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「農業水利施設の機能保全の手引き」

の改定について

農村振興局

資料４－１



１．農業水利施設の機能保全について

○ 基幹的水利施設の多くは、戦後から高度成長期にかけて整備されてきたことから老朽化が進行。耐用年数を超過した基幹的な水
利施設は、再建設費ベースで約3.1兆円。ストック全体の約2割を占め、突発事故の件数は増加傾向。

○ しかしながら、国や地方公共団体等の財政の逼迫により、施設の更新整備が遅延し、施設の安定的な機能の発揮に支障が生じる
ことが懸念。

○ こうした課題に適切に対応するため、平成１９年３月に「農業水利施設の機能保全の手引き」を策定し、ストックマネジメント※の取組
を推進しているところ。

※農業水利施設の定期的な機能診断に基づく機能保全対策を通じて、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
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資料：農業基盤情報基礎調査（平成21年3月末時点）

○耐用年数を迎える基幹的水利施設数

○施設の老朽化状況（H21）

○ストックマネジメントの流れ
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２．「農業水利施設の機能保全の手引き」改定の背景

① 社会情勢等の変化
・リスク管理の概念を明示的に導入すること
を検討。

・国による長寿命化対策の事業創設を踏まえ、
事業化に向けた手順等の整理を検討。

③蓄積されたデータの反映
・ひび割れ幅の評価基準について検討。
・標準劣化曲線について、これまでに蓄積さ
れたデータを考慮して検討。

○ 「農業水利施設の機能保全の手引き」は平成１９年の策定後、７年が経過。

○ この間に策定された「食料・農業・農村基本計画(平成22年3月)」「土地改良長期計画（平成24年3月）」において、戦略的な保全管
理を推進することとされ、この中で、「リスク管理」 「監視」が明文化されるなど、機能保全をとりまく諸情勢が変化。

○ 現場でのストックマネジメントの取組の進捗に伴い明らかになった手法上の改善点や、蓄積されたデータの反映等について検討す
る必要。

主な検討事項◆農業水利施設の機能保全をとりまく諸情勢の動向

H19：農業水利施設の機能保全の手引き の策定
（H21～H24：同手引き工種別編の策定）

H19：基幹水利施設ストックマネジメント事業 の創設

H20：地域農業水利施設ストックマネジメント事業 の創設

H22：食料・農業・農村基本計画 の策定

H23：東日本大震災

H23：国営施設機能保全事業 の創設

H24：土地改良長期計画 の策定

H24：国営施設応急対策事業 の創設

H24：農業水利施設保全合理化事業 の創設

H25：国土強靱化基本法 の策定

H26：国営耐震一体型かんがい排水事業 の創設
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②取組実績を踏まえた手法の改善
・施設監視の取組強化に向けた考え方等を
整理することを検討。
・劣化曲線の弾力的な取扱について検討。
・耐震対策等の位置づけを検討。
・性能管理の考え方について記載の充実を
検討。

④その他
・工種別編の整備等を踏まえ、構成の再整理
を検討。

・円滑な取組を推進するための追記や表現
の修正等を検討。

２



① 社会情勢等の変化① 社会情勢等の変化

○ 「食料・農業・農村基本計画」「土地改良長期計画」において、戦略的な保全管理を推進することとされ、この中で、「リスク管理」「監
視」 が明文化。さらに、「国土強靱化政策大綱」においてもリスクマネジメントの重要性が示されているところ。

○ また、 「インフラ長寿命化基本計画」においても、各インフラの管理者による戦略的な維持管理・更新等の推進が明記されており、
国営造成施設の保全管理については、国と地方、農家がライフサイクルを通じて役割分担しつつ共同の取組を強化し、効率
的かつ確実に対応していく必要。

○ こうした情勢を踏まえ、社会情勢等の変化に対応した、内容の充実について検討。

○ リスク管理の概念を明示的に導入。
○ 国による長寿命化対策の事業化に向けた手順等の整理。

３．主な検討事項と検討の方向

検討の方向

◎土地改良長期計画 （平成24年3月30日閣議決定）

これまでの全面的な改築・更新に代え、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保全管理を推進する。

○政府の計画等（抜粋）
◎食料・農業・農村基本計画（平成22年3月30日閣議決定）

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。

◎国土強靱化政策大綱（平成25年12月17日国土強靱化推進本部決定）
「国土の強靱化」は、いわば国のリスクマネジメントであり、
・主たるリスクを特定・分析
・脆弱性を克服するための課題とリスクに対する対応方策を検討
・対応方策について、重点化、優先順位を付けて計画的に実施（中略）
というPDCAサイクルを繰り返す

◎インフラ長寿命化基本計画（平成25年11月29日関係省庁連絡会議決定）

各インフラの管理者※は、各施設の特性や維持管理・更新等に係る取組状況等を
踏まえつつ、以下に示す記載事項を基本として、メンテナンスサイクルの核となる個
別施設計画をできるだけ早期に策定し、これに基づき戦略的な維持管理・更新等を
推進する。

○国営造成施設の保全管理の共同作業化
～食料・農業・農村政策審議会農業農村振興整備部会報告「農業水利について」より～

○農業水利施設の突発的事故の発生

パイプラインの破裂

出典：農村振興局整備部水資源課施設保全管理室調べ
施設の管理者（国、都道府県、市町村、土地改良区等）に対する聞き取り調査

出典：食料・農業・農村政策審議会農業農村振興整備部会報告「農業水利について」（平成25年）

国営造成施設の保全管理については、施設の老朽化の進行や東日本大震災を踏ま
え、国と地方、農家がライフサイクルを通じて役割分担しつつ共同の取組を強化し、効
率的かつ確実に対応していく必要がある。

※管理者以外の者が法令等の規定によりそのインフラの維持管理・更新等を行う場合にあっては、その者。

３



② 取組実績を踏まえた手法の改善② 取組実績を踏まえた手法の改善

○ 機能診断実施済み施設が増加するにつれて、施設監視の重要性が高まっている。
○ 老朽化した農業水利施設の更新等に併せて、施設の耐震化整備を一体的に実施する耐震対策一体型の創設等を踏まえ、ストック
マネジメントにおける耐震対策の位置づけを明確化する必要。

○ 機能診断において表面的な構造性能の診断に偏りがちであったり、劣化予測において画一的な適用を行いがちな実態を踏
まえ、性能管理の重要性等に焦点をあてるなど、機能診断・劣化予測の基本的考え方等について改めて記載することを検討。

○ これらを含め、取組実績を踏まえた手法の改善に関する内容の充実について検討。
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○ 施設監視の取組強化に向けた考え方等の整理。
○ 耐震対策の位置づけの明確化。

○ 劣化曲線による予測において留意すべき点の整理。
○ 水利用性能・水理性能を含めた性能管理の考え方の整理。

検討の方向

○老朽化施設の監視強化、補修・更新時期の最適化

施設管理者や受益農業者の理解を得つつ、必要最小限の補修・更新により施設を長寿命化
（施設の監視を強化しつつ、補修・更新を適期に行うことでライフサイクルコストを抑制）

出典：食料・農業・農村政策審議会農業農村振興整備部会 平成２５年度第４回資料

○劣化曲線のイメージ

※ 実際の施設においては、健全度評価が同じであっても劣化状態には幅があることに加
え、気象条件や使用条件などにより将来の劣化状態に差が生じるものであるため、実
際の劣化曲線は、一本の線で表せるものではなく幅をもっているものである。このた
め、機能診断後、継続して施設監視を行い、実際の施設の劣化進行状況を見極めたう
えで、適時に適切な対策を実施することが重要。

【健全度】
施設の変状の程度により、S-5～S-1の健全度指標を設定。それぞれの定義は以下の通り。

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。劣化の進行を遅らせる補修工事などが適用可能な状態。
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。補強を伴う工事により対

策が可能な状態。
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。近い将来に施

設機能が失われる、または著しく低下するリスクが高い状態。補強では経済的な対応
が困難で、改築が必要な状態。

【劣化曲線】
劣化の将来予測は、劣化の要因が明らかであり、その予測手法が確立されている場合は、

経験式などの手法を用いて行う。経験式などの手法が確立されていない場合や複合的な要因
で特定の劣化要因が不明である場合は、標準的な劣化曲線（次頁参照）を設定し、これを機
能診断による実測で補正することにより行う。 ４

機能診断時点健全度



③ 蓄積されたデータの反映③ 蓄積されたデータの反映

○ 現行手引きにおけるコンクリートひび割れによる施設状態評価の判定基準について、現場の実績データを踏まえてひび割
れ幅の評価の妥当性を検討。

○ 標準劣化曲線については、過去の広域基盤調査結果に基づき設定されているが、本手引きに基づく機能診断調査結果が蓄
積されているため、これを反映させることが可能。

○ これらを含め、蓄積されたデータの反映を検討。

○ ひび割れ幅については、農業用用排水施設の実績
により評価。

○ 標準劣化曲線について、これまでの取組により得
られた機能診断のデータも反映。

※現行の手引きではひび割れ幅の評価は、日本コンクリート工学会の「コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指
針－2003－」の判定基準を準用

検討の方向 ○施設の状態評価表（抜粋）

○鉄筋コンクリート開水路の標準劣化曲線

（農業水利施設の機能保全の手引き：p70）
機能診断の履歴が無く、性能低下を予測する手段がない場合には、全国的な過

去の施設診断の結果を統計処理し、標準的な性能低下曲線を策定し、個々の施
設機能診断の結果でこれを補正して推定する方法を用いる。

具体的には、これまでに相当数のデータが蓄積されている広域基盤整備計画調
査での施設診断結果を用い、最もデータ量の多い鉄筋コンクリート開水路につい
て標準曲線を設定する。

５

○鉄筋コンクリート開水路のひび割れ幅と鉄筋腐食に関する調査

調査時期 平成２５年９月～平成２６年３月
調査数量 １，０２５箇所

・鉄筋コンクリート開水路において、表面のひび割れ幅の確認を行うとともに、鉄筋位置まで
コンクリートをはつり、鉄筋の腐食状況を確認する。この調査により、ひび割れ幅と鉄筋の
腐食状況の関係について確認し、ひび割れ幅の評価の妥当性について検討する。

最大ひび割れ幅 1.80mm
腐食度 Ｄ ： 断面欠損の明らかな著しい腐食
最大ひび割れ幅 1.80mm
腐食度 Ｄ ： 断面欠損の明らかな著しい腐食

（調査事例）（調査事例）

ひび割れ位置



４．「農業水利施設の機能保全の手引き」 主要改定項目

① 社会情勢等の変化
a.リスク管理の概念を明示的に導入
b.国による長寿命化対策の事業化に向けた手順等の整理 （説明省略）

③蓄積されたデータの反映
・ひび割れ幅については、農業用排水施設の実績により評価
・標準劣化曲線について、これまでの取組により得られた機能診断のデータも反映

検討の方向

②取組実績を踏まえた手法の改善
a.施設監視の取組強化に向けた考え方等の整理
b.耐震対策等の位置づけの明確化 （説明省略）
c.劣化曲線による予測において留意すべき点の整理
d.構造性能・水利用性能・水理性能を包括した性能管理の考え方の整理

６

○ 工種別編の整備等を踏まえ、構成を再整理



１章 手引きの目的と活用
１．１ 目的
１．２ 活用方法
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

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
２．２ ストックマネジメントの実施項目と流れ
２．３ 主な実施項目の内容

３章 ストックマネジメントの基本事項
３．１ 総論
３．２ 性能の管理
３．３ 施設の機能診断
３．４ 性能の劣化予測と対策工法の検討
３．５ 環境との調和への配慮
３．６ ライフサイクルコストと経済比較
３．７ 最適な整備計画の策定と合意形成
３．８ 情報の保存・蓄積・活用

４章 鉄筋コンクリート構造物における適用
４．１ 機能診断調査
４．２ 機能診断評価
４．３ 性能低下予測

５章 現地への適用に当たっての留意事項
５．１ 日常的な管理
５．２ 広域の施設群を対象とした中長期的な整備計画策定
５．３ 事業実施を前提とした調査計画
５．４ 事業実施段階での調査計画

用語の解説

１章 手引きの目的と活用方法
１．１ 手引きの目的
１．２ 手引きの活用方法

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

１．４ 用語の定義

２章 ストックマネジメントの基本事項
２．１ 基本事項
２．２ 性能の管理
２．３ 重要度評価
２．４ リスク管理
２．５ 耐震対策

３章 ストックマネジメントの運用
３．１ 日常管理
３．２ 機能診断
３．３ 劣化予測と対策工法の検討
３．４ 配慮すべき事項
３．５ 経済性による対策の検討
３．６ 施設監視
３．７ 情報の保存・蓄積・活用
３．８ 関係機関による情報共有

４章 国営事業における取組手順（参考）
４．１ 基本事項
４．２ 長寿命化に配慮した更新整備計画の策定
４．３ 施設長寿命化計画の作成
４．４ 土地改良事業計画書（案）の作成
４．５ 事業実施段階での調査
４．６ 事業実施後の情報管理

７○ 工種別編の整備等を踏まえ、構成を再整理○ 工種別編の整備等を踏まえ、構成を再整理

（加筆修正）

（加筆修正）

（加筆修正）

（新規項目立て）
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（加筆修正）

（一部用語追加・修正）

（全面的に改訂）

（全面的に改訂）

（加筆修正）

（加筆修正）

（加筆修正）

（加筆修正）

（加筆修正）

（加筆修正）

（加筆修正）

（加筆修正）

（加筆修正）

（加筆修正）

（全面的に改訂）

（新規項目立て）

（新規項目立て）



A B C

S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

重要度

リスク大

リスク小

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。

◆改訂案（抜粋）

第２章 ストックマネジメントの基本事項
２．４ リスク管理 【新規追加項目】
２．４．１ 基本的考え方
２．４．２ 管理水準での考慮
２．４．３ リスクコミュニケーション
２．４．４ 緊急事態における事後対応の検討

「2.4 リスク管理」を新たに項立てするなど、リスク管理の概念を明示的に導入。

８

①‐a リスク管理の概念を明示的に導入①‐a リスク管理の概念を明示的に導入

大←（事象の結果による損失額）→小

大←

（事
象
の
発
生
確
率
）→

小

２．４．１ 基本的考え方（p28）

【図２－７重要度・健全度とリスクの関係（イメージ）】

【主な改訂箇所】

（抜粋）

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。

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。

【参考】リスクの概念とイメージ （抜粋）

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、事象の発生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、事象の発生確率を健全度評価、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。

健
全
度



①‐a リスク管理の概念を明示的に導入（つづき）①‐a リスク管理の概念を明示的に導入（つづき）

２．４．３ リスクコミュニケーション（p32）

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。

（抜粋）

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。

（抜粋）
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。

◆改訂案（抜粋）

９

第２章 ストックマネジメントの基本事項
２．４ リスク管理 【新規追加項目】
２．４．１ 基本的考え方
２．４．２ 管理水準での考慮
２．４．３ リスクコミュニケーション
２．４．４ 緊急事態における事後対応の検討

【主な改訂箇所】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。

２．４．２ 管理水準での考慮（p31）

２．４．４ 緊急事態における事後対応の検討（p33）

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

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

【図２－８ 健全度による管理水準の設定を行う場合の例】



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

３．６ 施設監視（p98）

「3.6 施設監視」を新たに項立てし、施設監視の考え方、方法等を明示。

②‐a 施設監視の取組強化に向けた考え方等の整理②‐a 施設監視の取組強化に向けた考え方等の整理

対策の必要がある場合

当面対策の必要がない場合

【図２－１ ストックマネジメントのサイクル】

施設監視は、施設の劣化の進行状況を見極め、最適と判断される時点（適時）に適切な対策
工事を実施できるようにすることなどを目的に行うものであり、施設管理者が施設監視計画に基
づき実施するほか、施設造成者がその情報を適切に把握することも施設監視に含まれる。

施設監視計画の策定にあたっては、具体の監視内容・項目等について適宜検討し定めておく
ことが重要である。

（抜粋）

・ 対策工事は、継続的な施設監視により、実際の劣化の進行状況を見極めた上で、適切な時期に実
施していくことが重要である。この施設監視を着実に行うため、施設監視計画を適切に策定する必
要がある。

・ 施設監視計画は、機能保全計画の一部として策定するが、その策定にあたっては、機能診断によ
る施設機能の評価結果を踏まえた上で、個々の施設の状態に応じて、測点・部位、監視内容・項目、
監視頻度、監視の留意事項等、次回機能診断の予定時期を定める必要がある。

・ 施設管理者が行う施設監視は、施設監視計画に基づき、基本的に日常管理の一環として実施す
る。機能診断の際に設定した定点等における目視や写真撮影を基本とし、必要に応じて計測等を
併せて行う。その際、適切に記録を残しておくことが重要である。

・ また、施設造成者は、施設監視を行った施設管理者から適宜その結果の報告を受けることにより、
施設の劣化の進行状況を適切に把握しておくことが重要である（施設造成者による監視）。

・ 特に、機能保全計画における対策工事予定年度を経過して対策工事が未実施となっている施設
については、施設の劣化の状況が最適シナリオにおける対策工事で対応可能な範囲内にあること
を、施設監視を通じて確認していることが重要である。

他方、対策工事予定年度が到来していない施設については、施設管理者の負担や効率性等を考
慮し、簡易な方法で実施してもよい。

第２章 ストックマネジメントの基本事項
２．１．３ ストックマネジメントの実施項目と流れ

第３章 ストックマネジメントの運用
３．６ 施設監視 【新規追加項目】

【主な改訂箇所】

２．１．３ ストックマネジメントの実施項目と流れ（p15）

◆改訂案（抜粋）

１０

※1 日常管理の一環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



３．３．２ 劣化予測の手法（p76）

「3.3.2 劣化予測の手法」の記載を全面的に修正し、劣化曲線による予測において留意すべき点を明記。

②‐c 劣化曲線による予測において留意すべき点の整理②‐c 劣化曲線による予測において留意すべき点の整理

・ 劣化の初期段階における初回の機能診断で劣化曲線を用いて劣化予測を行う場合は、その劣化曲線が機能保全コスト算
定の際に必要となる対策実施時期の設定のため、便宜的に一点近似で描かれた一本の二次曲線であることを理解したうえ
で取り扱うことが重要である。

・ こうした背景を踏まえ、当面の機能保全計画には、既に補修・補強等の適期に到達しており早期の機能保全対策の実施を
検討すべき施設と、劣化が初期段階であり機能保全対策の実施が当面見込まれない施設の二つが含まれることに留意する
必要がある。なお、後者においては、上述のように現地点における便宜的な劣化予測となるが、将来的には継続的な機能診
断結果の蓄積により劣化予測の精度が向上し、各施設の個性を踏まえたより確かな機能保全対策が見えてくることになる。

・ 他方、実際の施設においては、健全度評価が同じであっても劣化状態には幅があることに加え、気象条件や使用条件など
により劣化の進行状況は区々で将来の劣化状態に差が生じるものであるため、実際の劣化曲線は、一本の線で表せるもの
ではなく図３－１０に示すような不確実性を伴った幅をもっていることにも留意が必要である。

・ こうしたことから、機能診断後、継続して施設監視を行い、実際の施設の劣化進行状況を見極めたうえで、適時に適切な対
策を実施することが重要となる。

【図３－１０ 劣化予測精度のイメージ】

第３章 ストックマネジメントの運用
３．３ 劣化予測と対策工法の検討
３．３．２ 劣化予測の手法

【主な改訂箇所】

◆改訂案（抜粋）

１１



②‐d 構造性能・水利用性能・水理性能を包括した性能管理の考え方の整理②‐d 構造性能・水利用性能・水理性能を包括した性能管理の考え方の整理

「２．２．２ 性能に着目した管理」において、水利用性能・水理性能の性能管理の考え方について整理。

◆改訂案（抜粋）

第２章 ストックマネジメントの基本事項
２．２ 性能の管理
２．２．２ 性能に着目した管理

【主な改訂箇所】

【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 （p23～24）

２．２．２ 性能に着目した管理

１２

○ しかしながら、劣化の態様が異なるそれぞれの性能について、個別に劣化予測等を行っていく
ことは困難

○ 本来であれば、水利用性能をはじめ、水理性能、構造性能に属するそれぞれの性能の低下過
程とメカニズムに着目したきめ細かい機能保全が理想的

こ
れ
ら
の
性
能
を
包
括
し
、
①
施
設
の
機
能
の
状
態
を
評
価
し
、
②
機
能
保
全

対
策
の
時
期
、
対
策
工
法
を
判
断
す
る
、
何
ら
か
の
指
標
が
求
め
ら
れ
る

農業水利施設の性能のイメージ

○ 主に構造性能の劣化状況の視点から定義した包括的
な指標である「健全度」を管理水準内に維持するよう機
能保全を実施することで、水利システムの水理性能・水
利用性能が維持されるという考え方の下、健全度指標
を活用した施設の機能保全を実施

○ なお、極力その健全度評価に至った性能指標を踏ま
えつつ劣化予測を行うなど、構造機能の低下と水利用
性能、水理性能等の低下との関係を意識し、要求性能
が適切に確保できるよう、対策工法等に反映させる

健全度指標を活用した施設の機能保全

性能を意識した健全度指標による管理

適切な健全度を確保
しつつ施設を運用



②‐d 構造性能・水利用性能・水理性能を包括した性能管理の考え方の整理（つづき）②‐d 構造性能・水利用性能・水理性能を包括した性能管理の考え方の整理（つづき）

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、最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。

◆改訂案（抜粋）

第２章 ストックマネジメントの基本事項
２．２ 性能の管理
２．２．２ 性能に着目した管理

【主な改訂箇所】

【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 （p23～24）

２．２．２ 性能に着目した管理

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。

１３



②‐d 構造性能・水利用性能・水理性能を包括した性能管理の考え方の整理（つづき）②‐d 構造性能・水利用性能・水理性能を包括した性能管理の考え方の整理（つづき）

◆改訂案（抜粋）

ストックマネジメントにおいては、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が、水利用性
能・水理性能の状況に留意することが重要であり、機能診断等を実施するプロセスの中
で、水利用性能・水理性能についても合わせて確認していくことが望ましい。

水利用性能・水理性能の確認を行う場合は、個々の施設の性能だけでなく、水利システ
ム全体として捉えつつ、通常の健全度評価のプロセスと併せて進めていく必要がある。そ
のうえで、水利用性能・水理性能の調査結果より水理計算や水理設計を見直し、施設の
構造的な対策工法の検討等に反映させていくことが重要である。

【図３－１ 水利用性能・水理性能の確認フロー】

第３章 ストックマネジメントの運用
３．２ 機能診断
３．２．１ 機能診断の目的

【主な改訂箇所】
【参考】水利用性能、水理性能の診断について（p44） （抜粋）

３．２ 機能診断

【参考】水利用性能・水理性能の不足への対応について（p49）

【図３－２ 水利用性能・水理性能の不足への対応イメージ】 １４



【参考　現行の施設状態評価表（抜粋））

S-5 S-4 S-3 Ｓ-2

タイプ：初期ひび割れ
形状：目地間中央や部材解放部の垂直ひび割れ
原因：乾燥収縮・温度応力

最大ひび割れ幅
0.2mm未満

最大ひび割れ幅
[0.2～0.6㎜]
0.2～1.0mm

最大ひび割れ幅
[0.6㎜以上]
1.0mm以上

S-3に該当するものが
全体的

タイプ：劣化要因不特定のひび割れ
形状：特徴的な形状を示さないひび割れ
原因：症状が複合的であり劣化要因を特定できないもの

最大ひび割れ幅
0.2mm未満

最大ひび割れ幅
[0.2～0.6㎜]
0.2～1.0mm

最大ひび割れ幅
[0.6㎜以上]
1.0mm以上

S-3に該当するものが
全体的

タイプ：ひび割れ先行型ひび割れ
形状：格子状・亀甲状などのひび割れ
原因：ASRや凍害などの劣化要因

最大ひび割れ幅
0.2mm未満

最大ひび割れ幅
[0.2～0.6㎜]
0.2～1.0mm

最大ひび割れ幅
[0.6㎜以上]
1.0mm以上

S-3に該当するものが
全体的

タイプ：外力によるひび割れ
形状：側壁を横切るような水平もしくは斜めのひび割れ
原因：構造物に作用する曲げ・せん断力

最大ひび割れ幅
0.2mm未満

最大ひび割れ幅
[0.2～0.6㎜]
0.2～1.0mm

最大ひび割れ幅
[0.6㎜以上]
1.0mm以上

S-3に該当するものが
全体的

タイプ：鉄筋腐食先行型ひび割れ
形状：鉄筋に沿ったひび割れ
原因：中性化・塩害

無 有
S-3に該当するものが

全体的

進行性（ASRや凍害などの場合）

健全度ランク

評価項目 評価区分

有りの場合1ランクダウン

内
　
部
　
要
　
因

構
造
物
自
体
の
変
状

ひび割れ

形
状
と
幅

○ ひび割れ幅については、農業用用排水施設の実績により評価。
○ 標準劣化曲線について、これまでの取組により得られた機能診断のデータも反映。

（参考）

Ｈ１９～Ｈ２３の５ヶ年の
国営造成施設で実施され
た機能診断結果を用いて
標準劣化曲線を設定。

③ 蓄積されたデータの反映③ 蓄積されたデータの反映

【図３－９ 農業水利施設における標準的な劣化曲線（コンクリート構造物）】

◆改訂案（抜粋）

（参考）
全国1,025箇所の調査の結果、現行の施設状態評価
表におけるS‐4,S‐3の閾値1.0mm及びS‐5,S‐4の閾値
0.2mmについて、一定の妥当性が確認されたことから、

本改訂案での変更は行わない。

【表３－９ 鉄筋コンクリート開水路の施設状態評価表】 （p69）

第３章 ストックマネジメントの運用
３．２ 機能診断
３．２，１０ 評価の方法

３．３ 劣化予測と対策工法の検討
３．３．２ 劣化予測の手法

【主な改訂箇所】
３．２．１０ 評価の方法

３．３．２ 劣化予測の手法 一般的に寒冷地においては、こうした凍害をはじめとする様々な要因によ
る劣化の可能性が他の地域より高いと考えられていることを踏まえ、北海
道、北東北等のデータを集計・分析し、劣化曲線を設定した結果、標準的な
劣化曲線より若干早く劣化が進行する傾向が見られた（図３－１１）。

【図３－１１ 北海道、北東北等における標準的な劣化曲線（コンクリート構造物）】

S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

0 10 20 30 40 50 60 70

健
全
度

供用年数

改定案 現行手引き（参考）

現行手引き

左図は、p75の図に現

行手引きの曲線（点線）
を重ねて表記。

【参考】 寒冷地における劣化（p77）（抜粋）
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５．前回の技術小委員会における指摘と対応方針（案）

指摘事項 対応方針（案）

電気設備等は土木施設等とは違う
保全方式となるのではないか（時間
計画保全と状態監視保全）。

また、手引きの対象となる施設（構
造物）について明確にすべき。

ストックマネジメント（リスク管理）の
視点と主体（所有者と管理者の関
係）に関する考え方を記載すべき。

「２．３ リスク管理」等において、

「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。」「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。」（p32）
とするなど、リスク管理の視点と主体に関する考え方を記載。

切れ目のない監視とあるが、ある
程度絶え間なく監視する必要はない
のではないか。監視においては劣化
曲線等を考慮し、最初は粗くていい
けれども、だんだん密にするなど柔
軟な対応が必要ではないか。

「３．６ 施設監視」において、

「特に、機能保全計画における対策工事予定年度を経過して対策工事が未実施となっている施設に
ついては、施設の劣化の状況が最適シナリオにおける対策工事で対応可能な範囲内にあることを、施
設監視を通じて確認していることが重要である。」「他方、対策工事予定年度が到来していない施設に
ついては、施設管理者の負担や効率性等を考慮し、簡易な方法で実施してもよい。」（p98）
とし、施設の状況に応じた対応について記載。

「１．１ 手引きの目的」において、
「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、

なお、手引きの対象施設は、工種別編とし
て列記（p6）した施設が対象。

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）。」（p1）
とし、手引きの対象となる保全
方式を明確化。

【図１－１ 保全方式の考え方】 （p2）
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６．今後の改定スケジュール（案）

○ 平成２６年度内に、農業農村振興整備部会技術小委員会で審議の後、同部会に対して結果を報告。

○ 報告結果を踏まえ、手引きを改定。

○ 手引き改定に係るスケジュール（案）

＜平成２５年度＞
３月１８日 農業農村振興整備部会

（技術小委員会へ付託）
＜平成２６年度＞

６月１３日 技術小委員会（第１回）

１１月１１日 技術小委員会（第２回）

２月頃 技術小委員会（審議予定）

年度内 農業農村振興整備部会（報告）

手引きの改定

※本日の審議後、農林水産省のホームページ等を通じ、広く意見・情報の募集（パブリックコメント）を実施。
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