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の一部改定について

（重要度区分の定義と耐震性能）
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（１） 大規模地震について

○ 中央防災会議では、東海地震、東南海・南海地震、首都直下地震などの大規模地震を対象として検討を実施している。

○ また、平成18年に公表された中部圏・近畿圏直下の地震では、中部圏及び近畿圏の広範囲で震度６弱以上の強い揺れが想
定されている。

○ 東海、東南海・南海地震は、それぞれ個別に対策が進められてきたが、東北地方太平洋沖地震を踏まえ、巨大な地震・津波
を想定した「南海トラフの巨大地震」の検討がなされている。

予防対策用震度分布図

中央防災会議で検討対象とした大規模地震

１．想定される地震１．想定される地震 １

M7.0以上の活断層、M6.9の直下の地
震、東南海・南海地震及び東海地震
の震度分布を重ね合わせ、各地点の
最大の震度をとったもの

出典：内閣府 中部圏・近畿圏直下地震対策
平成18年12月公表

出典：内閣府 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ



（２） 中央防災会議「南海トラフ巨大地震モデル検討会」での検討状況

○ 内閣府に平成23年8月に設置した検討会において、南海トラフの巨大地震対策を検討する際に想定すべき最大クラスの地
震・津波の検討を進めている。

○ 平成24年8月に取りまとめられた震度分布の推計では、神奈川県の西部から宮崎県にかけての広い範囲で最大震度が６弱
以上の強い揺れが想定されている。

震度の最大の分布図

出典：南海トラフの巨大地震モデル検討会（第二次報告）
「平成24年8月29日」

震度６弱が想定される地域は、21 府県292 市町村
震度６強が想定される地域は、21 府県239 市町村
震度７が想定される地域は、10 県151 市町村
注）市町村数には、政令市の区を含む

２



築造年代 箇所数
江戸時代以前 約48,500
明治・大正時代 約13,000
昭和初期 約3,500

明治, 16%
昭和初期, 5%大正, 4%

770

1,393

3,1602,892

6 074

47,596

20,910

（平成9年農村振興局調べ）

○ 全国各地で約２１万箇所のため池が築造されている。

○ 受益面積２ｈａ以上のため池約６５，０００箇所のうち３／４は江戸時代以前に築造されている。

都道府県別ため池箇所数 築造年代及び箇所数

２．ため池の現状２．ため池の現状 ３

資料：ため池台帳（H元、農林水産省土地改良企画課）

江戸時代以前,75%

※データは受益面積2ha以上のものを対象
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3,274
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5,264

2,339

752

2,320

648

2,906

68

3,766

No. 都道府県名 箇所数 No. 都道府県名 箇所数

1 兵 庫 県 47,596 6 岡 山 県 10,304

2 広 島 県 20,910 7 宮 城 県 6,074

3 香 川 県 15,990 8 和歌山県 5,925

4 山 口 県 11,785 9 新 潟 県 5,822

5 大 阪 府 11,308 10 島 根 県 5,782

全国合計 約21万

都道府県別ため池箇所数上位ランキング（平成9年 農村振興局調べ）



○ 地震によるため池被害数は、東北地方太平洋沖地震による被害が最も多く、約2,000箇所におよぶ。

○ 日本海中部地震による被害の詳細調査では、「堤体土が粘性土・砂礫質粘土に比べ、砂質土が被害を受けやすい傾向で
あった」との報告がなされている。

○ また、兵庫県南部地震による被害は、「決壊のような大被害の原因は、液状化の可能性が高い」との報告がなされている。

地震名 発生年月日
地震規模
（ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ）

ため池被害数

十勝沖地震   1968.5.16　（S43） 7.8 202

宮城県沖地震   1978.6.12　（S53） 7.4 83

日本海中部地震   1983.5.26　（S58） 7.7 238

北海道南西沖地震   1993.7.12　(H5) 7.8 18

（１） 過去の地震による被害

地震によるため池被害数

３．ため池の被害３．ため池の被害

三陸はるか地震   1994.12.28　(H6) 7.5 7

兵庫県南部地震   1995.1.17　(H7) 7.2 1,222

東北地方太平洋沖地震   2011.3.11　(H23) 9.0 1,951

【兵庫県南部地震】

【日本海中部地震】

・1983年（昭和58年）、秋田県能代の西方沖約100kmでM7.7の地震が発生
秋田県秋田市、青森県むつ市、深浦町で震度５を観測
238ヵ所で被害が発生し、うち10ヵ所のため池で決壊を確認

・1995年（平成7年）、兵庫県淡路島北部でM7.2の地震が発生
兵庫県神戸市で震度7を観測したほか、兵庫県内各地で震度６を観測
比較的規模の小さなため池で、約１,222ヵ所のため池で被害が発生
９３７ヵ所で被害形態と被害事例の調査を実施
①堤体崩壊、すべり、付帯工の全壊、クラック巾５cm以上 ・・・３４９ヵ所
②小規模なすべり、堤体の漏水、付帯工の損傷、クラック巾５cm以下 ・・・・４８０ヵ所
③堤体付帯工の軽微な損傷、盛土部の軽微な被害 ・・・・１０８ヵ所

〔農業農村工学研究所報告 第37号〕

４〔農業農村工学研究所報告 第37号〕

地震による被害調査報告（抜粋）



５

○ 岩手県、宮城県、福島県では約12,500箇所のため池のうち、約2,000箇所が被災（被災率14%）しており、決壊したため池は、
いずれもため池設計指針（平成12年制定）以前に築造（改修）※されたものであった。

○ 一方、平成12年度以降に改修した３県のため池の被災数は13箇所（被災率14％）であり、決壊等の深刻な被害が生じたも
のはなかった。

○ ため池の被害として、縦断亀裂、横断亀裂、斜面崩壊（はらみ）等が多く報告されている。

被災率 備考

ため池数（※１） 3,160 箇所 6,074 箇所 3,287 箇所 12,521 箇所

ため池・ダムの被害

報告箇所数（※２）
395 箇所 589 箇所 800 箇所 1,784 箇所 14% 被災総数は1,951箇所

うち決壊したため池 － － 3 箇所

岩手県 宮城県 福島県 計

藤沼湖（福島県）
青田新池（福島県）

※ 藤沼湖はアースダムの基準化（昭和31年）以前に築堤された。

（２） 東北地方太平洋沖地震による被害状況

被災箇所数
大きな被災があった地域

うち決壊したため池 3 箇所

18 箇所 19 箇所 54 箇所 91 箇所
堤体の改修を行って
いない13箇所も含む

うち被災したため池 0 箇所 5 箇所 8 箇所 13 箇所 14%

※１　ため池数は、H9のため池台帳による。

※２　被害報告箇所数は、平成23年11月25日時点の報告による。

平成12年以降に改修し
たため池

青田新池（福島県）

中池（福島県）

【小←揺れ→大】
地盤増幅率（福島県）
地震ﾊｻﾞｰﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝHP

決壊ため池名 所在地 築造年度 諸元

青田新池 福島県本宮市 築造年代不明
・堤高：８．３ｍ、堤長：２７５ｍ

・貯水量：１万７千ｍ３

藤沼湖 福島県須賀川市 昭和２４年完成
・堤高：１８．５ｍ、堤長：１３３ｍ
・貯水量：１５０万ｍ３

中池 福島県須賀川市 明治時代
・堤高：１１．４ｍ、堤長：８５ｍ

・貯水量：１万５千ｍ３

決壊したため池の概要



○ 平成12年に耐震設計を取り入れた設計指針「ため池整備」を制定している。

○ 地域を強震帯から弱震帯に区分し、ため池の種類や築堤材料により、ため池の質量に対して加わる慣性力の大きさを定め、
耐震設計を実施している。

○ 人命、財産、地域の経済活動等に与える影響を踏まえ、重要度の高いため池については液状化対策の必要性の評価を
行っている。

被災による影響が大きい施設

①堤体下流に主要道路や鉄道、住宅地等があり、施設周辺の人命・
財産やライフラインへの影響が極めて大きい施設

②地域防災計画によって避難路に指定されている道路に隣接するな
ど、避難・救護活動への影響が極めて大きい施設
③地域の経済活動や生活機能への影響が極めて大きい施設

Ａ種

重要度区分 区分の定義

Ｂ種

耐震設計のフロー
重要度区分の定義と耐震性能

４．現行指針の考え方４．現行指針の考え方

６

現行指針（H16「耐震設計の手引き」より）

Ｃ種 被災による影響が少ない施設

レベル１地震動 レベル２地震動

重要度区分 性能および耐震設計の有無 性能および耐震設計の有無

（耐震性能）
－

（耐震設計）
－（耐震性能）健全性を損なわない

（耐震設計）耐震設計を行う

地震動レベル

Ａ種

Ｂ種

Ｃ種

（耐震性能）健全性を損なわない
（耐震設計）耐震設計を行う
　液状化対策工の評価を実施

【地震動の規模】

地震動レベル 定義

レベル１地震動
施設の供用期間中に１～２度発生する確

率を持つ大きさの地震動

レベル２地震動
発生確率は低いが、断層近傍域で発生す

るような極めて激しい地震動



○ 設計指針制定以後に改修されたため池において決壊等の深刻な被害が生じておらず、現行指針は概ね妥当と考えている。

○ 一方、藤沼湖の決壊により人命に被害が生じたことから、大規模地震により人命に被害が生じる可能性があるため池につ
いては、フィルダム並みの耐震設計を導入することを検討する。

○ 調査・設計等の各段階において重点的に検討すべき課題を設定し、検討を了した事項から段階的に指針を改定し、平成26
年度を目途に設計指針の全体の改定を行う。

○ 平成24年度は、レベル２地震動に対する重要度区分ＡＡ種を新たに設定し、区分の定義及び耐震性能を検討する。

〈調査〉

①ため池の物理特性値を安価に調査する方法は、農村工学
研究所で開発済み。現在、この調査方法の現地適用性の検

＜農村工学研究所における調査技術の開発＞

（１） 主要検討項目と基本方針

主要検討項目

５．改定の考え方５．改定の考え方 ７

証や改良を実施中。

〈設計〉

②ため池管理の実態を踏まえた重要度区分の設定方法、及
び耐震性能を表す指標については、都道府県の意見も踏ま
えつつ検討を実施中。【平成２４年度改定予定】

③ため池に適した耐震性の照査手法については、官民が連
携して技術開発を実施中。

④東日本大震災の地震動がため池に与えた影響は農村工
学研究所で検証を実施中。

〈施工〉

⑤ため池の耐震対策工法については、実施事例の収集を行
うとともに、これの類型化を実施予定。



○ 震度６弱、堤高10m及び貯水量10万tの指標（案）を作成した。

○ 全ため池（約21万箇所）のうち、震度６弱以上が予想される地域にある警戒すべきため池で、堤高10m以上かつ貯水量10万
m3以上のため池が143箇所であった。

試算結果

（１） 重要度区分ＡＡ種の試算

①全ため池 約21万箇所
②ため池データベース 約12万箇所

③「警戒すべきため池」のうち諸元が確認され、かつ１５ｍ未満のため池 11,275箇所

（ⅰ）震度6弱以上が予想される
地域内のため池（6,412箇所）

（ⅱ）堤高10m以上
（1,883箇所）

141箇所

688箇所

911箇所

６．重要度区分の定義と耐震性能（案）６．重要度区分の定義と耐震性能（案）

①震度6弱以上が予想される地域内のため池
・内閣府 南海トラフの巨大地震モデル検討会で公表した震度分布（H24.3.31）で震度6弱以上の市町村内のため池 ※
・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法で定められた、地震防災対策推進地域（震度6弱以上が基準）
※大規模地震対策特別措置法（東海地震）や、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（東南海・南海地震）それぞれで
指定されている地震防災対策強化地域及び東南海・南海地震防災対策推進地域ではなく、最も被害が大きくなると予測される３連動地震を想定し
て現在検討されている南海トラフの巨大地震をモデルとした震度分布を採用した。

②堤高10m以上、貯水量10万t以上のため池
・農地防災事業ため池等整備事業による大規模事業の目安規模

試算の条件

※：ため池データーベースで集計「警戒すべきため池」：都道府県が選定した老朽化、下流影響、ため池規模などから、点検・監視の充実やハード・ソフト対策を必要
とするため池で平成24年3月に聞き取り。現在、検討中のため、箇所数については、変更される場合がある。

（ⅲ）貯水量10万t以上
（663箇所）

5,144
141箇所

143箇所

214箇所 165箇所

８



○ 重要度区分の設定方法について、学識経験者からなる専門委員会で検討を実施した。

○ また、ため池を管理している都道府県から１１府県を選定し、府県の担当者と４回の意見交換を実施。重要度区分ＡＡ種の考え
方等について聞き取り調査を行った。

○ なお、聞き取り調査の結果、重要度区分ＡＡ種の共通的な認識としては、「下流への甚大な被害が想定される」ため池であり、
堤高、貯水量については、考え方に大きな違いが見られた。

９

（２） 検討の経緯

調査結果（抜粋）

代表的なため池 考え方（要約）

○○大池：H=5.0m、V=14.8千m3
（ＡＡ種相当とした根拠）
ため池の直下流に新幹線がある。

○○池：H=25 7m V=15 187千m3
（ＡＡ種相当とした根拠）

市 合 被

調査期間：10月31日～11月22日

聞き取り調査結果

○○池：H 25.7m、V 15,187千m3
下流に市街地があり決壊した場合甚大な被害が発生する。

○○池：H=26.0m、V=3,676千m3
被災時に人命・公共施設等への影響が大きく、耐震ハード対策（L2）をすすめることとして
いる。

○○池：H=12.6m、V=127.0千m3
（ＡＡ種相当とした根拠）
堤高10m以上、貯水量10万㎥以上等のため池で直下流に住宅が密集し人命被害が想定されるも
の。

○○新池：H=7.8m、V=56.0千m3
（ＡＡ種相当とした根拠）
堤体下流は、家屋が密集し、ＪＲ、小学校、集会所等の公共施設もあり、また、地震発生後
に点検するため池として位置付けているなど、被災による影響が極めて大きい。

○○池：H=8.0m、V=54.5千m3
（ＡＡ種相当とした根拠）
ため池下流に多数の人家があるため、決壊すれば人命の損失の可能性が高い

○○池：H=32.0m、V=15,400千m3
（ＡＡ種相当とした根拠）堤高、貯水量ともに非常に大きく、決壊した場合に下流への影響
も甚大である。



○ レベル２地震動に対する重要度区分ＡＡ種を新たに設定し、区分の定義及び耐震性能を位置付ける。

○ 重要度区分ＡＡ種は「人命重視の視点」とし、参考として指標を提示する。

現行指針

レベル１地震動 レベル２地震動

Ａ種

区分の定義

健全性を損なわない

（液状化対策工の評価を
行う）

－
（耐震設計を行わない）

耐震性能
重要度
区分

①堤体下流に主要道路や鉄道、住宅地等
があり、施設周辺の人命・財産やライフライ
ンへの影響が極めて大きい施設
②地域防災計画によって避難路に指定さ
れている道路に隣接するなど、避難・救護
活動への影響が極めて大きい施設
③地域の経済活動や生活機能への影響

が極めて大きい施設

現行指針と改定（案）

レベル１地震動 レベル２地震動

健全性を損なわない

（液状化対策工の評価を
行う）

健全性を損なわない
（液状化対策工の評価を

重要度
区分

ー

耐震性能

限定された損傷にとどめる

（液状化対策工の評価を
行う）

Ａ種 被災による影響が極めて大きい施設

①堤体下流に主要道路や鉄道、住宅地等があり、

施設周辺の人命・財産やライフラインへの影響が極
めて大きい施設
②地域防災計画によって避難路に指定されている
道路に隣接するなど、避難・救護活動への影響が
極めて大きい施設

ＡＡ種

区分の定義

改定（案）

人命重視の視点
からＡＡ種を設定

（３） 重要度区分の定義と指標について

健全性を損なわない
ー
(耐震設計を行わない)

健全性を損なわない
－
（耐震設計を行わない）

Ｂ種 被災による影響が大きい施設

Ｃ種 被災による影響が少ない施設

（液状化対策工の評価を
行う）

健全性を損なわない
ー
（耐震設計を行わない）

（耐震設計を行わない）
Ａ種 被災による影響が極めて大きい施設

Ｂ種 ＡＡ種、Ａ種以外の施設

Ｂ種とＣ種をまと
める。

１０

ＡＡ種の参考指標例

○ 中央防災会議等の推計震度が震度６弱以上予想されている地域の中で
① 下流への影響が大きい（貯水量が多い）
② 地震の増幅度が大きい（堤高が高い）
のうち③ 強度低下が起きやすい（堤体材料が砂質土）の条件を有するため池



（４） 設計指針の改定（案）について

改 定 現 行 備考

P.54
ｅ．ため池の耐震設計について

本指針において、ため池の耐震設計は従来の記述内容としている
が、「土地改良施設 耐震設計の手引き」(平成16年 3月）では、施設
の重要度を考慮した内容を含めて紹介している。
農業用ため池の整備に係る耐震設計の基準については、東日本大震

災を踏まえ、想定される最大の地震にも対応できるよう、指針の見直
しを順次行っているところであり、施設の重要度区分の決定に当たっ
ては、下流の土地利用や地形状況等を調査し、被害想定範囲や被害対
象を明らかにした上で、以下のとおり取り扱うこととする。

【重要度区分の定義と耐震性能】

P.54
ｅ．ため池の耐震設計について

本指針において、ため池の耐震設計は従来の記述内容としている
が、「土地改良施設 耐震設計の手引き」(平成16年 3月）では、施設
の重要度を考慮した内容を含めて紹介している。

レベル１地震動 レベル２地震動
区分の定義

重要度
区分

耐震性能

限定された損傷にとど
①堤体下流に主要道路や鉄道、住宅地等

下線部は、現行指針から変更箇所

１１

レベル１地震動：施設の供用期間中に１～２度発生する確率を持つ
大きさの地震動
レベル２地震動：発生確率は低いが、断層近傍域で発生するような

極めて激しい地震動

なお、ため池は地域毎に様々な配置条件や形状等があることから、
明確な指標を定義付けすることは困難であり、例えば、中央防災会議
等の推計震度が震度６弱以上と想定されている地域の中で、下流への
影響が大きく（貯水量が１０万トン以上）、地震の増幅度が大きい
（堤高が１０ｍ以上）ため池のうち強度低下が起きやすい（堤体材料
が砂質土）ものは、重要度区分ＡＡ種に適応される可能性が高いが、
被災による影響について十分な調査が必要である。

健全性を損なわない

（液状化対策工の評
価を行う）

健全性を損なわない
（液状化対策工の評
価を行う）

健全性を損なわない
ー
（耐震設計を行わな
い）

ー
（耐震設計を行わな
い）

限定された損傷にとど
める

（液状化対策工の評
価を行う）

Ａ種 被災による影響が極めて大きい施設

Ｂ種 ＡＡ種、Ａ種以外の施設

①堤体下流に主要道路や鉄道、住宅地等
があり、施設周辺の人命・財産やライフライ
ンへの影響が極めて大きい施設
②地域防災計画によって避難路に指定さ
れている道路に隣接するなど、避難・救護
活動への影響が極めて大きい施設

ＡＡ種


