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1．はじめに
近年、台風や集中豪雨、地震等により日本各地で大

きな被害を伴う土砂災害が発生している。平成 28 年
に北海道・東北地方を襲った一連の台風に伴う豪雨、
平成 29 年の九州北部豪雨、平成 30 年 7 月豪雨、令和
元年東日本台風に伴う豪雨等、広い範囲に大き
な被害をもたらした。一方で、これまで砂防関
係施設が整備された渓流や斜面では、土砂移動
そのものの抑制や移動した土砂の捕捉によっ
て、未然に土砂災害を防いだ事例は枚挙に暇が
ない。

土砂災害防止法に基づく基礎調査は令和元年
度末までに完了し、全国で 671,921 箇所に及ぶ
土砂災害に対する危険な箇所が明らかにされ
た。全国の砂防関係者が懸命に努力を続けてい
るが、全ての危険な箇所で対策を施すまでには、
なお多くの時間と予算が必要とされている。そ
のため、土石流対策、地すべり対策、急傾斜地
崩壊対策等、全ての土砂災害対策の実施にあ
たっては、効果的・効率的な対策方法・計画を
模索し、できるだけ早期に対策完了を目指すた
めにあらゆる手法を総動員する必要がある。

そのような中、既設の砂防関係施設に関して
は、適切な維持管理を行い、少なくとも常に計
画された機能が発揮されることが最低限必要で
あるし、さらに上述のように新規に対策が必要
とされる箇所が膨大に残っている現状では、各
砂防関係施設をできるだけ長く使えるよう計画
的な維持管理についても新設と同様に大変重要
であることを認識しておく必要がある。

既存の砂防関係施設の現状を見ると、そのス
トック数は年々増加しており（図-1　砂防設備
のストックピラミッド（砂防堰堤＋床固工））、
地域の安全・安心の確保等に大きく寄与してい
る一方で、今後、老朽化に伴い補修等が必要と
なる施設の数が膨大となっていくことが予想さ
れる（図-2　建設後 50 年以上を経過する砂防

設備数の推移、図-3　砂防設備の健全度割合（令和元
年度末現在））。これらを踏まえ、今後、砂防関係施設
の維持管理については、長期的な展望をもって長寿命
化に取り組み、予防保全型維持管理によるライフサイ
クルコスト（以下、「LCC」という。）の縮減及び各年
の修繕等に要する費用の平準化を図りつつ、確実に砂
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 図-3 　砂防設備の健全度割合（令和元年度末現在）

 図-2 　建設後 50 年以上を経過する砂防設備数の推移
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 図-1 　砂防設備のストックピラミッド
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寄稿 ①

防関係施設の機能を確保していく必要がある。 
こういった背景のもと、今般「砂防関係施設の長寿

命化計画策定ガイドライン（案）」が改定された。

2． 長寿命化計画に関するこれまで
の主な経緯

① 基本計画・ガイドライン等基準類の経過

老朽化対策に関する政府全体の取り組みとしては、
平成 25 年 6 月に閣議決定された「日本再興戦略」に
基づき、インフラ老朽化対策の推進に関する関係省
庁連絡会議が設置され、本格的な取り組みに着手され
た。その後、同年 11 月に「インフラ長寿命化基本計画」
がとりまとめられ、以下に示すような各分野、各機関
の取り組みが進められていくこととなった。
•  H25.11「インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁

連絡会議」にて、「インフラ長寿命化基本計画」が決定。
→ 国や地方公共団体の各機関等「各インフラを管理・

所管する者」に対する「インフラ長寿命化計画（行
動計画）」、「個別施設毎の長寿命化計画」の策定を
位置づけ。

•  H26.5「社会資本の老朽化対策会議」にて、「国土交
通省インフラ長寿命化計画（行動計画）」決定。

•  H26.6「砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライ
ン（案）」の策定。
→  砂防関係施設の長寿命化計画を策定・運用するため

の基本的な考え方や手順が示される。

•  H26.9「砂防関係施設点検要領（案）」の策定。
→ 砂防関係施設の長寿命化に向け、予防保全

型維持管理を実施していくための点検、評価
手法が定められる。

•  H31.2「砂防関係施設点検要領（案）」の改定。
→  UAV 等の活用及び施設情報に関するデー

タベースシステムの構築を推奨。
•  H31.3「砂防関係施設の長寿命化計画策定ガ

イドライン（案）」の改定。
→  LCC の縮減、修繕等に要する費用の平準化

を踏まえた「予防保全型維持管理」を導入。 
→ 同趣旨で、「砂防関係施設点検要領（案）」

についても改定。
•  R2.3「砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイ

ドライン（案）」及び「砂防関係施設点検要
領（案）」の改定。

→ 目視による方法に加え、UAV 点検を定期点検等
における基本的な方法と位置づけ。 

②  砂防関係施設の長寿命化関連予算制度等の経過

平成 22 年度、砂防関連施設緊急改築事業が創設され
た。これは、平成 20 年度の大野川水系浅野川の石積砂
防堰堤の被災のように、集中豪雨等により昭和 52 年以
前に整備された古い砂防設備（石積・礎石コンクリー
ト等）が被災する事例多く見られたことが契機となり、
総合流域防災事業の拡充として同事業が創設された。
•  平成 22 年度 砂防設備等緊急改築事業の創設（砂防

＆地すべり）。
•  平成 25 年度 急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業の

創設。
•  平成 26 年度 緊急改築事業の枠組みにおいて、砂防

関係施設の長寿命化計画の策定支援を拡充。
•  令和元年度 砂防関係施設の長寿命化計画策定支援

の延伸。
→  LCC の考慮等による長寿命化計画の変更に限り、 

防災・安全交付金の交付対象期間を 5 年間延長（図
-4　長寿命化計画の策定支援）。

•  令和 2 年度 緊急改築事業の採択基準を改正。
→ 急傾斜の総事業費7,000万円以上→8,000万円以上。

•  令和 2 年度 個別補助事業の拡充（大規模更新砂防
等事業費の創設※ 1）。

 写真-1 　要対策施設のイメージ

天端摩耗亀裂部からの漏水

【要対策施設】
当該施設に損傷等が発生しており、損傷等に伴い、当該施設の機能低

下が生じている、あるいは当該施設の性能上の安定性や強度の低下が懸
念される状態。
（砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン（案）（令和2年3月）よ
り抜粋）

 図-4 　⻑寿命化計画の策定⽀援

令和元年5月29日付け事務連絡
「ライフサイクルコストを考慮した砂防関係
施設の長寿命化計画の策定について」におい
て、直轄は令和3年度までに、都道府県は令和
5年度までに、LCCを考慮した計画への更新を
依頼

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

点検・診断
（必要に応じて対策の実施）

長寿命化計画策定 LCCを考慮した長寿命化計画へ変更

【今回拡充】

「改訂版 砂防関係施設の長寿命化計画策定
ガイドライン（案）」の内容を反映
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→ 交付金事業では計画的・集中的な予算確保が担保
されず、大規模な更新に着手できていない場合が
あることから、大規模更新砂防等事業費を創設し、
計画的・集中的な事前防災対策の推進を図る。

（参 考） 
総務省地方財政措置の拡充による公共施設等の適正

管理の推進等
•  平成 29 年度 公共施設等の老朽化対策等を推進する

ため「公共施設等適正管理事業費」を創設。
•  平成 30 年度 個別施設の長寿命化計画に基づき実施

する地方単独事業に対する地方財政措置を拡充（公
共施設等適正管理推進事業債）。

•  平成31年度 点検におけるICTデータベースシステム・
ドローンの導入に係る地方財政措置の創設（特別交
付税措置）。

3． 砂防関係施設の長寿命化計画策
定ガイドライン（案）について

砂防関係施設の長寿命化に関する基準類の改定経過
は、第 2 章で記した通りであるが、本章では平成 31
年 3 月及び令和 2 年 3 月の改定概要をまとめる。

① 改定の背景

改定に至った背景は主に以下の 3 点である。
①  老朽化する砂防関係施設が増加していく中、予防保

全型維持管理による LCC の縮減等の戦略的な対策
が必要となっている。

②  インフラ施設のメンテナンスにおいては、あらゆる
分野において、UAV 等の新技術の導入・活用が推
進されている。

③  平成 30 年 7 月豪雨や令和元年東日本台風をはじめ
とし、激甚な土砂災害が頻発している中、既設の砂

防設備の効果が確実に発揮されるよう、除石に関す
る砂防設備の管理目標の設定が重要となっている。

②  平成 31 年 3 月の改定概要

砂防関係施設のストックは年々増加しており、地域の
安全・安心の確保等に大きく寄与している一方で、老
朽化する施設数が膨大となっていくことが予想される
ことから、その維持管理については、長期的な展望を
もって長寿命化を推進し、予防保全型維持管理による
LCC の縮減及び各年の修繕等に要する費用の平準化を
図りつつ、確実に砂防関係施設の機能を確保していく
必要がある（図-5　ライフサイクルコスト縮減のイメー
ジ、図-6　修繕、改築、更新の年次計画策定のフロー）。

 図-5 　ライフサイクルコスト縮減のイメージ

※ガイドライン（案）の第Ⅲ編「１．ライフサイクルコスト
を考慮した予防保全型維持管理の考え方」を一部抜粋

砂防関係施設の予防保全型維持管理にあたって、施
設の損傷が軽微な段階で修繕等を実施することで、
砂防関係施設の所定の機能及び性能が確保できな
かった段階で更新等を行う事後保全と比較し、少ない
費用で長寿命化を図ることを基本とする。
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 図-6 　 修繕、改築、更新の年次計画策定のフロー 
※ガイドライン（案）の第Ⅱ編「1．⻑寿命化計画」を一部抜粋
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寄稿 ①

このような背景のもと、平成 26 年以来となる「砂防
関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン（案）」の
改定が行われた。

【砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン（案） 
（平成 31 年 3 月）の構成】
第Ⅰ編　総則

1．ガイドライン（案）の目的
2．計画対象施設及び計画対象区域
3．砂防関係施設の長寿命化計画の策定基本方針
4．砂防関係施設に求められる機能及び性能
5．用語の定義

第Ⅱ編　砂防関係施設の長寿命化計画
1．長寿命化計画
2． 計画対象区域における砂防関係施設の長寿命化計

画策定方針
3．日常的な維持の方針
4．点検結果を踏まえた健全度の整理
5． 修繕、改築、更新の優先順位の検討と年次計画の

策定
6．経過観察方法（調査・観測の方法とその留意点）
7．対策工法（修繕、改築、更新の方法）

第Ⅲ編　ライフサイクルコスト算定に係る考え方
1． ライフサイクルコストを考慮した予防保全型維持

管理の考え方
2．砂防関係施設の劣化予測
3．維持、修繕、改築、更新等に要する費用

③  令和 2 年 3 月の改定

UAV 等の新技術の開発が進められ、インフラ施設
等様々な分野において、その導入・活用が推進されて
いるところであり、砂防関係施設の点検にあたっても、
これまで、アクセスの困難や危険が伴う場所等に限定
して、UAV の活用が推奨されてきた。

本改訂では、より効率的・効果的な施設点検の促進
の観点から、現場実証実験における検討結果等を踏ま
え、定期点検等の基本的な方法として、目視による方
法に加え、UAV による方法についても同等に活用し
ていく方針とされた。

改定箇所は以下の通り（赤字が改定箇所、以下同様）。
【改定箇所①】
第Ⅱ編　砂防関係施設の長寿命化計画

3．日常的な維持の方針（Ⅱ-3 ）
【　解　説　】
・・・
（砂防設備）

・ 堆砂により機能低下の恐れのある計画上除石
が必要な砂防堰堤の除石＊

・流木止めで捕捉した流木の除去
・ 親水性を考慮した砂防設備における安全確保

や除草
・土砂がたまった魚道における除石
・流路工内の除石、除木、除草

・・・
＊参考

計画上除石を前提とする砂防堰堤については定
期的な点検を行い、平常時に堆積した土砂及び流
木を必要に応じて除石するため、日常的な維持の
方針に記載する必要がある。なお、異常出水時に
は、緊急点検を行い、次期出水に備えて必要に応
じて土石流によって堆積した土砂等の緊急除石を
行う。・・・

（注） 砂防設備における除石に関する実施方針に
ついて

砂防設備において、土砂が堆積した場合は、影
響度や堆砂状況を指標として除石の優先順位を評
価するための考え方を決定し、これに基づき各施
設の優先順位を評価し、除石を実施することを基
本とする。

砂防設備の機能及び性能を維持・確保するため
の管理目標を設定することを基本とする。

【改定箇所②】
第Ⅰ編　総則

3． 砂防関係施設の長寿命化計画の策定基本方針
（Ⅰ-3 ）

【　解　説　】
長寿命化計画の策定にあたっては、・・・土砂災

害対策において、特に重要な施設については、対
策を優先的に行う等の配慮が必要である。

なお、施設点検にあたっては、UAV の活用に
より、安全性、効率性の向上を図ることが重要で
ある。・・・

【改定箇所③】
第Ⅱ編　砂防関係施設の長寿命化計画

2． 計画対象区域における砂防関係施設の長寿命化
計画策定の方針（Ⅱ-2 ）

【　解　説　】
・・・

砂防関係施設の点検については、「砂防関係施設
点検要領（案）（平成 31 令和 2 年 3 月）」を参考と
する。
・・・

また、アクセスの困難や危険が伴う場所等にお
ける点検定期点検等にあたっては、UAV 等の活
用により、作業の効率化及び安全性の向上を図る
ことが重要であるを推奨する。・・・
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【改定箇所④】
第Ⅱ編　砂防関係施設の長寿命化計画

6． 経過観察方法（調査・観測等の方法とその留意点）
（Ⅱ-6 ）

【　解　説　】
・・・

なお、アクセスの困難や危険が伴う場所等にお
ける点検定期点検等にあたっては、 UAV 等の活用
により、作業の効率化及び安全性の向上を図るこ
とが重要であるを推奨する。・・・

4． 砂防関係施設点検要領（案）（令
和 2 年 3 月）について

本章では令和 2 年 3 月版の「砂防関係施設点検要領
（案）」の改定内容等についてまとめる。

①  改定の概要

前章「3．③　令和 2 年 3 月の改定」で述べた通りで
あるが、UAV 等の新技術開発の進展を背景に様々な
分野でその導入・活用が推進されている。

砂防関係施設の点検にあたっても、従来の方法に加
え、定期点検等の基本的な方法として UAV による方
法についても同等に活用していく方針とされた。

②  個別の改定箇所

【改定箇所①】
Ⅱ　砂防関係施設の点検

Ⅱ-1　 点検計画、種類、実施体制、実施時期及び点
検の方法

 2．点検の種類（P7、8）
【解　説】

1）定期点検
定期点検は、点検計画に基づき実施するものと

し、目視点検もしくは UAV 点検を基本とする。・・・

2）臨時点検
臨時点検は、原則として豪雨発生時や地震等が

発生した流域等において事象の発生直後のできる
だけ早い時期に実施するものとし、定期点検に準
じて目視点検もしくは UAV 点検による点検を基
本とする。・・・

【改定箇所②】
Ⅱ　砂防関係施設の点検

Ⅱ-1　 点検計画、種類、実施体制、実施時期及び点
検の方法

 5．点検の方法（P11）
【箱書部】

点検は、原則として徒歩で行うものとして、定
期点検及び臨時点検については、施設の外観及び
施設周辺の状況を目視により把握し、点検個票に
記録する。・・・

【解　説】
点検の際には、以下の点に注意して実施する。

1） 施設の異常の有無を目視確認し、記録するこ
とを原則とする。

4） 異常の状況に応じて、目視だけでなく、ハンマー
等の簡易な器具を用いて状況を確認すること
が望ましい。

5） 目視で発見した異常に関しては、その位置情報
を含め、把握した状況を点検個票に記録する。
撮影した写真も同様に点検個票に添付する。そ
の際、携帯 GPS や GPS 機能付きカメラの活用
等により、作業の効率化を図ることが望ましい。

9） アクセスの困難や危険が伴う場所等における
点検にあたっては、UAV 等の活用により、作
業の効率化及び安全性の向上を図ることを推
奨する。

UAV 点検にあたっては、現場条件等を考慮
のうえ、飛行ルートや撮影ポイント等の見直
しを適宜実施し、常に効率性の向上を図るこ
とが重要である。

点検の種類 目　的 実施時期（頻度） 実施方法

定期点検

砂防関係施設の漏水・湧水・洗掘・亀
裂・破損・地すべり等の有無等の施設状
況及び施設に直接影響を与える周辺状況
について点検する。

点検計画に基づき実施する。 ・�目視点検もしくはUAV点検等を基本とする。
・�点検結果は点検個票にそれぞれとりまとめる。
・�施設の種類毎に点検項目を定めるものとする。

臨時点検
出水や地震時等による砂防関係施設の損
傷の有無や程度及び施設に直接影響を与
える周辺状況を把握、確認する。

出水時や地震時等の事象の発
生直後のできるだけ早い時期
に実施する。

定期点検に準ずる。

詳細点検 定期点検や臨時点検ではその変状の程度
や原因の把握が困難な場合に実施する。

必要に応じて実施する。 必要に応じその状況に適応した計測、打音、観察
等の方法で確認するものとする。

点検の種類と概要（P8）
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5．おわりに
新型コロナ感染症の影響で、読者の皆様の中にも在

宅勤務やテレワーク等を経験された方がいらっしゃる
のではないでしょうか？

筆者も約 6 週間在宅勤務（テレワーク）を経験いた
しました。恥ずかしながら当初はテレワーク等と言い
ながら、自分一人でできるレポートの作成やメール
チェック、簡単な返信等、普段の働き方にはとても及
ばないものでした。

しかし、一週間も経つと「おしりに火がついて」、止
む無くメールと電話を駆使し調整を行う等自分一人で
できる仕事から、同僚や関係者との調整をとるように
なりました。その後、さらに電話での 1 対 1 のやり取
りも限界に達し、web 会議の実施等も必要に迫られ初
めて経験しました。このように私にとっては手探りで
様々な新しい仕組みを使った働き方を経験しながら、
何とか仕事を進めました。

新しい仕組みを初めて使うときは、「自分にできるか
な？」、「これで良いのかな？」等、不安がつきまとう
ものです。今回不安に感じつつも何とか前に進むこと
ができたのは、必要に迫られた点と「このような働き
方でいいんだ」という組織としての意思決定でした。

翻って、砂防施設の点検についても、今回の令和 2
年 3 月版の点検要領（案）、長寿命化ガイドライン（案）
で UAV を「使っていいんだ」と意思決定が図られま
した。今後さらに「必要に迫られたとき」が揃うと
UAV での点検は避けられません。そして、「必要に迫
られる」のはいつなのか正確に予測はできないことか
ら、今のうちに使えるように準備しておくことが必要
なのではないでしょうか。

長寿命化ガイドライン（案）に関しては、個別施設
毎の長寿命化を図っていくための指針が示されまし
た。各施設をできるだけ長く使っていくことを目指す
ための指針です。しかしながら、砂防関係施設につい
ては、現在残念ながら全ての土砂災害警戒区域等の危
険な箇所に整備されている状況にはありません。した
がって、今後、各個別施設の補修や更新の際には、単
に原型に復旧するだけでなく、何か改良を加えること
によって、さらにその地区の土砂災害に対する安全性
を高めることはできないかといった方向で検討を加え
る姿勢が大切だと思います。

今回のガイドライン（案）等が各現場でしっかりと
活かされ、既存砂防関係施設がその機能を適切に発揮
されるようご活用いただければと願っております。

※1　個別補助事業（大規模更新砂防等事業費補助）の新設� （参考）

【背景・課題】
○  平成 30 年 7 月豪雨に伴う土砂流出によって石積砂防堰堤が流出する等、外力に対する安定性が不十分な施設

における更新の必要性が認識されたことから、大規模な更新事業により安全度を向上させる必要。
○  交付金事業では計画的・集中的な予算確保が担保されておらず、大規模な更新に着手できていない場合がある

ことから、大規模更新砂防等事業費を創設し、計画的・集中的な事前防災対策の推進を図る。

【制度の概要】
〇  防災・安全社会資本整備交付金及び沖縄振興公共投資交付金の交付対象事業の基幹事業のうち砂防設備等緊急

改築事業、急傾斜地崩壊防止施設緊急改築事業の各々の採択基準に該当するものであって、概ね 10 年以内で
完了し、事業費が 2 億円以上の事業で、土砂災害により被災するおそれがある区域に多くの家屋が立地してい
る等社会への影響度が高いことから更新の優先度が高く、かつ長寿命化計画が策定されている砂防関係施設（砂
防設備、地すべり防止施設または急傾斜地崩壊防止施設）に係る事業が対象

対策箇所の事例（イメージ）




