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河川管理用機械設備は非常用設備であり、出水時には地域住民の生命・財産を守るため、確実な操

作が求められている。これら設備の機能に支障が出た場合を想定し、緊急操作や迅速な復旧方法等を

検討した非常時の対策「危機管理行動計画」を策定しておく必要がある。 
本稿では、当局が管理する１４００以上の樋門施設における機械設備危機管理行動計画の策定を効

率的に行うための検討を行ったので報告する。 
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１．はじめに 

 

近年、これまで経験のない規模の集中豪雨や大型台風

による水害が相次いでおり、安全・安心な国民生活を確

保するためにも的確な河川管理を行うことが極めて重要

となっている。 

排水機場・水門・樋門等の河川管理施設は、洪水によ

る浸水、氾濫の防止や常時の利水供給のために設置され、

出水時には地域住民の生命・財産を守るために欠かせな

い重要な施設である。 

一方で、これらの河川管理施設は、昭和４０年代以降

に建設されたものが多く、今後、建設後５０年以上経過

する施設の割合が１０年後に２割、２０年後には約５割

と加速度的に高くなる見込みであり、老朽化による機械

設備等の大規模な修繕や更新の時期を迎えようとしてい

る。（表―１、図－１） 

このような状況の中、厳しい財政状況ではあるが、管

理者は、点検・整備の効率化・高度化、コスト縮減施策、

新たな設計の考え方を取り入れるなど施設の長寿命化を

促進することで、更新需要の平準化、コストの抑制を図

りつつ、確実な安全性が確保されるよう、中長期の展望

を持って今後の維持管理に当たらなければならない。 

また、それと同時に、故障・災害など危機発生時にお

いても機械設備が本来機能を確実に果たせるよう、取り

得る臨機の対応を即座に判断・実行し、被害の拡大を防

止することが求められる。このため、想定される危機

（故障など）に対し、操作人および職員自らが緊急的に

適切な操作、運用（初期対応）できるよう、機械設備が

操作不能に陥った場合に備えた危機管理対策「機械設備

危機管理行動計画」を作成しておくことが必要である。 

 

 

 

表－１ 建設後５０年以上経過する河川管理施設の割合 

平成25年

3月現在
10年後 20年後

国 10,508施設

都道府県

政令市
19,223施設

全施設数

建設後50年以上経過する施設の割合

6% 20% 47%

管理者

 

 

 
図－１ 建設年度別河川管理施設数 

 

 

２．取り組みの経緯 

 

北海道開発局では平成２０年度に、平成１９年８月に

まとめられた「ゲート設備の危機管理対策の推進につい

て(提言)」に基づき、管内すべての水門・樋門管・排水

機場について「危機管理行動計画」を作成した。 

この時作成した計画は、対応する危機を「ポンプ・ゲ

ート等の施設が稼働不能、操作不能となった場合」と想

定し、応急復旧対策は、土木的対策（締切工法等）や資

機材の調達を主としており、稼働不能の前段階にある機

械設備の故障が発生した際の応急復旧対策について定め

たものでなかった。 
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こうした中、平成２３年６月に「河川構造物長寿命化

及び更新マスタープラン」がまとめられ、機械設備の故

障等が発生した際の施設操作や応急復旧方針等の危機管

理行動をあらかじめ定めておくことが明記された。 

これに対応して、平成２４年７月に「機械設備危機管

理行動計画」の基本方針、水門・排水機場の作成例が本

省より示され、北海道開発局においても、管内すべての

樋門・水門・排水機場について「機械設備危機管理行動

計画」を作成しているところである。これは、平成２０

年度に作成した「危機管理行動計画」と一体で管理する

予定であり、そうすることで機械設備と土木の連携を図

ることができる。 

 

３．機械設備危機管理行動計画（総論） 

 

（１）機械設備の危機管理 

機械設備の危機管理とは、故障等により機能に支障が

出たことによる被害発生の防止及び被害拡大の抑止をす

ることである。機械設備の危機管理は段階として以下の

３つに大別される。 

①設計面の危機管理対策 

②管理運用面の危機管理対策 

③危機発生時の危機管理 

①設計面の危機管理対策とは、危機発生時にも可能な

限り機能が保持できる設備とする設計を行うことである。 

②管理運用面の危機管理対策とは、危機管理体制を明

確化し、危機発生時の支援体制の確保、事前点検の実施、

予備品の管理、ヒューマンエラー対策を行うことである。 

③危機発生時の危機管理とは、危機発生時に、被害発

生の抑止のための機能復旧及び代替手段による機能補完

を行うことである。 

機械設備危機管理行動計画は、この３つのうち②管理

運用面の危機管理対策および③危機発生時の危機管理に

当てはまり、危機発生時の支援体制の確保、初動対応、

機能復旧等の応急復旧活動、代替手段による機能補完方

法、操作員等の動員及び安全確保等について、確実、迅

速に対策活動ができるよう検討するものである。 

 

（２）機械設備危機管理行動計画の作成手順 

機械設備危機管理行動計画作成にあたり、「どのよう

な危機に対応する行動計画を作るのか（想定される危

機）」、「想定される危機に対してどのような備えが必

要か」の検討を行い基本方針を決定する。以下に危機管

理行動計画の基本的な作成手順を示す。 

① 設備に求められる機能の把握 

② 致命的機器の把握 

③ 危機の想定 

④ 想定される危機に対する対応方針の検討計画 

⑤ 危機管理対応マニュアルの作成 

  （危機発生時の初期対応手順書） 

ａ）設備に求められる機能の把握 

危機とは、設備に求められる機能に支障が出る場合で

あり、危機を想定するには、これらの設備に求められる

機能を的確に把握することが重要である。河川管理用機

械設備の代表的なものとして、排水機場などの「ポンプ

設備」、水門などの「ゲート設備」があるが、例えばポ

ンプ設備（排水機場）の場合、「必要なときに確実に始

動でき、かつ稼働中に故障がなく、十分な排水機能を発

揮できること」が求められる機能である。ゲート設備の

場合、水門樋門など出水時に閉めるべきゲート、堰など

出水時に開けるべきゲートがあり、各々の設備の求めら

れる機能を把握し、危機を想定する必要がある。 

 

ｂ）致命的機器の把握 

致命的機器とは、通常操作時において、その機器が故

障・損傷等で機能損失した場合に、設備としても機能が

確保できなくなる機器をいう。すなわち、設備が求めら

れる機能に支障が出る場合（危機）とは、致命的機器が

機能損失する場合であり、危機を想定するには、致命的

機器の抽出が必要不可欠である。致命的機器は、設備の

構成要素（機器）を系統的に整理し、各構成要素（機器）

が設備全体機能に及ぼす影響度を考慮し抽出する。（図

－２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 排水機場の致命的機器の例（抜粋） 
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ｃ）危機の想定 

設備に求められる機能、致命的機器から発生しうる危

機を想定する。致命的機器の機能が喪失することが考え

られる事象は、停電・故障・損傷である。想定される危

機の例として、ポンプ設備（排水機場）、ゲート設備

（水門）について、一般的な例を表－２に示す。 

 

表－２ 想定される危機の例 

想定される危機

ポ

ン

プ

設

備

・停電

・制御系の故障

　（機側操作盤、操作盤、コントロールセンタ）

・過負荷

　（主ポンプのインペラ、軸受の損傷）

・吐出弁の故障

・補機類の故障

　（冷却水ポンプ、燃料ポンプ等）

・外力による主ポンプの損傷

ゲ
ー

ト

設

備

・停電

・制御系の故障（操作盤）

・過負荷

　（ローラー・水密ゴムの変形等の損傷）

・開閉装置の故障

・ワイヤーロ－プ、油圧シリンダー、ラック棒等の損傷

・外力によるゲート、戸当の損傷  

 

 

ｄ）対応方針の検討計画 

想定される危機が決定した後、想定する危機に対して、

対応方針、方法を検討する。主な検討項目は以下のとお

りである。 

○不具合発生時の対応 

・減災に向けた施設操作等 

・情報の伝達 

・体制の確保 

・責任者の対応 

・マスコミ対応 

○不具合発生時の応急復旧対策 

・応急復旧対応方針 

・応急復旧工法 

なお、責任者の対応、マスコミ対応について、平成２

０年度作成の危機管理行動計画で検討済みである。よっ

て、今回の機械設備危機管理行動計画の作成にあたって

は、責任者の対応、マスコミ対応の各項目を設けて「平

成２０年度作成の危機管理行動計画を参照」とし、別途

検討は行わない。 

 

ｅ）危機管理対応マニュアルの作成 

危機管理対応マニュアルは、危機発生時に操作人、職

員が適切かつ迅速に初期対応を行えるように定めるもの

である。内容は、写真を活用するなど必要 低限の情報

をわかりやすく、具体的なものとする。また、危機発生

時の対応は、誤った対応を避けるために「操作人がする

こと」「職員がすること」「専門技術者へ依頼すること」

に区分する。 

ｆ）機械設備危機管理行動計画の構成 

機械設備危機管理行動計画は、以下の構成を基本とす

る。 

１ 施設概要 

（１）設置目的・背景 

（２） も重要な機能の考え方 

（３）設備の構造諸元 

（４）想定される損傷、故障 

２ 不具合発生時の対応 

（１）減災に向けた施設操作等 

（２）情報の伝達 

（３）体制の確保 

（４）責任者の対応 

（５）マスコミ対応 

（６）その他必要事項 

３ 不具合発生時の応急復旧対策 

（１）応急復旧対応方針 

（２）応急復旧工法 

４ 構成図（致命的機器の抽出） 

５ 危機管理対応マニュアル 

 

 

４．樋門施設における計画作成 

 

（１）問題点と作成方針 

樋門施設の機械設備危機管理行動計画に作成にあたり、

北海道開発局が管理している樋門施設数が１４００を超

えており、計画の作成には大きな労力と時間を要するこ

とが予想された。よって、いかに効率的に作業を進める

かが課題であり、施設・設備の特性を踏まえ規則的に作

成する必要があった。 

樋門施設は、水門、排水機場と異なり、施設数が多い

が、機械設備の構造など類似しているものが多い。この

特徴から規則的に計画を作成するため、以下の手法を検

討・実施した。 

① 類似施設毎の共通したひな形を作成する。 

② 樋門形式毎、事務所毎に計画をまとめる。 

 

（２）類似施設毎の共通したひな形の作成 

計画を効率的に作成するためには、ひな形を作成し、

それに基づくことが 善である。ただし、樋門施設の機

械設備はゲート形式・開閉形式など様々な形式で分類さ

れ、ひな形の適用範囲を広く一般化させれば、実際に個

別施設の計画を作成する際に作業量が多くなり効率が落

ちる。しかし、全ての形式を網羅すれば、作成するひな

形のタイプが多くなり煩雑になるため、ひな形を作成す

る樋門形式を、施設・設備の特性を踏まえ、どのように

抽出・選定するかがポイントとなる。 

ひな形を作成する樋門形式を抽出、選定するにあたり、

初めに北海道開発局が管理する樋門機械設備をゲート形
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式・開閉形式・動力方式で分類した。（表－３） 

 

表－３ 樋門の施設数と形式別構成割合 

 

 

続いて、この樋門の形式別構成割合（表－３）を基に、

以下の考え方から、ひな形を作成する樋門形式を抽出、

選定した。（表－４） 

①動力の違いは想定される危機、対応の内容が大きく

異なるので各々の形式のひな形が必要である。 

②管理数の割合が多い形式を対象にひな形を作成する。 

③想定される危機、対応の内容を考慮し、類似の形式

は１タイプとする。 

（ローラーゲートのひな形を作成すれば、構造が

類似し、より簡素なスライドゲートへの適用は容

易である。） 

（自動開閉ゲートは、非常用動力付のひな形を作

成すれば、機能が省略されている非常用動力なし

への適用が容易である。） 

④少数の形式は、水門および他形式樋門のひな形を参

考に各施設別に対応する。 

 

表－４ 樋門形式の抽出・選定 

 

 

 

結果、作成するひな形の樋門形式は、以下の４形式と

した。これらのひな形を作成することで、全体の９３．

２％の設備に適用できる。 

○電動式（ラック式ローラーゲート） 

○エンジン式（ラック式ローラーゲート） 

○手動式（ラック式ローラーゲート） 

○自動開閉式（非常用動力（手動）あり） 

 

（３）樋門形式毎、事務所毎に計画をまとめる 

危機管理行動計画の構成は前述したとおりであるが、

樋門機械設備は、機械設備の構造など類似しているもの

が多く、樋門形式や管理している事務所、河川毎にまと

めることで、危機管理行動計画の作成数を縮減できるこ

とが想定できる。計画の各項目について、樋門形式毎、

管理している事務所、河川毎に一般化できるか、その可

否を検討した。（表－５） 

 

表－５ 各項目の一般化可否 

 
 

検討の結果、設備の構造諸元については、樋門毎異な

るため、一覧表を冒頭に添付することで対応することに

した。また、危機管理対応マニュアルは、実際に危機が

発生した場合に具体的な活動を迅速に行うためのマニュ

アルであり、わずかでも現地との差異があれば対応に支

障があるため、樋門毎に作成することにした。その他の

項目については一般化が可能であり、各樋門を水門形式、

開閉方式や動力の種類で分類し、樋門箇所別では無く河

川毎または事務所毎に作成することにした。これにより、

危機管理行動計画を作成する数は、全樋門１４４３→１

２７に大幅に縮減することができた。 

樋門施設における機械設備危機管理行動計画の基本構

成は以下のとおりである。 

 

○○河川事務所（○○川）機械設備危機管理行動計画 

Ⅰ 施設諸元（一覧表）  

Ⅱ 管内図等（樋門箇所がわかるもの） 

Ⅲ 電動式（ラック式ローラーゲート） 

１ 施設概要 

（１）設置目的・背景 

動力
　　　　　　　　ゲート形式
開閉方式

スライドゲート ローラーゲート

門柱レス
フラップ式
ゲート

門柱レス
引き上げ式
ゲート

ワイヤーロープウインチ式 5　（0.3%）

ラック式 49　（3.4%） 91　（6.3%）

油圧シリンダー式 10　（0.7%）

ワイヤーロープウインチ式 1　（0.1%） 6　（0.4%）

ラック式 451　（31.3%） 354　（24.5%）

スピンドル式 4　（0.3%） 1　（0.1%）

油圧シリンダー式 20　（1.4%）

ラック式 283　（19.6%） 8　（0.6%）

スピンドル式 30　（2.1%）

非常用動力なし 32　（2.2%）

非常用動力付き（手動） 76　（5.3%）

非常用動力付き（エンジン） 8　（0.6%）

非常用動力付き（電動） 5　（0.3%）

その他

［施設数（割合）］

電動

エンジン

手動

自動開閉

9　（0.5%）

（割合）

動力
　　　　　　　　ゲート形式
開閉方式

スライドゲート ローラーゲート

門柱レス
フラップ式
ゲート

門柱レス
引き上げ式
ゲート

ワイヤーロープウインチ式 0.3%

ラック式 3.4% 6.3%

油圧シリンダー式 0.7%

ワイヤーロープウインチ式 0.1% 0.4%

ラック式 31.3% 24.5%

スピンドル式 0.3% 0.1%

油圧シリンダー式 1.4%

ラック式 19.6% 0.6%

スピンドル式 2.1%

非常用動力なし 2.2%

非常用動力付き（手動） 5.3%

非常用動力付き（エンジン） 0.6%

非常用動力付き（電動） 0.3%

その他

電動

エンジン

手動

自動開閉

0.5%

9.7%

55.8%

20.2%

7.5%

93.2%

事務所・河川毎 樋門形式毎
１　施設概要
（１）設置目的・背景 可
（２）最も重要な機能の考え方 可
（３）設備の構造諸元 個別箇所毎に記載が必要
（４）想定される損傷、故障 可
２　不具合発生時の対応
（１）減災に向けた施設操作等 可
（２）情報の伝達 可
（３）体制の確保 可
（４）責任者の対応 可
（５）マスコミ対応 可
（６）その他必要事項 △ △
３　不具合発生時の応急復旧対策
（１）応急復旧対応方針 可
（２）応急復旧工法 可
４　危機管理対応マニュアル 個別箇所毎に記載が必要

△：内容により可
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（２） も重要な機能の考え方 

（３）想定される損傷、故障 

２ 不具合発生時の対応 

（１）減災に向けた施設操作等 

（２）情報の伝達 

（３）体制の確保 

（４）責任者の対応 

（５）マスコミ対応 

（６）その他必要事項 

３ 不具合発生時の応急復旧対策 

（１）応急復旧対応方針 

（２）応急復旧工法 

４ 構成図（致命的機器の抽出） 

Ⅳ エンジン式（ラック式ローラーゲート） 

      

Ⅴ 手動式（ラック式ローラーゲート） 

      

Ⅵ 自動開閉式（非常用動力（手動）あり） 

管理する樋門形式分作成する 

Ⅶ 危機管理対応マニュアル 

個別箇所毎に作成 

 

 

６．おわりに 

 

北海道開発局では、以上の検討を踏まえて、管理して

いる全ての河川管理用機械設備について、機械設備危機

管理行動計画の作成を進めており、平成２６年度中に策

定する予定であるが、機械設備危機管理行動計画は、一

度策定したら完成というものではなく、設備の更新はも

ちろんのこと、時代の状況や周辺環境の変化、あるいは

実際の危機等において問題となった事項を反映させ再検

証し、改訂していくことが必要である。 

また、河川管理用施設は、３５％が国直轄管理、６

５％が地方公共団体等の管理であり、地方公共団体等が

管理する施設においても、危機管理対策を講じる重要性

は高い。しかしながら、地方公共団体等では機械設備に

係る専門性を有する職員がいない場合もあり、如何に対

応していくかが課題と思われる。北海道開発局は、イン

フラの「管理者」としての役割を担っているとともに、

国土交通省の出先機関としてインフラの「所管者」とし

ての役割も担っており、地方公共団体等の各インフラ管

理者が、危機管理対策など的確な維持管理・更新等を実

施できるよう、今後も必要な情報提供や技術的支援を継

続していく。 
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