
漁港施設の
維持管理情報プラットフォームについて

令和元年度
漁港施設の点検システム・維持管理情報プラットフォーム 操作説明会
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本項の説明内容

1. 背景と目的

2. 本システムの概要

3. 本システムの特徴について

4. 本システムの効果・利点について

≪本システムについて≫

1. 基本機能について

2. 拡張機能について

≪本システムの操作方法≫
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１．背景と目的

≪背 景≫

• 水産庁では、平成29年度を初年度とする漁
港漁場整備長期計画の重点課題の推進にお
いてICTを活用した漁港漁場施設の管理の高
度化（ＩＣＴを活用した漁港漁場施設の管理や
機能保全の効率化など）を図るとしている。

• 目指す事業量としては「漁港施設情報の集
約・電子化の実施 おおむね900地区」と挙げ
られている。
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• 漁港を管理する都道府県や市町村の多くは、
厳しい財政状況下で専門職が減少している。

• 機能保全計画を策定しているが、適切に実施
されていない実態があった。（機能保全工事
未着手・日常管理点検の記録無し等）

• 維持管理や点検結果にかかる情報は増加し
ていく。（情報の蓄積）

• 機能保全の策定・見直しに重要な既往図面
の保存について会計検査で指摘があった。

１．背景と目的

≪機能保全計画を実施していく上での問題≫
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１．背景と目的

• 漁港管理者に対する技術的支援の一環とし
て、維持管理に係る情報の蓄積・更新の適正
化やそれらのデータの利活用の促進を目的
として、漁港施設の維持管理情報プラット
フォームを構築した。

≪目 的≫
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既往資料

漁港台帳
維持管理情報
プラットフォーム

データ集約 活用方法

電
子
化

電子化

現況調書

工事履歴

図面

安定計算書

維持管理情報

機能保全計画書 簡易調査結果

詳細調査結果 日常管理点検

関係機関
（国・県等）

漁港管理者

出力
閲覧

閲覧
修正

２．本システムの概要
漁港施設の基礎情報、機能保全計画、老朽化点検・診断結果
等の膨大な維持管理情報を一元的に集約・管理できるシステム

漁港施設の点検システム 6



≪基本機能（データベース機能）≫
施設現況調書にかかる情報データの保管※
施設機能診断結果にかかる情報データの保管※
機能保全対策にかかる情報データの保管※

上記に関係する資料（図面、設計関係資料、調査記
録等）データの保管

日常・臨時・定期の各種点検データの格納・参照
※平成28年時点の情報が反映

≪拡張機能（各種分析機能等）≫
漁港施設の点検システムとの連動機能
対策コストにかかる分析機能
老朽化予測機能
登録データの共有化機能

３．本システムの特徴について
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図面、設計関係資料、
調査記録等

平面図等の
PDFファイル

維持管理情報
プラットフォーム

漁港台帳に基づくデータ
及び添付図面

日常点検記録

機能保全計画書

日常点検

臨時点検

定期点検

標準断面図等の
PDFファイル

施設現況調書
にかかる情報

機能保全対策
にかかる情報

日常・臨時・定期の
各種点検データの
格納・参照・分析漁港の概要

帳票出力機能 点検診断記録、写真帳
等の出力

図面、設計関係資料、

調査記録等

：本システムに登録済みのデータ
：漁港管理者が登録するデータ

漁港施設の維持管理情報プラットフォーム構成

点検システム
からのインポート
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４.本システムの効果・利点について
 漁港施設の基礎情報や機能保全点検記録等の維持管理情報

を一元管理することで情報の蓄積と更新が適正に行える。

 拡張機能を活用することで登録データの利活用の促進・PDCA
サイクルの促進を図ることが出来る。

出典：「水産基盤施設ストックマネジメントのためのガイドライン（平成27年5月改訂）」

本システムの担う部分

≪PDCAサイクルによる機能保全のイメージ≫
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≪機能保全における本システムの具体的な用途≫

①機能保全計画の
策定・更新
（PLAN）

②定期点検等の
実施（DO）

③老朽化予測
等の見直し
（CHECK）

④機能保全計画の
実施

（ACTION）

⑤データの蓄積

 計画策定の基礎資料となる漁港情報、漁港施設情報
の登録・保管（空撮・台帳・安定計算表・計算書等）

 機能保全計画書の保管

 点検結果（日常点検・定期点検）の保管
 「漁港施設の点検システム」の点検データとの関連付け
 健全度評価の入力・履歴記録

 定期点検結果から各スパンの変状ランクを元にマルコ
フ連鎖による老朽化予測を行うことが可能
（機能保全計画書の更新の可否を検討する判断材料）

 更新した機能保全計画書の保管
 機能保全対策工事の工事記録を履歴として残す
 対策のコスト平準化や優先順位付けが可能

 関係資料（既往情報・維持管理情報）の一元管理
 登録データ共有機能により登録情報の共有化が可能
 直近の対策予定を表示（対策時期の確認）

※拡張機能
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≪本システムの操作方法≫
（基本機能）
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維持管理情報プラットフォームでは下記の基本機
能を有している。

施設現況調書にかかる情報データの保管

施設機能診断結果にかかる情報データの保管

機能保全対策にかかる情報データの保管

上記に関係する資料（図面、設計関係資料、調
査記録等）データの保管

日常・臨時・定期の各種点検データの格納・参照

本システムの基本機能について
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【解説：管理者選択】
※スタンドアロンでの運用

管理者を選択

配布したパスワードを入力
※他の管理者の情報については

閲覧不可

13



【解説：漁港の追加】

管理者、漁港名、漁港番号、種別を記入
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【解説：漁港の検索】

漁港名、拠点分類、備考で絞り込み可能
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【解説：漁港情報の更新】

①情報を変更した漁港を選択

②変更したい情報を再入力

③更新ボタンで情報を保存
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【解説：漁港登録データの追加】

①データを追加したい漁港を選択

②自分のPC上のファイルを
ドラッグ＆ドロップで追加

③ダブルクリックで参照可能
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【解説：漁港施設の追加】

施設分類・施設種類・施設名を記入
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【解説：漁港施設情報の更新】

②変更したい情報を再入力

③更新ボタンで情報を保存

①情報を変更した施設を選択
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【解説：漁港施設登録データの追加】

①データを追加したい施設を選択

②自分のPC上のファイルを
ドラッグ＆ドロップで追加

③ダブルクリックで参照可能
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【解説：漁港施設登録データの検索】

・施設分類、健全度、備考で絞り込み可能
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【解説：健全度調査データの追加】

①調査結果を追加したい施設を選択

②追加する調査を選択
（日常・簡易・重点等から選択）

簡易：様式5、6に準拠
重点：様式7、8、9に準拠
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【解説：健全度調査データの追加】

③各調査様式に合わせて
調査結果を入力

④調査結果は規定様式で出力可能
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≪本システムの操作方法≫
（拡張機能）
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維持管理情報プラットフォームでは下記の拡張
機能を有している。

１）漁港施設の点検システムとの連動機能

２）分析機能（コスト把握・コスト平準化）

３）劣化予測機能（マルコフ連鎖）

４）登録情報の共有化機能

本システムの拡張機能について
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登録内容・画像の受け渡し

施
設
に
関
連
付
け

（維持管理情報プラットフォーム）

（漁港施設の点検システム） 施設に関連付け

１）漁港施設の点検システムとの連動機能
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１）漁港施設の点検システムとの連動機能（エクスポート）

①検索機能から出力したい登録データを

絞り込み（本例；尾岱沼漁港で抽出）
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③保存したCSV・ZIPファイルを維持管理
情報プラットフォーム側で読み込み

①検索機能から出力したい登録データを

絞り込み（本例；尾岱沼漁港で抽出）

②登録情報をCSV形式で出力

②登録画像をZIP形式で出力

１）漁港施設の点検システムとの連動機能
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１）漁港施設の点検システムとの連動機能（インポート）

①点検データを登録する漁港を選択

（尾岱沼漁港で抽出）

②漁港施設点検データの

一覧画面を呼び出し
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１）漁港施設の点検システムとの連動機能（インポート）

③漁港施設の点検システムから出力した

一覧表(CSV形式)と画像データ(ZIP

形式)を読み込み

④点検データを指定し、インポート
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１）漁港施設の点検システムとの連動機能（インポート）

⑤点検データを関連付けしたい施設を選択

（「-2.5m物揚場」を選択）

⑤点検データを関連付けしたい施設を選択

（「-2.5m物揚場」を選択）

31



１）漁港施設の点検システムとの連動機能（インポート）

⑥当該漁港の点検データの中から対象

施設の記録を選択し、関連付けを行う
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１）漁港施設の点検システムとの連動機能（インポート）

⑦対象施設の点検記録として関連付け

（「詳細表示」で内容確認・出力可能）
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１）漁港施設の点検システムとの連動機能（インポート）
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２）分析機能（コスト把握・コスト平準化）

≪コスト平準化≫
 確保できる年間予算及び漁港・施設の重要度・

劣化状況から優先順位付けを踏まえ、コストの
平準化分析を行う。

≪対策費グラフの表示≫
 施設ごと・年度ごとの対策費の一覧及び

対策費の総費用・年平均費用を表示することで
必要な費用を把握出来る。

（必要な予算規模の把握） （バラつきの少ない予算計画の検討）
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２）分析機能（コスト把握・コスト平準化）
≪対策費グラフの表示≫

グラフ表示を実施するためには各施設の

対策費用の入力が必要

（登録状況は「対策費一覧」で確認可能）
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２）分析機能（コスト把握・コスト平準化）
≪対策費グラフの表示≫

各施設の対策費については施設を選択し、

年度毎の対策費を入力する
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２）分析機能（コスト把握・コスト平準化）
≪対策費グラフの表示≫
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２）分析機能（コスト把握・コスト平準化）
≪コスト平準化≫

※平準化するために上記の条件設定の他、
重要度（漁港・施設）・健全度の設定が必須
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２）分析機能（コスト把握・コスト平準化）

対策費の平準化の手順
＜対策費の平準化の流れ＞

1. 「水産基盤施設ストックマネジメントのためのガイドライン（平成27年5月改訂）」における「参考資料-７施設優

先度の設定例」を参考として「コスト平準化（案）」としてシステム構築している。

2. 対策費の平準化対象となる施設について、予め設定した「漁港の重要度」「施設の重要度」「施設の健全度」を

元に「施設の得点（下式）」を算出し、対策の優先順位を設定する。

3. 検討開始年度より、優先順位が高い方から順に事業を割り当てていく。

4. 当該年度までに実施予定の事業を全て割り当てても年間予算に余裕がある場合は、「事業の前倒し可能年数

」内において、次年度以降の事業で実施可能な事業を割り当てる。

5. 年間予算で実施できる事業がなくなった時点で、次年度の割り当てに移る。

6. 3～5を算定年度の最終年度まで繰り返す。

7. 最終年度の割り当て完了時点で未実施の事業については、便宜上すべて最終年度の次年度に計上する。

＜施設の得点の算出方法＞

施設の得点＝（漁港の重要度＋施設の重要度）× 施設の健全度

漁港の重要度 最大40点（未登録0点）

施設の重要度 最大40点（未登録0点）

施設の健全度 A：2.0、B：1.8、C：1.6、D：1.0（未登録：0.0）

≪コスト平準化≫

漁港の重要度・施設の重要度については漁港管理者が
適切に判断し、評価点を設定する必要がある。
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２）分析機能（コスト把握・コスト平準化）
≪コスト平準化≫ ≪漁港の重要度≫

ガイドラインの「参考資料-7」を参考に配点（案）を

選択出来るようにしているが、対象漁港の重要度に

合わせて自由入力することが可能
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２）分析機能（コスト把握・コスト平準化）
≪コスト平準化≫

設定項目
・算定年度
・年間予算額
・事業の前倒し可能年数

※平準化するために重要度・健全度の
設定が必須（本資料のp.11～17参照）

≪施設の重要度≫

ガイドラインの「参考資料-7」を参考に配点（案）を

選択出来るようにしているが、対象施設の重要度に

合わせて自由入力することが可能
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２）分析機能（コスト把握・コスト平準化）
≪コスト平準化≫

≪漁港の健全度≫

各施設の健全度結果は一覧で表示される

（一覧の表示項目は選択可能）

健全度を変更した場合はその理由を記入できる

（定期点検において老朽化進展を確認したため等）
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３）劣化予測機能（マルコフ連鎖）
 各スパンの変状ランクを元にマルコフ連鎖による劣化予測を行うことで施

設の将来的な性能低下を把握し、対策時期の検討に活用できる。

重点項目（老朽化度abcd判定）の

調査データが必要

44



４）登録データの共有化機能
 本システムはスタンドアロン型のものであり、新規に登録したデータは操作し

たパソコンの中にしか蓄積されないため、管理者間の情報共有のために登
録データの統合機能を付加した。

エクスポート

システムに登録されたデータを外部のフォルダに出力する。

インポート

エクスポートで出力されたデータをシステムに取り込む。

※エクスポート、インポートともにユーザが対象とする漁港やデータ種別の選択が可能。
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