常管理においては、通常時の状況と異なる現象が生じていないかを常に意識しつつ、運転操

作や点検に臨む必要がある。具体的には、 

① 施設の構造の変状（変形、沈下、変色、異音、異臭等） 

② 通水性などの施設機能に異常はないか 

③ 周辺環境に影響は生じていないか 

④ 利用者や周辺住民等からの苦情等はないか 

等に留意する必要がある。 

 

・ 施設の点検の項目や頻度、整備等については土地改良施設管理基準（ダム編、頭首工編、用水

機場編、排水機場編）を踏まえ、また、手引き「工種別編」（「頭首工（ゲート設備）」、「頭

首工（ゴム堰）」、「ポンプ場（ポンプ設備）」、「除塵設備」、「電気設備」、「水管理制御

設備」）や全国土地改良事業団体連合会の、わかりやすい土地改良施設管理入門（揚水ポンプ編、

排水ポンプ編、頭首工（ゲート設備）編、水管理制御設備編、内燃機関編、分水工編）等を参考

に、地区の状況に応じて適切に対応するものとする。 

 

・  コンクリート開水路、水路トンネル等、対応する管理基準やマニュアルがない工種については、

地区の状況に応じて適切に対応する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常管理における点検、整備については、土地改良施設管理基準等に基づき行うものとする。

また、機能診断の結果、特に留意すべき点検項目が示された場合は、これを踏まえ適切に対応す

る。 

５．１．２ 日常管理の留意点 

日常的な点検、整備については、土地改良施設管理基準等に基づき行うものとする。また、

機能診断の結果、特に留意すべき点検項目が示された場合は、これを踏まえ適切に対応する。

 

【解説】 

・ 日常的な維持管理においては、通常時の状況と異なる現象が生じていないかを常に意識しつ

つ、運転操作や点検に臨む必要がある。具体的には、 

①施設の構造の変状（変形、沈下、変色、異音、異臭）、 

②通水性などの施設機能に異常はないか、 

③周辺環境に影響は生じていないか、 

④利用者や周辺住民等からの苦情等はないか 

等を意識する必要がある。 

 

・ 施設の点検項目、頻度、整備等については土地改良施設管理基準（ダム編、頭首工編、用水

機場編、排水機場編）」を踏まえ、また、「農業用施設機械設備更新及び保全の手引き」や全

国水土里ネットの「わかりやすい土地改良施設管理入門」（揚水ポンプ編、排水ポンプ編、頭

首工〈ゲート設備〉編、水管理制御整備編、内燃機関編、分水工編）等を参考に、地区の状況

に応じて適切に対応するものとする。 

 

 

・  コンクリート開水路や水路トンネル等、対応する管理基準やマニュアルがない工種について

は、地区の状況に応じて適切に対応する必要がある。 
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