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食料・農業・農村政策審議会 農村振興分科会 

農業農村整備部会平成18年度第１回技術小委員会 議事録 

日時：平成18年10月６日（金）13：30～15：30 

場所：飯野ビル８階 農林水産省第４～６会議室 

 

 

 

○角田事業計画課長  それでは、時間になりましたので始めさせていただきます。委員

の皆様方におかれましては、お忙しい中ご出席いただきまして、まことにありがとうござ

います。 

 ただいまから農業農村整備部会平成18年度の第１回技術小委員会を開催させていただき

ます。 

 開会に当たりまして、山田農村振興局長よりごあいさつ申し上げます。 

○山田農村振興局長  ただいまご紹介をいただきました農村振興局長の山田でございま

す。本日は、お忙しい中、また天候の悪い中をご出席いただきまして、ありがとうござい

ます。 

 本日の資料にもございますけれども、今年度の技術小委員会では、「更新・管理の手引

き」の策定ということで主にご協議をいただきたいというふうに考えております。この背

景について若干お話をしたいと思います。２つございますが、１つは形式的な話ですけれ

ども、昨年３月に「食料・農業・農村基本計画」の改定、これは５年ごとに見直すことに

なっておりますが、自給率目標などを決めておりますこの基本計画の改定をしたわけです。

その中で特に農業生産基盤の整備に関しまして、施設の長寿命化あるいはライフサイクル

コストの低減を図るということを通じて、整備をされてきております施設の効率的な更新

あるいは保全管理をしっかりやっていくということが決められておりまして、その具体的

な施策をしっかり打ち出していく必要がある、これが１つの形式的な理由でございます。 

 ２つ目でございますが、これは実質的理由でございます。これは皆様ご存じのとおり、

特に土地改良事業の水利施設につきましてはかなり整備が進んできている。これはご案内

のとおり、農業用水路40万キロメートル、地球10周分とか、あるいは資産価値にして25兆

円分の資産価値があるというようなことをいわれておりますけれども、この整備が進んで

おります農業関係の施設につきましては、特に戦後集中的に整備が進んできたということ
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もありまして、最近、老朽化が進み、あるいは更新が必要になってきているということが

ございます。相当の予算が更新あるいは保全管理といったことに使われているという状況

がございます。 

 特にこの施設の維持・更新を適切に進めていくこととの関連でいいますと、14年度から

予防保全対策を導入いたしました。しかし、この予防保全対策、現地においては試行錯誤

を繰り返しつつ実施しているような状況でございます。しかも一部の施設ということでご

ざいまして、こういった対策をよりしっかりしたものにし、また、より広範にやっていく

というのが実質的に重要な課題になっているわけでございます。 

 こういうことから、今年度は、そういった農業水利施設等の施設の「更新・管理の手引

き」についてご議論いただきたいということでございます。 

 後ほど担当の方からお話ししていただくと思いますけれども、実質的な審議に際しまし

ては、私どもとしては単にマニュアルということではなくて、むしろストックマネジメン

トという基本的な考え方あるいは調査・計画・設計・事業実施、そういった全体のプロセ

スを体系的にとりまとめられたらというふうに考えております。実際にこの手引きを使っ

て、施設の保全管理に携わる技術者が地域の実情に応じながら使っていけるようなものと

いうようなことでございます。 

 本日、限られた時間でございますけれども、私どもとしては非常に今年度の重要な課題

と考えておりますので、忌憚のないご意見を賜りますようお願いをいたしまして、ごあい

さつといたします。本日はどうもありがとうございました。 

○角田事業計画課長  本日、河地利彦委員におかれましては、所用によりご欠席との連

絡をいただいております。 

 議事に先立ちまして、新しくこの委員会の特別委員にご就任いただくことになりました

中嶋康博委員をご紹介申し上げます。 

 続きまして、事務局側に人事異動がございましたのでご紹介いたします。 

 齋藤企画部長でございます。山下整備部長でございます。大角土地改良企画課長でござ

います。三浦地域計画官でございます。雜賀農地整備課長でございます。仲家地域整備課

長でございます。永嶋防災課長でございますけれども、本日、所用により代理で佐藤災害

対策室長が出席させていただいております。矢野施工企画調整室長でございます。今回の

テーマを担当しております米田施設管理室長でございます。 

 それでは、以降の議事の進行につきましては、田中小委員長にお願いいたします。 



 

3

○田中小委員長  それでは、会議次第に従いまして議事を進めたいと思います。 

 まず、今年度の検討の進め方について事務局より説明をお願いいたします。 

○角田事業計画課長  それでは、資料１、今年度の技術小委員会の検討の進め方をお願

いいたします。検討事項は、今ごあいさつございましたように「更新・管理の手引き（仮

称）」の策定ということが１つと、計画基準のほ場整備あるいは農道といった基準書の解

説あるいは技術書の改正を行って、その報告をさせていただきたいという２点でございま

す。 

 「更新・管理の手引き（仮称）」の策定につきましては、ただいま山田局長の方からお

話ございましたとおり、昭和40年代に農業水利施設の多くが集中的に整備されてきて、こ

れの更新時期を迎えているという状況でございます。今後、その施設の調査・機能診断・

対策工事の施工あるいはライフサイクルコストの算定といった技術上の統一的な手引きの

整備が必要になってくるというような状況でございまして、こういった水利施設の機能を

適切に診断して、計画的な施設の更新・保全管理を実施できるように「更新・管理の手引

き（仮称）」というものを策定していきたいということでございます。 

 ただ、検討の中身はかなり専門的あるいは技術的なことに及ぶということもございまし

て、今回の検討に当たりましては、次のページにございますように、別途検討部会を設置

いたしまして、技術小委員会の委員でもございます青山先生に検討部会の部会長をお願い

しておりますけれども、既に７月、９月と２回ほど技術的な議論をスタートしているとこ

ろでございます。こういった検討部会での議論も踏まえて、この技術小委員会の方でその

内容についてまたご審議をいただくというような形で進めさせていただければと思ってお

ります。 

 それから、２点目の計画基準の方でございますけれども、これは特に環境なり景観ある

いは水質といったことに関する配慮につきまして追加的な検討を行っているところでござ

いまして、それを技術書なり解説書に追加して、その内容の充実を図るということでござ

います。これも今検討部会の方で作業をしておりまして、今年度の最終の回にご報告をし

ていきたいと思っております。 

 全体的なスケジュールとしては、本日第１回目でございますけれども、第１回目、第２

回目の２回につきましては「更新・管理の手引き（仮称）」についてのご検討をいただき、

第３回目において、その手引きのとりまとめ、計画基準のご報告というようなスケジュー

ルで進めさせていただければというふうに思っております。 
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 以上でございます。 

○田中小委員長  それでは、「更新・管理の手引き（仮称）」について事務局より説明を

お願いいたします。 

○米田施設管理室長  それでは、説明させていただきます。まず、この手引きの作成が

必要な背景、目的、位置づけの説明をしたいと思います。資料２の方にまとめていますが、

背景あるいはそれに関連したものにつきましては、お手元の参考１でまず簡単に、めくり

ながら説明をいたしたいと思います。 

 参考１、「農業水利施設の適切な更新・管理への取組について」という１ページからま

いりたいと思いますが、そこにまず「農業水利施設の特徴」ということを載せております。

１点目として「造成主体と管理主体」と書いておりますが、一番右下といいますか、これ

は国有造成施設の管理主体がどうなっているかということを示しておりますが、ごらんの

とおり、国がみずから管理しているというのは本当にごく限られた、わずか１％程度とい

うことで、多くは土地改良区、農業者の団体が管理している、こういった状況になってお

りまして、造成主体と管理主体が必ずしも一致してないというところが、いってみれば特

徴として挙げられるということでございます。 

 ２ページをお開きください。ここに「多岐にわたる農業水利施設」ということで書いて

おりますが、農業水利施設はたくさんのストックがあるわけですが、ダム、頭首工、揚排

水機場などいろんな種類ででき上がっている、同じ施設でも立地条件や規模がさまざまに

なっているということでございます。 

 それで、左下に「標準的な耐用年数」ということを挙げております。「標準的な」とい

うのは、これそのものは財務省令で税法上の減価償却期間を規定する上で使われているも

のですが、私どもが土地改良事業計画をつくるときには、効果算定上、この標準耐用年数

というものを使っております。ご案内のとおり、施設の種類によって標準耐用年数はさま

ざまと。物理的な耐用年数とは異なるんですが、傾向としてはほぼ間違いないものだろう

というふうに考えております。 

 その右側ですが、「一連の農業水利システムのイメージ」ということで、先ほどのよう

なさまざまな耐久性をもつ施設が一体となって農業水利施設系として機能しているという

ことでございます。 

 ３ページ目でございますが、これは先ほど来説明があった「農業水利ストックの増大」

ということで、ご案内のとおり、末端まで入れて25兆円というストック、水路延長、そこ
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に書いておるとおりのような状況になっております。 

 次のページをお開きください。そのような水利ストックの老朽化の進展状況ということ

でございますけれども、左側の図にかいております。これは農業用用排水路とダム、頭首

工を分けて書いておりますが、それぞれ標準耐用年数を経過したものが全体ストック中ど

れくらいあるかということで、１兆円と 0.9兆円、15％近くの施設が標準耐用年数を超過

しているということでございます。 

 そういった老朽化施設が壊れる事例として右側に写真で示していますが、その右下は、

造成後60年を経過した固定堰が突然決壊してしまったと、こんな事例もあるということで

ございます。 

 ５ページでございますが、これも先ほど話がございましたけれども、一方で国の財政事

情、地方の財政事情は非常に厳しいという状況にあるんですけれども、公共事業の削減と

いうようなところがございまして、農業農村整備事業予算自体も、左側についていますよ

うに大きく削減しているというような状態でございますが、その中で、それぞれ更新・保

全管理、水田・畑の整備、そのほか環境整備とあるんですけれども、水利施設の更新・保

全管理に要するシェアが36％から46％と。全体が縮減される中で上がっているということ

で、施設の更新・管理に重きを置かざるを得ない結果としてこういうことになっておると

いうことでございます。 

 今－３％シーリングということでずっと続いてきておるわけですが、それが右側の黄色

の右下に下がる山でございます。青色のところは、そのうち農業水利ストックの更新・保

全管理に要しているお金ということで、現時点で約半分が更新・保全管理に使われている

と、基幹水利施設については８割程度になっていると、そんな状況でございまして、この

更新・保全管理の部分が大きくなりますと、黄色の部分、これは例えば農地を集積して農

業構造改革を加速化するとか、あるいはおくれている畑地の用水改良、畑地改良を進める

とかいった事業になるわけですが、こういったところの選択がなかなかできなくなってく

るといった状況になっているということでございます。 

 ６ページをお開きください。「管理に対するこれまでの取組」ということでございます。

農業水利施設の管理は、先ほど申しましたように土地改良区が管理しているのがたくさん

占めておるわけでございますが、農業水利施設自体が非常に重要な社会共通資本というこ

とで、大規模でかつ公共性の高い施設につきましては、公的管理といったものも充実させ

てきております。 
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 そのほかいろんな管理に対する支援制度もつくっておるんですが、図の一番上が、管理

に対する事業費がふえてきているという状況でございます。事業制度としましては、昭和

30年代に直轄管理や県管理補助というものができております。最近は、平成８年に市町村

が管理する基幹水利施設への補助です。それから、先ほどお話がありましたけれども、平

成14年度から長寿命化に向けた予防保全対策、そういうのもつくるようになってきている

ということでございます。 

 ７ページでございますが、「予防保全対策への取組」はどういったことになっているか

ということでございます。「予防保全」という言葉ではあるんですが、これは施設の長寿

命化の観点から、深刻な機能低下が発生する前に、要は致命的な損傷を受ける前に機能診

断に基づく適切な対策を施すということでございまして、概念的な整理を左側の図にして

おります。これは施設機能が縦軸、横軸が時間軸になっておりまして、従来、一括更新と

いうようなもの、その変形としての部分更新というものに取り組んできたのが一般的でご

ざいました。これが青い線でございます。Ｘ時間を過ぎたときに全面的な更新を行うとい

うことになっておりまして、機能がだんだん耐え切れなくなったところで更新している。 

 一方、予防保全的な対応というのは赤い線でございまして、小まめに機能診断を行うこ

とによって、軽微な対策工事を施すことで機能低下をできるだけ長く引きとめるというこ

とでございます。こうしたことで長寿命化が図られまして、トータルとしてのコストをみ

てみると安くなると、こういったところを考えております。 

 このための仕組みとしまして、現在、右側にありますが、県がつくった施設、国がつく

った施設、これの機能診断、対策工事を実施する仕組みをつくっておるところでございま

す。ただし現状は、老朽化が相当程度進んだ施設について、試行錯誤しながら一部の施設

へ適用していると、こんな状態でございまして、予防保全対策が有効であるか否かを検討

してその導入を図っているといった状況でございます。 

 ８ページでございますが、「ストックマネジメントの導入」ということで、今後という

ところも含んだ書き方でございますけれども、従来、標準的な耐用年数を確保するという

ことを目的に事後保全的な取り組みでやってきたわけですが、今後、施設の機能診断を行

いまして、それに応じて適切な対応をとる。ここではケース１からケース３まで、そのま

ま使うという選択、あるいは長寿命化対策を実施する、それから従来型の更新をやる、こ

ういった対策オプションを選択的に実施していくということで適切な更新を進めていくと

いった仕組みを導入しようとしているところでございます。 
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 その写真には対策工法の例がありますけれども、トンネルでグラスファイバーのネット

を張って、その上にコンクリートを吹きつけるとか、水路の表面を塗装して磨耗を防ぐと

か、こういった最近出てきた新技術というものを活用しながら補修・補強等を行っている、

そんな状況でございます。 

 ９ページでございますが、これは国営事業ですが、調査・計画から事業実施、維持管理

に至るサイクルというものを示しております。まず、広域調査というものを私どもやって

おりまして、これは広域にわたる地域、複数の国営事業が含まれているわけですが、この

多数の施設を計画的に更新整備するというところで最適な整備計画の策定を行うというこ

とをやっておりまして、簡易ではありますが、機能診断を取り入れて、こういった優先順

位というものをつけながらやっておるということでございます。 

 それから、地区調査以降は個別の地区に係る話でございますが、地区調査は広域調査の

結果を受けまして土地改良法に基づく事業計画を作成するということで、これにつきまし

ても既存施設を有効利用できないかというような視点で行っているところでございます。

それから、全体実施設計を踏まえまして施設の建設ということになるわけでございます。 

 次、10ページでございますが、広域基盤整備計画について触れておきたいと思いますが、

優良な農業地域を対象に行っていまして、右側の日本地図、大体今44地域実施しておると

ころでございます。 

 左側の作業の内容の１年目というところに「施設の機能診断」というのがございますが、

ここに、機能診断マニュアルに基づきまして更新時期をＡ、Ｂ、Ｃの３ランクに区分して

評価しています。Ａは10年以内に更新が必要、Ｂは10～20年以内、Ｃは当分大丈夫だろう

ということでございます。 

 11ページでございますが、これからストックマネジメントを行っていくという上でさま

ざまな施設のデータ、機能診断のデータ、対策工法のデータ、こういったものを蓄積して、

これをフィードバックして技術的な課題の精度向上に役立てたいということで、データベ

ースの構築をあわせて行っているところでございます。 

 資料２の方に戻っていただきたいと思います。今説明したような背景のもと、資料２、

１枚めくっていただきまして「手引きの目的」というところがございます。現在、長寿命

化の取り組みを進めておるんですが、先ほど説明したように、現地ごとに試行錯誤で行わ

れている段階で、一部施設の適用にとどまっているということでございます。 

 今後これをもっと広げていくというときに、農業水利施設系全体としてこのシステムを
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構築する施設ごとの状況を把握して、さまざまな対応案を組み合わせて実施する。そうい

ったシナリオを比較検討することで、より望ましい対策を実施していく、こういった指針

が必要になっているということでございます。 

 ということで、今回、機能診断から計画策定までのプロセスを体系的にとりまとめると

いうことにしておるところでございます。 

 また、来年の課題ですが、こういったものを本格的に実施していこうというようなこと

で考えておりますが、こういった技術指針の策定とあわせまして事業制度の見直しの方も

進めているところでございまして、いろんな制度につきましても統合・拡充を図ることと

しているところでございます。 

 それから「手引きの位置づけ」でございますが、何せストックマネジメントが開発途上

の新たな技術というようなところでございまして、現段階で一足飛びに基準として共通仕

様を提示するのはなかなか難しいという状況でございまして、現段階では基本的な考えと

その具体例を例示する手引きをつくって、これを参考に各地域の実情に応じて実施してい

く、地域の裁量を大幅に入れながらやっていく、そういったことを想定しております。当

面、国営事業に関するそういった各段階における手順と検討事項や視点をとりまとめたい

と考えておりまして、補助事業につきましても準用できるようにここは配慮していきたい

というふうに考えておるところでございます。 

 こういったところが手引きの背景・目的でございます。 

 続きまして資料３でございます。資料３、『「手引き」の主な課題と論点』ということ

でございまして、これは手引きを作成する上での問題意識なり、検討部会を２回開いた中

での主要な論点、そういったものをとりまとめたものでございます。 

 １ページをお開きください。これはライフサイクルコスト──ＬＣＣですね、「ＬＣＣ

の低減の取組の基本的流れ」と書いておりますが、ここの図にかいておりますように、適

切な維持管理、いろんな補修履歴の記録、そういったものを受けまして機能診断、ライフ

サイクルコスト比較によるシナリオ分析をやって、最適な選択をしていくということで最

後モニタリングをする、こういったローリングするような仕組みになっております。 

 このピンクの部分、ここの部分につきまして、右側の方でもう少しブレークダウンをし

て整理しております。まず、機能診断調査を行うことになるわけです。これは３つの段階

で行おうと考えておりまして、予備調査をやって大体のところをつかんだ上で現地踏査、

現地調査に移っていくという形で考えております。 
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 それから、機能診断評価というものを機能診断調査の結果を受けて行うということにな

っております。この機能診断評価では、劣化要因の推定を行いまして、それぞれの施設ご

とに劣化度の判定を行っていくということになります。施設の劣化診断をランク分けしま

して、その後──これはさまざまな施設がありますし、同じ施設でも構造とか規模とかが

異なってくるということで、劣化要因と劣化度、こういったものでグルーピングすること

によって作業を簡単にする。そういったグルーピングという作業を行って、グループごと

に劣化進行の予測を行っていくといったことを考えております。 

 この機能診断評価を受けまして、今度は対策工法の検討を行うというステップに入りま

す。先ほどグルーピングした施設ごとに対策工法を複数やります。対策工法は、例えば表

面の粗度を改善するというものでも、パネルを張ったり樹脂を吹きつけたりいろんな工法

がありますので、いろんな選択肢を用意する。こういった対策工法、実施時期を組み合わ

せて、どういったシナリオでいくかというのを複数用意していくということをまずやりま

す。 

 それで、その次に関係するんですが、ライフサイクルコストの算定・比較ということで、

シナリオごとにライフサイクルコストを算定して、これを地区全体として結びつけていく、

積み上げていく。それができるだけ低減された工法を選択していく、こういった形になっ

ております。そのライフサイクルコストを低減するような計画についてとりまとめていく

ということでございます。 

 概念的に説明したんですが、なかなか理解していただけないようなところもあると思い

ますので、事例で、実際どういった形で進めているかというところをご説明したいと思い

ます。参考２、「コンクリート開水路の機能診断調査・評価の事例」というものがござい

ます。この事例でございますが、造成後40年以上経過した水路でございます。下の方に断

面図が載っておりますが、無筋コンクリート、三面、側溝ということでございまして、こ

の機能診断を行った整理としましては、国営事業を前提として地区調査を行って事業計画

を策定するような段階での調査でございまして、先ほど申しました広域的な計画を立てる

段階よりも一歩進んだ段階でのステージということでございます。 

 ２ページをお開きください。ここに「施設機能診断」ということで機能診断評価基準と

いうものの表がございます。表の見方でございますが、横の行、上の方に①から④まで、

目地、底版、基礎地盤、側壁とあります。これは劣化を予測する要素です。こういった要

素に分類して劣化の程度を把握するものでございます。左側、ランクとしてⅠからⅢまで
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ございます。これは劣化の程度というもので、Ⅰが小さくてⅢが大きい、こういった形に

なっております。 

 そこに評価基準というものがございます。それぞれの要素で書いておりますが、要は劣

化要素別に劣化ランクに応じた磨耗深さとか、あるいは目地切れとか、ひび割れ幅という

のが並んでおりますが、こういった定量的な指標で評価する、そういった基準でございま

す。基準点というのもございます。これは評価基準の指標に対応して劣化度を数値化した

といったものでございまして、ご案内のとおり、ランクⅠは劣化が進んでいないというこ

とで０点となっております。ランクⅢ、これは要素によって、最大で3.25から最小は基礎

地盤の 1.00、幅がございます。これは、これらの劣化要素を同じ土俵で評価するために、

劣化要素ごとに重みづけをして数値化していくといったものでございます。 

 ６ページを開いていただきたいと思いますが、先ほどの４つの要素ごとに現場で実際に

調査を行っているところでございまして、ランクⅠ、Ⅱ、Ⅲに評価まで行っている、そう

いった表でございます。目地の場合ですと、一番左側は止水板もあって水切れもない、健

全だということです。それがランクⅢになりますと、止水板がないし目地も切れていると

いったような状態でございます。 

 同じように７ページは磨耗でございまして、ここにつきましては磨耗深さとかあるいは

底版の部材厚さが設計時からどれぐらい減っているか、そういったものを尺度にしており

ます。この写真のとおりでございます。 

 ８ページ、これは基礎地盤、同じようにランクⅠからランクⅢまでしております。 

 同じように９ページはひび割れ、これは側壁でございますが、ひび割れにつきましても

ひび割れの幅、一番右側の写真でいきますとひび割れが斜めに入ったりしていますが、こ

ういったひび割れの方向とかいったものを尺度に評価してランクづけしている、こういっ

た状況でございます。 

 次に４ページをお開きください。先ほどの４つの要素について機能診断した結果を展開

図的にとりまとめたものでございまして、水路の延長で示しているということでございま

す。左側の欄に、まず劣化の要素としてセルが区切ってございます。その下の方に、個別

機能診断として青、黄色、赤でⅠ、Ⅱ、Ⅲというふうに振っていますが、先ほど申しまし

たように、Ⅰは劣化が少なくて、Ⅲが大きいものということでございます。色分けして、

それぞれの劣化度を示しているということでございます。 

 その４つ目のところ、先ほど点数の基準表がございましたが、４つの要素それぞれの点
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数を合計したものをここに書き込んでございます。最後の一番下の行は、今度は合計した

点数から優先度に変換します。これはこの後説明しますが、下の方に施工優先度というこ

とで、これも赤、黄色、青でＡ、Ｂ、Ｃの評価をしております。Ａは優先度が高い、Ｃは

優先度が低いという分類でございまして、色であらわしておりますが、個別機能診断の劣

化度の赤が多いところは優先度が高い、そういった形になっております。 

 １ページ戻っていただきまして「対策工法の選定」というところでありますが、先ほど

の施工優先度というものを判定しておりますが、先ほどの左側の機能診断評価基準値の４

つの要素を足し合わせたやつが3.25以上だと優先度が高い、Ａランクだと、1.25～３はそ

の次だと、こういった判断をしているというところでございます。 

 それから、最終的に対策工法はどうかということで、これも10ページから後ありますが、

代表して13ページをお開きください。これは側壁のひび割れへの対応の工法の事例でござ

います。ランクⅠにつきましては、優先順位は低いということで、事業実施中に経年的観

測を実施してその後で決めようと、こういった判断をやっている。ランクⅡにつきまして

は、これはひび割れ幅が１ミリ以上ということで、少し進んでおる状態ということで２つ

の工法が提示されておりますが、ひび割れのところにポリマーセメント系の注入剤を低圧

注入して母剤と一体化させる方法とか、その下はＵカット充填工法、ひび割れしていると

ころをカットしまして、そこにシーリング剤を充填する方法。ランクⅢ、これは相当程度

進んだものでございますが、これは打ちかえ工法ということで、低下しているところのコ

ンクリートをとりかえて打ちかえを行う、こういった劣化度に応じたさまざまな対策工法

があるということでございます。 

 資料３に戻っていただきたいと思います。３ページをお開きください。2.で「手引きを

作成するに当たっての技術的課題」ということで示しております。今回こういった委員会

をつくって技術的な課題をやるものはどういったものがあるかということで示しておりま

すが、新しい技術ということで非常に難しい部分がございます。そういったところを列挙

しております。 

 ここに１から５まで書いておりますが、まず１番の施設の劣化予測。将来的なライフサ

イクルコストを算定するということもございますので、どの時点でどのような工法をとる

かということが重要になってきますが、これを判定するのに劣化予測を行わないといけま

せん。これを行う手法がまず確立されていないということでございます。 

 ２番目が、施設の性能を定量的に評価するという必要がございますけれども、先ほど申
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しましたようにいろんな要素で測定値があるわけでございますが、こういったたくさんの

要素の測定値から成る劣化度、これを水路全体の劣化度としてどのように評価していけば

いいのか、あるいは数値化できるのか、そういった問題がございます。 

 ３番目でございますが、総合的な劣化指標と劣化予測とを関連づけるということでござ

いますが、これは後でまた説明しますが、劣化度と時間軸から成る劣化モデルをつくって、

それとこういった劣化指標をどのように対応させていけばいいのか、そういったものの困

難性でございます。 

 ４点目は、先ほど紹介したように劣化要因に応じてさまざまな新しい技術というものが

開発されていますが、これがまだできたばかりでなかなか評価が難しいというところがご

ざいます。 

 ５点目としまして、ライフサイクルコストの算定手法が確立されていない。これはいろ

いろあるんですが、例えばそこに書いていますように、機能保全対策を実施すればライフ

サイクルコストは当然増加するわけでございますが、同時に機能も回復しております。こ

れをライフサイクルコストの算定上どのように評価したらいいのか、こういった問題も出

てくるということでございます。 

 こういったものに対しまして一定の考え方を整理しまして、かつ現時点で不確定なもの

につきましては、現場レベルでの実践を通じて知見を蓄積しながら、経験則からいろんな

修正を加えながら進めていく、そういった手法を示していきたいと。大きくはそういうふ

うに考えているところでございます。 

 次に、先ほどのプロセスごとに、手引きに記載する事項と論点ということで整理してお

ります。まず、機能診断調査でございますが、記述する内容としましては、対象となる施

設を効率的に調査するという観点から、調査項目とか頻度とか調査方法をどのように設定

したらいいのかということでございます。 

 「課題・論点」のところに書いておりますが、さまざまな施設があって、さまざまな要

素が調査できるわけでございますが、調査項目をいたずらにふやすというわけにもいきま

せんし、一方で広域的な調査などは全国共通化も必要でございますので、こういった調査

項目をどうするか。それから、調査の頻度でございますが、すべての施設を同じ頻度、例

えば５年に１回とか、そういったもので調査するのは不経済であろうということで、施設

の老朽度合いとか、あるいは事故があった場合の影響度あるいはリスク、そういったもの

を踏まえて頻度についても考えるべきではないかというふうに思っています。ただし、こ
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ういったリスクはなかなか評価が難しいということになります。 

 次の５ページでございますが「機能診断評価」でございます。これも先ほど申しました

ように、施設の劣化度を評価する指標化の考え方を示していこうということで考えており

ます。 

 「課題・論点」にも書いておりますが、ａ、ｂに書いておりますが、施設の劣化という

ものが立地条件や施設のタイプごとに異なる。劣化進行のモデルというものが中性化、塩

害、こういった一部のものの経験則しか確立されてないということで、どういった形で劣

化モデルをつくっていくかというところが悩ましいところでございます。 

 ここは、５ページの下に曲線をかいております。赤い曲線で標準劣化曲線というのがご

ざいます。このグラフの見方なんですが、縦軸が劣化度で左側に示しています。横軸が時

間ということです。なおかつ右側の縦軸は、実際の工事をやるときにどういったレベルで

やるかということを示しております。ここに要求水準というものを書いておりますが、一

応これを超えたら機能しなくなる、そういった水準だと思っていただければと思います。

それより上に管理水準を設けて、これより下には低下させないような対策を打っていくべ

きだという意味での管理水準というものです。 

 ここの赤い標準劣化曲線というものがありますが、今なかなかデータ蓄積が少ない中で

ございますので、いろんなタイプごとの予測モデルを設定する意味がないというところも

ありまして、ある程度割り切った標準モデルをつくろうと思っています。具体的には、先

ほど説明した広域基盤整備計画調査で国営施設の簡易な機能診断を実施しておりまして、

施設をＡ、Ｂ、Ｃの３段階でランク分けしております。改良区の聞き取りとか簡単な現地

踏査に基づいていますので、定量的とまではいえないんですけれども、全体で１万 3,800

件のデータが蓄積されておりまして、これを統計的に処理して曲線をつくろうと今考えて

いるところです。これがこの赤に相当する標準劣化曲線です。 

 施設ごとにデータの非常なばらつきがありますので、例えばＡランクでも、20年目にＡ

ランクになっているものもあれば、50年たってもＢランクのもの、ばらつきがありますの

で、そこは実際機能診断を行って、その機能診断結果で曲線を補正していくやり方、こう

いったやり方を導入することで現地適用を図ろうと思っています。それが補正後の劣化曲

線、黄色で示しているものでございます。この場合には、標準的には劣化度３まではいか

ないんですが、機能診断を行ったら劣化度３にいっていたということで、下に補正してい

る。当然劣化度がもっと緩いものもありまして、そういった場合は赤い曲線よりも上に補
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正する、こういった形になります。これにつきましては、何に着目して劣化予測を行うべ

きか、あるいは総合的な劣化指標をどのように定義するか、こういったところが論点にな

っております。 

 次のページでございますが、「対策工法の検討（シナリオの作成）」としております。先

ほどの劣化予測のモデルを使いまして劣化予測をすると。これに基づきまして、技術的に

可能な複数の対策について工事実施のシナリオを作成するということでございます。ここ

に図で、シナリオがⅠ、Ⅱ、Ⅲとございます。赤いシナリオ、これは従来型の全面更新で

ございまして、この図で黄色い線が先ほどの補正した曲線でございます。これが管理水準

までいくと全面更新ということで、全面更新を２回繰り返すパターンになっています。 

 シナリオⅠ、これはもっと早い段階で、劣化が進んでない段階で対策を打つということ

で、劣化度３のレベルで対策を打つということでございます。この場合には、２回対策を

打てば全面更新になるだろうというような曲線になっております。青い線は、その中間と

いうところでございます。 

 この対策工法につきましては、そこにａからｅまで整理しておりますが、まず不確定要

素が非常に多いと。劣化予測あるいは機能保全工法の効果などです。それからまた、今後

の農業情勢なり技術革新の進展などもありまして、こういったものをどういうふうに考慮

していくのかというところでございます。 

 ライフサイクルコストの検討期間、これは一定期間におけるライフサイクルコストを低

減するというようなことで考えておりますが、そういった場合に、40年あるいは50年とい

う期間の設定で行うことは問題ないか。 

 あるいは、こういった時間的に違う時期に発生するお金を比較するのに社会的割引率を

用いますが、これが４％でいいのか。費用対効果分析に用いられる値でございますが、こ

れがいいのかと。 

 それから対策工法の評価、これも新しい技術ということで耐用年数が室内試験での値し

かないということで、こういったものをどのように見込めばいいか。 

 一方で、環境との調和への配慮というようなもの。土地改良事業を進めていくことにつ

きまして、ライフサイクルコストが最小となるシナリオが環境との調和との関係でどうな

るのかというようなことでございます。 

 次のページになりますが、最終的にライフサイクルコストを算定するやり方でございま

す。先ほどシナリオⅠからⅢまでお示ししましたが、それぞれに要する対策の工事費を積
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み上げていっている図でございます。それのトータルコストが一番安いものが、ライフサ

イクルコストが一番低減された計画になるわけですが、右側の方、「一定期間経過後の残

存価値をコストから差し引く」というところに書いております。これは「課題・論点」の

Ｃのところに書いておりますが、一定期間のライフサイクルコストの比較というときに、

対策を一定期間の終了直前にやったりしますと、施設の耐用期間が随分残ったところで評

価するということになりますので、こういったものの整合をどう確保するのかということ

でございます。ここでは最終年度の残存価値をライフサイクルコストから控除する方法を

示しておるんですが、そのほかにも資本回収係数による年等価格を用いる方法もありまし

て、どちらがいいのかといった議論。 

 それから、戻りますが、ａ、ｂでございます。ライフサイクルコストの算定要素なんで

すが、経費は、対策工事と申しましたが、本来的には施設の建設から廃棄までのすべてを

含む費用と定義されるんですが、今回はある程度施設が更新時期を迎えているものが対象

になる部分が多いということで、これからのコストをみていけばいいのではないかという

ことです。 

 ｂにつきましては、費用対効果分析の期間が今工期プラス40年ということで考えられて

いるようでございますが、これと同じにしないといけないのかどうか。こういったところ

にさまざまな課題があって、今主要な論点になっているというようなところでございます。 

 以上でございます。 

○田中小委員長  どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの内容につきましてご自由に発言をお願いいたします。 

○竹谷専門委員  この後、大学の方でちょっと公開講座の講師を引き受けておりますの

で、早く退出するという意味で最初に発言させていただきます。 

 水利資産の長寿命化をねらってストックマネジメント手法を導入し、結果としては今の

時代にふさわしいライフサイクルコストを削減するという、こういう点については非常に

時宜を得た課題だというふうに思っておりますが、先ほどのご説明の中でちょっとわかり

にくい点、あるいは別の角度からみると論点にかかわるかもしれませんけれども、その点

について発言させていただきます。 

 資料３の９ページ、10ページにかかわるところなんですが、ここの「論点・課題」のａ

のところに書いてございますＬＣＣの本来のねらいと、今回対象とするＬＣＣとのかかわ

りです。左の９ページの図をみますと、従来型の部分更新、更新というのが黄色、赤の線
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でかかれているかと思いますけれども、ここのところの機能低下に伴って、当然ベネフィ

ットを得る部分も低下してくる可能性があります。その低下を抑えようとすると、かなり

維持管理費が増高してくるということで、ここでは黄色がゼロのところでずっと引かれて

いるわけですけれども、実態としては、本来のＬＣＣに帰りますと、これは増大していく。

ベネフィットと更新コストとの比較の中で更新時期を確定するということになってくるの

ではないかと思うんですけれども、その点が、今回のＬＣＣという先ほどのご説明の中で

抜け落ちてしまうのではないか、その辺が気にかかった点でございます。 

 それともう１つ、その前に戻りまして８ページですが、ＬＣＣの検討対象期間というこ

とで、40～50年という長期間を判断の対象にすることで問題はないかどうかということで

すが、これは一つの考え方として、農業水利施設系全体が機能する上ではどっかに最小率、

肥料の最小率の法則じゃないんですけれども、どっかに水の漏れるところがあると全体が

うまく機能しないというふうな発想で考えてみますと、先ほど参考資料のところに耐用年

数がそれぞれ書かれておりましたけれども、例えばここでいうとダム、あるいはその下の

頭首工、40～80年という線で考えるよりも、むしろ部分部分の積み上げがうまく機能する

ように算定するという、この期間をとるという考え方もあるのではないか。つまり、最小

率の法則を念頭に入れながら施設系全体が機能する期間、こういうことで対象期間を考え

るということも可能ではないかというふうに感じております。 

 あとは、従来の部分更新あるいは更新の際と類似したところで対応できるのかなという

ふうに、まだ十分掘り下げて検討していないんですけれども、感じたところです。 

 以上です。 

○米田施設管理室長  １点目は、維持管理費が機能低下とともに増大していくので、そ

この部分の評価をすべきではないかということかと思います。これはおっしゃるとおりだ

と思いまして、ちょっと私も舌足らずなところがございましたが、一応先ほど説明した中

で、維持管理コストというものを当然考えないといけないと思っています。それがシナリ

オごとに異なれば、当然それを配慮していくと。ただし、もし同じであれば、そのときに

は配慮しなくてもいいのじゃないか、そういった趣旨を説明したかったものです。 

 それから、施設の耐用年数がそれぞれの部品で違うので、ライフサイクルコストはそれ

ぞれで期間を設定してはどうかというようなお話でございます。これも、そういったやり

方もないわけではないかなというふうに思います。 

 一方で、私ども施設系全体が確保されて期待のベネフィットが発揮されるというところ
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で、設計全体の機能をどう維持するかという観点から、施設系全体を当面対策が必要な部

分ではなくて、そのほかの部分もあわせて比較検討していくべきかなということも考えて

おりまして、こういった形で説明させていただきました。 

○田中小委員長  ほかにございますでしょうか。 

○小林臨時委員  私の理解では、農業水利施設という重要な社会資本で耐用年数が迫っ

ている施設がたくさんあるので、その更新の問題について考えましょうという非常に大事

な話だと思います。そこで、今回は農業水利施設の機能を維持しつつ、安全性にも配慮し

て対策を講じる必要のある膨大な対象に対して、優先施工をするもの、継続して使うもの、

そういうものの整理をしてみましょうということが今回の課題なのかなと理解をしました。

きょうのご説明で、土木工学的な視点で非常に緻密な考えで進めていらっしゃり、ライフ

サイクルコストの低減ということで少し整理してみましょうという、非常にわかりやすい、

財政的には特にわかりやすいお話だと思います。 

 ただ、私が考えますのは、資料３の８ページの一番下の行で、ｅというところで「環境

との調和への配慮」というようなことが少し意識の片隅にあって、大変ありがたい話です

けれども、この辺をもっときちっと優先順位をつけるなりして評価して加えていかないと、

結局経済性だけが考慮されてしまうのではないかと心配します。今まで一生懸命いろんな

手引きをつくって、水路その他の事業における環境保全の配慮ということが検討されてき

ました。どういうところを直すか、どういうふうに直すか、更新していくかという時に環

境保全という基本が欠けてきてしまう、配慮が行き届かなくなるおそれがあるのではない

かという点で非常に危惧します。 

 というのは、工学的にみてどういうふうなところを優先的にやるか。安全性も水路の機

能維持というのも非常に大事なことなので、それをやらなきゃいけないのは基本的なとこ

ろですけれども、環境との調和の辺をきちっと把握する仕組みを入れておかないと、経済

性というか、コストを算出しにくいような問題がないがしろになるのじゃないかという危

惧感をもっています。 

 私の経験でいくと、安全性はよくわかりませんけれども、例えば堰の根元がえぐれてい

て、そこが魚の非常に良いすみかになっているような場合もあるわけですね。それはほっ

ておいていいというふうに私はいっているわけではないですが、護岸のわき、とにかく水

底から本当に５センチか10センチのところが一番すみかとして大事なんですね、魚にとっ

ては。そういうところをどういうふうにするか。どこを直すのかというところが一番ポイ
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ントなので、それを経済性だけで議論をされたくないなと思っています。専門の部会の方

でご検討いただくときに、何かどこかで仕組みを、数量的には難しいかもしれませんが、

たとえ定性的であっても、そこの辺の優先順位を決めるときのどっかの片隅に、そういう

ことが配慮できるようにぜひとも組み入れてもらいたい、こういうふうに思います。 

○田中小委員長  ほかにご意見ございませんでしょうか。 

 ちょっと私の方から用語についてお聞きしたいんですが、予防保全対策の説明がござい

まして、その後、ストックマネジメントの議論がございましたね。予防保全対策というの

は一つの政策的な大きい課題であって、具体的にそれを実現していくためにはストックマ

ネジメントのような、かなり定量的といいますか、そういった手法が必要であると、そう

いう理解でよろしいんでしょうか。 

○岩村水利整備課長  予防保全は、先ほど定義を申し上げましたけれども、致命的に損

傷する前に対策をとって、補修などをすることによって供用年数を延ばすというものです。

今まで我々が予防保全といってきたものは、ある程度老朽化している施設について、それ

が完全に壊れてしまったから更新をするというところまで待つのか、今対策を予防保全的

に打って、より経済的な対策ができるのかという検討をして、予防保全対策が有利なら実

施をするという、そういう点的なものだったということなのでございます。 

 今回我々がやろうとしているストックマネジメントは、その後の劣化予測までも含めて

トータルのライフサイクルコストとして比較をしてみたいということでございまして、そ

ういう面からいきますと、ストックマネジメントという考え方の中の方法の一つとして予

防保全という対策のやり方があると思っております。 

○田中小委員長  いま１つよろしいでしょうか。機能診断評価というか劣化予測という

のは非常に難しいというのはよくわかりますが、これを具体的に、ある程度割り切った標

準モデルで考えるという説明だったように思うんですが、例えばここに挙げてある項目で

すと、たしか一部には強度のことも挙げてございましたね。資料でいうと参考資料２です

か、圧縮強度等の試験も行うと。機能診断の評価の方では、目地、底版、基礎地盤、側壁、

どちらかというと外面的にみるといいますか。先ほどのこういった劣化予測とか、これが

どこまでもつだろうかというときに、そういった強度とか、ここら辺まで強度が落ちてい

るからこの程度じゃもつだろうとか、構造的なそういった視点も入れるのかどうかという

ことなんですね。何か一部でいうと圧縮強度等があるので、そういった視点もあるのかな

という感じもちょっとしたんですがね。ただ全体としてみると、何かかなり外部的な診察
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といいますか、そういうインデックスでもってやっていこうというようにもみえるし、そ

こら辺はいかがでしょうかということです。 

○米田施設管理室長  これはそこの地区の条件によりまして、劣化の要因なり施設の規

模とか構造によりましても劣化の進み方みたいなのが全然違ってくるというような関係に

ございまして、そういった中でどういったものを指標にするのかというのも、地区地区に

よってさまざまなとり方があるのじゃなかろうかなと考えております。当然その中には、

強度という視点が重要になる地区もあるでしょうし、こういったひび割れみたいなところ

が重要になるところもあると。そういったことで考えていまして、今悩んでいるのは、そ

ういったものを例えば全国共通のものとしてあらわすことができるのかどうかとか、当然

強度的なものを優先して評価しないといけないところはそういったところも考えていこう

と思っております。 

○青山専門委員  この仕事を一緒にやっているものの一人として、ただいまのご質問に

私の方からお答えさせていただきます。 

 この資料３の５ページに標準劣化曲線というのがございますね。赤の曲線なんですけれ

ども、この図では、ちょっと遠慮してというかコンセプトだけが示されているように思い

ますが、実際には、これの数値の入ったものを現在検討中ということなんです。それはど

うして出してあるのかというと、参考資料１の10ページ、「広域基盤整備計画の概要」と

いうのがありまして、ここから調査をされて、左上の箱がございますね、この箱の中に施

設機能診断マニュアルで劣化度Ａ、Ｂ、Ｃというのがあります。この劣化度Ａ、Ｂ、Ｃに

関するデータを集めまして、その劣化度Ａ、Ｂ、Ｃなるものが今の５ページのグラフの縦

軸のＡ、Ｂ、Ｃに該当している。それがいいか悪いかは別ですよ。として分類し、多数の

データが出たものを統計分析し、回帰分析して二次式の形に入れているということになり

ます。 

 その結果、この赤線の右下がゼロになるあたりの数字が45年ぐらいになるような線が出

ておるんです。これが、田中先生がおっしゃる標準のものというふうなことなので、個々

のものはそれはまた違うというわけで、それを黄色の線で、修正というふうにここに書い

ていますけれども、修正というのもどうしてやるのかというのは、ちょっとまだはっきり

はしてないんですけれども、何らか現場を反映した黄色の線というものを出して、それで

検討していこうということだというふうに私は理解しております。 

○田中小委員長  ほかに。 
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 どうぞ。 

○安倍専門委員  ちょっと視点が変わるんですが、手引きの位置づけということでちょ

っと考えるんですけれども、説明ございましたように、国以外のものの事業主体の場合は

準用するような形ということなんですが、来年度から農地・水・環境保全対策を大きく進

められようとしておりますし、参考資料にもありましたように、施設そのもののウエート

といったら団体営でありますとか補助事業というのが圧倒的なシェアだと思うんですね。

これを施設規模の大小においてとらまえるというのはなかなか難しいということもあろう

かと思いますし、手順としては何となくわかるんですが、そういう土地改良の施設そのも

のが今後果たす役割というような位置づけからしますと、全体にかかるような一つのそう

いう基準、将来にわたる基準、手引きというような形にもっていただけたら、それぞれが

関心をもってとらまえていくんだろうと。どっちかといいますと従来型で国営事業ありき

の形から出発しますと、末端に行きますと、そのことについてそんなに興味は、いずれど

ういう形かにはなるであろうけれどもというふうな感じで受けとめますので、最初から土

地改良施設というものに対してこういう形で、全体を包含するような位置づけで手引きを

つくっていただきますと全体的に共感を得るのじゃないか、こういうふうに思いますがど

うでしょうか。 

○岩村水利整備課長  おっしゃるとおりだと思います。土地改良施設全体という意識で、

その中にストックマネジメントといいますか、これだけのストックの機能をいかに確保し

ていくか、効率的にやっていくのか、そういった思想に立ったものが今回の農地・水・環

境保全向上対策でもあるわけですけれども、そういった視点がこれからは重要です。基本

的に我々はこうやって考えて、こういった視点で進めていきましょうということをまず今

回の手引きのなかで全体のものとしてまとめたいというふうに思っております。 

 ただ、何せ新しい技術で、こういった方法でライフサイクルコストをきちっと計算をし

て、今後の取り組みのやり方を選択的に実施してくださいという、そこのたがをどこまで

はめるのかといいますと、ある程度技術が進んでいかないと難しいところがあろうかと思

います。そうなりますと、我々としては老朽化の進行を見過ごしてしまって事故が起きた

ときのリスクがより大きいもの、つまり基幹的な施設、そこについてまず重点を置いて、

そういった技術の確立を図りたいと思っております。行く行くはもう少し小さい補助事業

でも、こういったルールで選択・比較して実施をするような計画のものでないと、なかな

か国としては助成できませんよといったようなレベルに将来はいくのだと思います。 
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 ということで、今回は全体としての思想をとりまとめて、細かいところといいますか実

務的なところはまず基幹的なものから進めていくのかなというふうに思います。数年かけ

てレベルを上げていくものだろうというふうに認識しております。 

○四方専門委員  非常にストックがふえてきて維持管理が非常に重要な時期にこういう

ものをまとめられるというのは、非常に時宜を得たものだというふうに思います。そうい

う意味で、一方ではまだ、ここでも議論になっていますように十分なデータの蓄積もない

ので、一遍に基準なり指針なりというのは難しいだろうということで手引きということに

なるんだろうということもよく理解できます。 

 ただ、いろいろ提案の方の議論にもありましたように、中身は手引きでやむを得ないと

思うんですけれども、形としてはやはり基準と同じような構成にしていただいて、調査な

り計画なり、いわゆる工事の実施ですね、さらに補修工事したものの維持管理、そういう

各段階できちんと書いてもらう方がいいと思うんです。構成そのもの、できるだけ中身に

ついてはそうだと思います。それから、当面やはり基幹施設というのもわかりますし、ま

た今でもご苦労されているようですけど、当然土木構造物なんかだとコンクリートの劣化

の評価あたりが中心になるでしょうし、揚排水機場なんかにもし機械なんかも入れるんで

したら、当然故障頻度なんか指標になるんでしょうから、そういう重要な指標、重要な基

幹施設を重点に書いてもらうということになろうかと思います。 

 それから、今安倍委員からもありましたけれども、ストックマネジメントやライフサイ

クルコストなりは新しい考え方なので、この概念そのものを手引きの頭のところできちん

と位置づけして解説もしていただければ、これは国営の施設、基幹施設用のものだけじゃ

なくてというふうなことがあると思うので、その手引きの構成の頭にそういう部分を一つ

つくってもらったらどうか。それから中身そのものは、基幹なり重要な指標だけになるの

はやむを得ないし、データは古いけれどもきちんと基準に準じたような構成にしてもらっ

た方がいいというのが２点目です。 

 もう１点、これは先ほど小林委員からお話がありましたけど、環境の話がありました。

これは景観と裏表で去年１年間議論してきた話ですけど、特にこういう歴史的な構造物あ

るいは地域の基幹施設なので、景観というものを配慮することもちょっと明示しておいて、

あるいは位置づけてもらっておいた方がいいというふうな気がします。環境なり景観なり

の配慮のコストですけど、それはやはり社会的なコストなので、そういう位置づけをして

位置づけていく必要があるのじゃないかというふうに思います。 
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 以上３つ、ちょっと所感ということで恐縮ですが、発言させていただきました。以上で

す。 

○中野専門委員  もう皆さん、いろいろ私がいいたいことをいっていただいたような感

じがしますけど、私、大学におりまして、かんがい利水という、まさにこの農業水利施設

と密接な研究室を担当しているんですけど、その中の柱で施設の維持管理というのをうた

っているんですけど、どうも維持管理が大切ということをほかの人たちが認識してくれな

いという悩みをもっております。そういう中でこういう形あるものができたということは、

非常にうれしいと思っております。 

 先ほども出ましたけど環境への配慮という、私もそういう感じがしまして、例えば落差

工を斜めにして魚が上がれるようにするとか、例えば大きな落差のあるところは小水力発

電するとか、こういう維持管理を通して何かもう少し夢のあるようなもの、仕掛けをこの

中に入れていただくといいかなという感じがしまして、先ほどの環境への配慮も含めまし

て、何かそういうものを１つの章としてつくっていただくと、夢ができていいかなという

感じがしました。 

 私の感想をいわせていただきました。 

○岩村水利整備課長  今のお話で、大変ありがたいお話をいただきました。先ほどの四

方委員のご指摘とも関連するところなんですが、私たち、更新という議論をするときにつ

いつい「単純更新」という言葉をよく使うんですけれども、これが非常に誤解を生んでい

るというか、免許の更新と同じように簡単にできることであって、余り新しい価値を生み

出さないものであるといったような印象を与えがちと反省しています。そこで、こういっ

たストックマネジメント的な思想を入れるということでより経済的にできるというのも、

これもまた立派な技術だと思いますし、それだけではなくて、今ご指摘いただいたように、

より生態系との調和を高めるとか景観となじんだものにするとか、またそういったことを

やるときに地域活動と連携して、その水路をより親しみのあるものとして価値を感じても

らえるようなことをやるとか、そういった価値は、せっかく直すときですから、単純に同

じものをつくるのではなくて、そういったプラスアルファの価値を生み出すような発想と

いうのは絶対もつべきだと思っています。今回のストックマネジメントは、どうも経済的

に安くするという視点にいきがち、確かにそこは大きいポイントなんですけれども、それ

だけではなくて、今ご指摘いただいたようなことは組み入れていきたいというふうに思っ

ていますし、更新の意味がそういうことだということを世の中にもよくわかっていただけ
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ればなというふうに思っております。 

 あと、四方委員の方からご指摘いただいた２つの点ですが、形は基準と同じようにとい

うことですけれども、なかなか基準にいかないというのはご理解いただけると思うんです

けれども、基本的な考え方を書いて、いろんな事例を提示するとか、そのバリエーション

で応用してやっていただきたいと、こういう思想で取り組んでほしいと、そんな形でつく

りたいなと思って今は進めております。 

 それから、冒頭の部分に概念をしっかり書くということは安倍委員からもお話がありま

したけれども、まさにそこが大事だと今回は思っておりますので、まだ作業検討の途上で

すが、そこはそのようにしていきたいというふうに思います。 

○小林臨時委員  今の水利整備課長のお話で非常に安心したわけですけれども、最初に

資料２を送っていただいて拝見したときに、農業水利施設の中段以降のところですが、

「食料生産基盤としての機能だけでなく、水資源のかん養や洪水防止などの多面的機能を

有し、」と書かれていて、何となく、農業水利施設というものが今現在の新しい役割とい

うかそういうのがあるのに、「水源かん養や洪水防止など」の「など」のところに全部含

まれてしまって、さっきおっしゃっていた景観とか環境保全とか、いろんなもっとほかに

もあると思うんですけど、その辺どういうところに視点を当ててやるのかが明確に背景の

ところに書かれてなくて心配をしておりました。細かい資料の方をみると、コストの話が

たくさん出てくるものですからものすごく心配していたのですが、今の話で本当に安心し

ました。ありがとうございました。 

○田中小委員長  水利整備課長の話でありましたように、例えば施設は、古くなること

によって価値が出るものもございますよね。景観とか、あるいは最近ですと土木遺産とか、

そういうようなものも当然この中では考えていくという理解でよろしいんでしょうね。 

○岩村水利整備課長  何せ今回の取り組みがまず第一歩でございますので、どこまで完

璧なものになるかどうかわかりませんが、そういう認識は置いておかなければいけないと

は思っております。 

○田中小委員長  ほかにご意見ございませんでしょうか。 

 それでは、どうもありがとうございました。 

 以上をもちまして、本日予定しておりました議事を終了いたしました。 

 それでは、議事進行を事務局の方にお返ししたいと思います。 

○角田事業計画課長  どうもお忙しい中ご出席いただき、またご熱心なご議論をいただ
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きまして、ありがとうございました。 

 次回の第２回の技術小委員会の日程につきましては、来年の１月を予定いたしておりま

す。その間、検討部会の方で、またきょうのご意見を踏まえて詰めていきたいと思ってお

ります。よろしくお願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして第１回の技術小委員会を終わらせていただきます。どうも

ありがとうございました。 

 

                                 ──了──   

 

 


