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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

1 基準の位置付け 

この基準は、 国営土地改良事業

の実施に当たりポンプ場の設計を

行う際に、遵守しなければならな

い基本的な事項を定めるものであ

る。 

 

1 運用の位置付け 

この基準の運用（以下「運用」という。）は、国営土地改

良事業の実施に当たり、土地改良事業計画設計基準・設計「ポ

ンプ場」（以下「基準」という。）を適用する際の運用につ

いて定めるものである。 

ポンプ場の設計は、基準に定められた基本的な事項を遵守

し、個々の設計及び施工の際には、その目的、位置、規模、

社会条件及び施工条件等の実情に即し、かつ、環境との調和

や景観に配慮しつつ適切な運用を図らなければならない。 
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基準及び運用の解説 

基準 1 及び運用 1 では、この基準及び運用の適用対象となる事業及び行為を規定するとともに、

基準及び運用の性格を明らかにしている。 

この基準は、国営土地改良事業の工事の設計及び施工の基準に関する訓令（最終改正昭和 52年

農林省訓令第 19 号）に基づいて位置付けられるものであり、適用範囲は、国営土地改良事業にお

ける工事の実施設計である。したがって、国営土地改良事業以外の事業における工事（補助事業

など）や、工事の実施設計以外の行為（計画調査など）については、この基準及び運用の適用を

受けるものではないが、その場合においてもそれぞれの事業主体やその行為を行うものが、独自

の判断のもとに、この基準及び運用を準用することができる。 

ただし、ポンプ場建設の計画段階に必要とする計画上の基本的数値等（計画基準内外水位、計

画用水量、計画排水量等）の検討は別途制定されている土地改良事業計画設計基準「畑地かんが

い」、「排水」等によるものとする。 

なお、この基準及び運用はあくまでもポンプ場の設計に当たっての一般的な技術基準を定めた

ものであり、個々のポンプ場の設計に当たっては、その設置目的、位置、規模、ポンプ場の機能、

社会条件及び施工条件等の実情に則して、適切な運用を図る必要がある。 

したがって、ポンプ場の設計を行う上で必要となる事項のうち、この基準及び運用で定めてい

ない事項については、現地の個別の諸条件を反映して、関連技術書等を参考にしながら、的確な

判断により決定することがそれぞれの設計者に求められる。 

この基準は、用水改良を目的とした用水ポンプ場、排水改良を目的とした排水ポンプ場及び用

排水改良を併せて目的としたポンプ場に適用する。さらに、パイプライン系水路における増圧ポ

ンプについてもこの基準が準用できる。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

2  ポンプ場の定義 

この基準でいうポンプ場は、農

地の用水改良又は排水改良の目的

で設置するポンプ施設の総称で、

ポンプ設備、吸込水槽・吐出し水

槽、建屋、付帯設備、管理設備等

から構成される。 

 

 

 

 

2 ポンプ場の定義と基準の適用範囲 

(1)ポンプ場の定義 

基準 2のポンプ場には用水改良又は排水改良の目的以

外（上・下水道、都市排水等）のポンプ場は含まない。

なお、管路の途中に取付け、主として圧力を増大させ

ることを目的とした増圧ポンプ場及び畑地かんがい等で

使用される圧力水槽式及び直送式ポンプ場等のかんがい

用水を揚水するポンプ場については、この基準及び運用

を適用し、あわせて関連する他の設計基準との整合を図

るものとする。 

(2)ポンプ場の構成 

ポンプ場の構成は、基本的には次の施設からなり、こ

れら施設の設計に当たっては相互の調和が図られたもの

とする。 

なお、これら施設のうち取水口、導水路、沈砂池（遊

水池）、送水路及び吐出樋門（樋管を含む）の設計につ

いては、この基準では取扱っていないので、関連技術書

等を適宜適用し、的確な設計を行うものとする。 

 

ポンプ場     取水口 

         導水路 

         沈砂池（遊水池） 

         ポンプ設備       主ポンプ 

                     主原動機 

                     動力伝達装置 

                     吸込管及び吐出し管 

                     弁類 

                     補機設備 

                     監視操作制御設備及び電源設備 

         吸込水槽・吐出し水槽  吸込水槽 

                     吐出し水槽 

                     基礎工 

         建 屋         ポンプ室 

                     操作室 

                     電気室 

                     管理室等 

         付帯設備        水門設備 

                     除じん設備 

                     クレーン設備 

                     換気設備 

                     屋内排水設備 

         送水路 

         吐出樋門（樋管を含む） 

         管理設備 
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基準及び運用の解説 

基準の 2 及び運用 2 では、この基準及び運用で取扱うポンプ場の定義と適用範囲を示すことによ

り、この基準及び運用の適用が及ぶ範囲を明らかにしている。 

その第一は、ポンプ場の設置目的が農地の用水改良又は排水改良であることである。たとえそ

の外見がポンプ場と同類のものであっても、農地の用水改良又は排水改良以外の水利用目的で設

置されるものについては、この基準及び運用で定める以外の要素を考慮する必要があるため、こ

の基準及び運用の適用範囲外である。 

第二は、農地の用水改良又は排水改良目的以外で設置されるものについては、水理的な現象を

はじめとしたあらゆる面でポンプ場と異なるので、この基準及び運用の規定以外に、別途の検討

が必要になることを明確にしている。 

第三は、ポンプ場を構成する要素についてであるが、ここに掲げる五つの構成要素（①ポンプ

設備  ②吸込水槽・吐出し水槽 ③建屋  ④付帯設備  ⑤管理設備注））の細目については、以降の

各節においてそれぞれ詳述される。また、増圧ポンプ場、圧力水槽式ポンプ場、直送式ポンプ場

についても、ポンプ場に属し、システムの最適化のため関連する他の設計基準（特に「パイプラ

イン」）との整合を図りつつ、この基準及び運用の適用を受けることを明確にしている。 

なお、建屋については本体施設（たとえば、吸込水槽）と一体的に設けられ、構成上は本体施

設の一部と見なされるが、設計技術上は独立しているため、基準の運用においては便宜上、吸込

水槽・吐出し水槽とは分離して取扱うことにした。 

 
用水ポンプ場（例） 

送水路

堤防

導水路

HWL

LWL

沈砂池

（遊水池）

吸込水槽

吐出し水槽

GL GL

建　屋

ポンプ室

HWL

LWL

P

角
落
し

ス
ク
リ
ー
ン

HWL

取
水
口

河床

 
排水ポンプ場（例） 

FLOW

建　屋

吐出し水槽

吐出樋門（樋管含む）

HWL角
落
し

ス
ク
リ
ー
ン

堤防

LWL
吸込水槽

 
 

注）管理設備とは、当該ポンプ場の管理の用に供する施設である。 
本基準書において「管理」とは、「運転管理」と「保守管理」を総称するものとする。 
「運転管理」とは、水利状況等に応じた運転操作の開始、停止の時期及び水位の設定、所要揚水量の変動に応じた主ポンプ

の台数制御等、ポンプ設備の運転に関する行為をいう。 
「保守管理」とは、管理体制を確立し、主ポンプ設備及びその他の設備について、十分な保守点検計画を立て施設の機能を

保全する行為をいう。「保守管理」には、点検整備も含まれる。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

3 設計の基本  

設計は、一連の用排水系におい

てポンプ場が必要とされる機能を

確保し、安全で、かつ、管理や施

工に関する条件を勘案して経済的

な施設となるように行うととも

に、ポンプ場周辺の環境との調和

や景観に配慮しつつ行わなければ

ならない。 

 

3 設計の基本 

ポンプ場の設計は、ポンプ場の設置目的、使用条件に適合

した機能を確保し、安全にして経済的かつ、環境との調和や

景観に配慮した施設となるよう行う必要がある。このため、

設計に当たっては、ポンプ場を構成する各施設が全体として

満たすべき水利条件、環境条件、運転管理条件等の総合的な

関係を十分把握して、ポンプ場の位置、構造形式、ポンプ形

式、付帯設備等について検討するとともに、これらの設備の

運用上の省エネルギー対策等についても検討を行わなければ

ならない。また、新技術の導入に当たっては十分な技術的検

討のほか、運転管理費も含めた経済性の検討を行わなければ

ならない。 
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基準及び運用の解説 

基準の 3 及び運用 3では、ポンプ場の設計の基本的な姿勢について明らかにしている。 

ポンプ場に限らず、公共事業で建設する土木構造物設計の基本は、所定の機能と安全性を確保

した上で、できるだけ経済的な施設とすることである。 

さらに、経済性の検討の際には、施設建設費用だけでなく、建設された施設の管理を含めた経

済性についても併せて総合的な検討を行うことが必要であることを明示している。 

また、本項でポンプ場の設計に当たり、機能性、安全性、経済性の追求のみでなく、環境との

調和や景観にも配慮して行う必要があるとしている。ここで、「環境との調和や景観にも配慮す

る」としている意味は、当該ポンプ場の設置が、ミティゲーション 5 原則注）に基づき環境や景観

に対して著しいマイナスの影響を与えることがないようにすると同時に条件が整えば、環境の保

全や景観整備に積極的に貢献することについても検討を行う必要があるということである。これ

らの機能の確保は、設計を行う際に経済性や維持管理性などと相反する部分があるため、地域条

件に応じた適切なものとなるように農家を含む地域住民、予定管理者及び有識者等の意見を踏ま

え、地域の合意形成を図りつつ、総合的な検討を行う必要がある。 

また、新技術の導入に当たっては安全性、信頼性、耐久性等の技術的検討のほか、経済的な検

討が必要であることを明示している。 

 

 

 
注）ミティゲーション（mitigation）とは、事業が環境に与える影響を回避や軽減などの措置により緩和する措置をいう。米国

国家環境政策法（NEPA）に基づき環境諮問委員会が作成した NEPA 施行規則においては、ミティゲーションとして、回避
（avoidance）、最小化（minimization）、修正（rectifying）、軽減／消失（reduction／elimination）及び代償（compensation）が
示されている。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

4  関係法令の遵守 

設計に当たっては、関係する各

種の法令を遵守するとともに、関

連する他の計画と整合を図らなけ

ればならない。 

 

4 関係法令の遵守 

ポンプ場の設計に当たっては、ポンプ場の位置及び工事の

内容により、河川法、道路法、建築基準法及び消防法等に関

する規制を受けるので、関係法令等に規定する事項について

関係機関と事前に協議しなければならない。 
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基準及び運用の解説 

運用 4 では、ポンプ場を設計する際の関係法令の遵守や、関連する他の計画との調整の必要性に

ついて明らかにしている。 

ポンプ場の建設に関係する可能性のある法律には次のようなものがある。 

規 制 法 
   分  類       根  拠  法                   主 な 規 制 事 項     制定年度  

          ・環境基本法           ・環境の保全に関する施策の基本事項を規定    平成 5 年 

          ・自然環境保全法         ・自然環境保全地域内の行為の制限        昭和 47 年 

          ・自然公園法           ・国立公園、国定公園、都道府県立自然公園内   昭和 32 年 

                            の行為の制限 

          ・文化財保護法          ・史跡、名勝、天然記念物、埋蔵文化財包蔵地   昭和 25 年 

                            内の行為の制限 

          ・森林法             ・保安林指定区域内の行為の制限         昭和 26 年 

          ・鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律   ・特別保護地区内の行為の制限          大正 7 年 

          ・都市緑地保全法         ・緑地保全地区内の行為の制限          昭和 48 年 

          ・首都圏近郊緑地保全法      ・近郊緑地保全区域内の行為の制限        昭和 41 年 

          ・近畿圏の保全区域の整備に関す  ・近郊緑地保全区域内の行為の制限        昭和 42 年 

  環境保全関係    る法律 

          ・都市の美観風致を維持するため  ・保存樹又は保存樹林に関する規則        昭和 37 年 

            の樹木の保存に関する法律 

          ・古都における歴史的風土の保存  ・歴史的風土保存区域内の行為の制限       昭和 41 年 

            に関する特別措置法 

          ・絶滅のおそれのある野生動植物  ・棲息地等保護区等に指定された区域での行為   平成 4 年 

            の種の保存に関する法律       の制限 

          ・建設工事に係る資材の再資源化  ・建設物の分別解体と廃材の再資源化を義務づけ  平成 12 年 

            等に関する法律 

           （建設リサイクル法） 

          ・国等による環境物品等の調達の  ・環境負荷の少ない製品の調達の推進       平成 12 年 

            推進等に関する法律 

           （グリーン購入法） 

          ・景観法             ・景観計画区域内における行為の規制       平成 16 年 

          ・水質汚濁防止法         ・河川、湖沼、海等の公共用水域に排出される水  昭和 45 年 

                            に関する規制 

          ・大気汚染防止法         ・燃料の燃焼に伴い発生する有害物質の規制    昭和 43 年 

          ・振動規制法           ・特定建設作業及び道路交通振動に関する規制   昭和 51 年 

          ・騒音規制法           ・特定建設作業及び自動車騒音に関する規制    昭和 43 年 

          ・悪臭防止法           ・悪臭物質の排出の規制             昭和 46 年 

   公害防止関係  ・農用地の土壌汚染防止等に関す  ・排出水に関する規制              昭和 45 年 

            る法律 

          ・工業用水法            ・地盤沈下に関する規制             昭和 31 年 

          ・建築用地下水の採取の規制に関  ・地盤沈下に関する規制             昭和 37 年 

            する法律 

          ・廃棄物の処理及び清掃に関する  ・廃棄物の処理に関する規制           昭和 45 年 

            法律 

          ・砂防法             ・砂防指定地内の行為の制限           明治 30 年 

          ・宅地造成等規制法        ・宅地造成工事規制区域内の行為の制限      昭和 36 年 

  災害防止関係  ・地すべり等防止法        ・地すべり防止区域内の行為の制限        昭和 33 年 

          ・急傾斜地の崩壊による      ・急傾斜崩壊による災害防止指定区域内の     昭和 44 年 

            災害防止法            行為の制限 

          ・火薬類取締法          ・火薬類の取扱いに関する規制          昭和 25 年 

  危険防止関係  ・消防法             ・防火地域内の行為の制限            昭和 23 年 

          ・高圧ガス取締法         ・高圧ガスの取扱いに関する規制         昭和 26 年 

          ・海岸法             ・海岸保全区域内の行為の制限          昭和 31 年 

          ・河川法             ・河川区域内の行為の制限            昭和 39 年 

          ・港湾法             ・港湾区域内の行為の制限            昭和 25 年 

  河 川 関 係   ・公有水面埋立法         ・河川、湖沼、海等公共用水流又は水面の     大正 10 年 

                             占有及び行為の制限 

          ・水産資源保護法         ・保護水面の区域内の行為の制限         昭和 26 年 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 設計の手順 

設計は、ポンプ場周辺の自然的、

社会的諸条件をもとにして、骨格

となるものから順次細部のものへ

と適切かつ合理的な手順で行わな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 設計の手順 

ポンプ場の設計は、一般に次の手順で行なわれるが、それ

ぞれの段階の作業は相互に関連させながら合理的に進めなけ

ればならない。 

①  現地条件の把握（調査）及び、要求される機能・性

能の把握 

②  基本設計 （ポンプ施設の構成、吸込水位、吐出し水

位、実揚程及び全揚程、揚水量と台数、主ポンプ形

式等の決定） 

③  細部設計（決定したポンプ施設の設計） 

ただし、各段階で採用し得る複数の案が考えられる場合に

は、適宜、総合的な比較検討を行い、その結果から最適なも

のを選定しなければならない。 

なお、その際には関係者の意向を十分踏まえて検討しなけ

ればならない。 
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基準及び運用の解説 

 

   分  類       根  拠  法                   主 な 規 制 事 項     制定年度 

          ・都市計画法           ・都市計画区域、風致地区及び土地区画整     昭和 43 年 

  都市計画関係                     理事業施行区域内の行為の制限   

          ・都市公園法           ・都市公園内の行為の制限            昭和 31 年 

          ・建築基準法           ・建築物に関する制限              昭和 25 年 

  公共工事関係  ・電気事業法           ・電気供給区域内の行為の制限          昭和 39 年 

          ・労働基準法           ・労働条件に関する制限             昭和 22 年 

  労働関係    ・労働安全衛生法         ・労働災害の防止に関する制限          昭和 47 年 

              ・道路法             ・道路の占有行為の制限             昭和 27 年 

          ・鉱業法             ・鉱業権が設定された区域内の行為の制限     昭和 25 年 

  その他     ・道路交通法           ・資機材等の運搬の制限             昭和 35 年 

          ・電波法             ・無線局及び無線設備に関する制限        昭和 25 年 

          ・有線電気通信法         ・有線電気通信設備の制限            昭和 28 年 

 

 

 

 

基準 5及び運用 5 では、ポンプ場の設計の一般的な手順について規定している。 

設計の作業は、本項に定めるように、把握した現地条件及びポンプ設備の機能・性能をもとに

して、ポンプ施設の構成、主ポンプ形式等の基本設計から、順次、細部設計へと進めていくわけ

であるが、ある段階で設計上の条件を満足しないなどの不都合が生じれば、その都度前の段階に

検討結果をフィードバックしたり、後の段階で生じる可能性のある問題をあらかじめ予測しなが

ら試行を繰返すなど、それぞれの段階の作業を相互に関連させながら進める必要がある。 

なお、設計に当たっては関係者からの意見、意向を踏まえて、できる限り設計に反映させるこ

とが重要である。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

6  調査 

設計の基礎資料とするために必

要となるポンプ場周辺の自然的、

社会的諸条件に関する事項につい

て、適切な調査を行い、これらを

的確に把握しなければならない。 

 

6－1  調査項目 

調査は、ポンプ場の設置及び土地条件等に応じて、設計、

施工及び管理に関する資料を得るため必要な項目を選定して

行うものとする。 

(1)  気象・水象・海象調査 

(2)  河川・湖沼・海浜の状況調査 

(3)  地形調査 

(4)  地盤調査 

(5)  立地条件調査 

(6)  環境調査 

(7)  管理関係調査 

(8)  工事施工条件に関する調査 

 

6－2  気象・水象・海象調査 

ポンプ場計画対象地域の降水量、水位、潮位、流量等を把

握するため気象・水象・海象を調査する。 

 

 

6－3  河川・湖沼・海浜の状況調査 

ポンプ場計画地点の河川・湖沼・海浜の河床等の状況、塵

芥、水質等を把握するため河川・湖沼・海浜の状況調査を行

うものとする。 

 

 

6－4  地形調査 

ポンプ場計画地点及び計画対象地域の地形状況を把握する

ため地形調査を行うものとする。 

 

 

6－5  地盤調査 

ポンプ場計画地点の基礎地盤の性質について、その構成、

支持力、地下水位等を把握するため地盤調査を行うものとす

る。 
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基準及び運用の解説 

基準 6及び運用 6－1 では、ポンプ場の設計のために必要な調査について明らかにしている。 

運用 6－1 では、ポンプ場の設計を行う上で必要な調査計画及び調査項目について規定してい

るが、 ここでは設計に必要な項目を掲げているのであって、現地の状況によっては、これ以外に

も適宜調査を必要とする場合がある。 

この場合には、設計者の判断により適切な調査項目を追加設定し、現地条件のきめ細かな設計

への反映に努める必要がある。 

 

 

 

 

 

 

運用 6－2～6－5 では、自然的諸条件に関する事項について、運用 6－6～6－8 では、社会的

諸条件に関する事項について、運用 6－9では、工事施工条件に関する事項について、調査項目ご

とに、それぞれ把握すべき条件の内容を規定しているが、各調査の具体的な調査方法、手順、取

りまとめ方法などについては、関連技術書等を参考にしながら、適切に判断して決定することが

必要である。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

 6－6  立地条件調査 

ポンプ場計画地点及びその周辺における現場的条件及びそ

の他の立地条件を把握するため立地条件調査を行うものとす

る。 

 

 

6－7 環境調査 

ポンプ場造成に伴う生活環境及び自然環境の保全について

必要な環境調査（振動、騒音、生物、生態系、水質、景観調

査等）を行うとともに、地域住民等の意向を把握する。 

 

 

6－8 管理関係調査 

ポンプ設備の規模、運転方式を把握し、合理的な管理が図

れる適正な設備計画を行うため、管理に関する調査を行うも

のとする。 

 

 

6－9 工事施工条件に関する調査 

工事施工条件に関する調査では、ポンプ場の建設工事が合

理的に行える設計内容となるように、工事用資材及び機材の

搬出入条件、工事用動力源、工事に必要な用地の確保条件、

工事に伴う補償物件の有無や条件、工事に伴う振動騒音や交

通阻害等が、周辺住民の生活環境及び生態系等に及ぼす影響

について、適切な方法により把握する。 
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基準及び運用の解説 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

7  基本設計 

把握したポンプ場周辺の自然

的、社会的諸条件をもとにして、

細部の設計の基礎となる基本設計

を行わなければならない。 

この設計においては、ポンプ場

が備えるべき基本的な機能に関す

る条件を定め、これに基づいてポ

ンプ場の基本的な諸元を決定す

る。 

 

7－1  基本設計の項目 

基準 7 に規定する基本設計において定めるポンプ場が備え

るべき基本的な機能に関する条件とは、吸込水位、吐出し水

位、実揚程、用排水量である。 

また、基本設計において決定するポンプ場の基本的な諸元

とは、ポンプ場の位置、台数、主ポンプ形式、ポンプ場を構

成する各施設の規模及び配置である。 

 

7－2  吸込水位、吐出し水位及び実揚程 

吸込水位、吐出し水位及び実揚程は、水利計画上要求され

る水位条件に対し、所要の揚水量を確保するよう用排水計画

及びポンプ運転計画を十分検討して適切に決定する。 

かんがいポンプ及び排水ポンプの水位設定は、次のとおり

とする。 

1.かんがいポンプ  

（1） 吸込水位    

① 計画吸込水位：10 年確率の渇水位 －吸込水槽まで

の計画用水量における導水諸損失

水頭（スクリーン損失を含む） 

②  最高吸込水位：河川等の水源取水地点の最高の水位

③  最低吸込水位：河川等の水源取水地点の最低水位 

－吸込水槽までの導水諸損失水頭

（スクリーン損失を含む） 

④  常時吸込水位：河川等の平水位等による平均水位 

－吸込水槽までの導水諸損失水頭

（スクリーン損失を含む） 

(2) 吐出し水位 

吐出し水槽を設置する場合は次のとおりとする。 

① 計画吐出し水位：(農地面標高＋送水諸損失水頭)

が最大となる吐出し水位 

② 最高吐出し水位：最大揚水量時の最高の吐出し水

位 

③  最低吐出し水位：最小揚水量時の最低の吐出し水

位 

④  常時吐出し水位：平均揚水量時の吐出し水位 

※  吐出し水槽を設けないで直送する場合は、別途検討を行

う必要がある。 
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基準及び運用の解説 

基準 7 及び運用 7－1 は、ポンプ場の基本設計について規定している。 

基準 7 では、基本設計の位置付けと内容について明らかにしている。すなわち、基本設計はそ

の後に行う詳細の設計の基礎となるもので、当該ポンプ場に求められる機能に関する条件と、こ

れを満足するためのポンプ場の概略諸元を決定するものであることを明記している。ここでいう

ポンプに求められる機能とは、「用水では適切な水需要量の供給を、また排水では排水地域の洪

水流出量を確実に排水させること」であって、その具体的条件は、運用 7－1 に定める吸込水位、

吐出し水位、実揚程、用排水量の 4つの主要諸元を適切に定めることによって確保される。 

 

運用 7－2 は、吸込水位、吐出し水位及び実揚程の決定について規定している。 

ポンプは、水源及び排水河川等の水位変化に応じて、用水又は排水の水利計画上要求される各

種の水位条件のもとで所要の揚水量を確保する必要があるので、ポンプ場の吸込側と吐出し側に

ついて適切な水位を設定し、これをもとに実揚程を決定する必要がある。 

 

かんがいポンプの設計水位及び実揚程
 

管路

HWL
計画最大流量時の動水勾配

計画最小流量時の動水勾配

農地給水点

吐出し水槽

ポンプ

LWL

送水路

（配水系パイプラインがオープンパイプライン方式の場合）

 
 

 

吐出し水槽以降に接続される送水管の延長が長い場合には、最小送水量時には吐出し水槽内の

最低水位が大幅に低下することがあるので、この最低吐出し水位付近でのポンプ運転の必要性も

検討して吐出し水槽の形状と関係寸法を決定するようにする。 

また、吐出し水槽への流入管と流出管の据付け高さを決定するものとする。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

 (3)  実揚程 

①  設計点実揚程：計画吐出し水位と計画吸込水位との差 

②  最高実揚程：最高吐出し水位と最低吸込水位との差

③  最低実揚程：最低吐出し水位と最高吸込水位との差

④  常時実揚程：常時吐出し水位と常時吸込水位との差

2. 排水ポンプ 

(1)  吸込水位 

① 洪水時初期吸込水位 

湛水を許容する場合：計画基準内水位－0.3m 程度－吸

込水槽までの計画排水量におけ

る導水諸損失水頭（スクリーン損

失を含む） 

湛水をさせない場合：計画基準内水位－0.5m 程度－吸

込水槽までの計画排水量におけ

る導水諸損失水頭（スクリーン損

失を含む） 

② 初期吸込水位:常時排水の計画基準内水位 － 吸込水槽

までの計画排水量における導水諸損失水

頭（スクリーン損失を含む） 

③  最低吸込水位   

洪水時用ポンプ：洪水時初期吸込水位－ 0.5m 程度 

常時用ポンプ：常時初期吸込水位－ 0.5m 程度 

④ 吸込水位：ポンプ場地点の最高の水位 

(2)  吐出し水位 

①  洪水時計画ピーク吐出し水位：外水位ハイドログラフ

のピーク水位＋送水諸

損失水頭 

②  常時計画吐出し水位 

河川又は湖沼の場合：平水位＋送水諸損失水頭 

海 の 場 合：平均潮位＋送水諸損失水頭 

③  洪水時最高吐出し水位 

河川又は湖沼の場合：計画高水位＋送水諸損失水頭 

海 の 場 合 ：設計高潮位＋送水諸損失水頭 

④  常時最高吐出し水位 

河川又は湖沼の場合：豊水位＋送水諸損失水頭 

海 の 場 合：大潮平均高潮位＋送水諸損失水頭 
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基準及び運用の解説 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

 
⑤  最低吐出し水位：吐出し水槽に接続する送水路の敷

高又は最低外水位 

※ 送水諸損失水頭とは、吐出樋門等損失水頭である。 

(3)  実揚程 

①  洪水時用ポンプ 

イ. 計画最高実揚程：洪水時計画ピーク吐出し水位と

洪水時初期吸込水位との差 
ロ. 設計点実揚程：湛水解析による内水位条件を満足

し、適正かつ効率的なポンプ運転が
可能となる内外水位差に導水損失
水頭（スクリーン損失含む）と吐出
樋門等損失水頭を加えた値 

ハ. 最高実揚程：洪水時最高吐出し水位と最低吸込水

位との差 

②  常時用ポンプ 

イ. 設計点実揚程：常時計画吐出し水位と常時初期吸

込水位との差 

ロ. 最高実揚程：常時最高吐出し水位と最低吸込水位

との差 
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基準及び運用の解説 

① 洪水時用ポンプ 
設計点実揚程：湛水解析による内水位条件を満足し、適正かつ効率的なポンプ運転が可能となる内

外水位差に導水損失水頭（スクリーン損失含む）と吐出樋門等損失水頭を加えた値

とする。なお、設計点実揚程を仮定する場合は内外水位差の 80％程度に導水路損失

とスクリーン損失と吐出樋門等損失を加えた値とする。 

a

b2
b1

H
m
ax
1

H
ma
x

H
'a

1
c

1

H
'
a
2

c2

①受益区域内に湛水を許容する場合　　　Hmax1：最高実揚程（①の場合）　　H'a1：計画最高実揚程（①の場合）

②受益区域内に湛水をさせない場合　　　Hmax2：最高実揚程（①の場合）　　H'a2：計画最高実揚程（②の場合）

ａ：許容湛水深（0.3m程度）

b1：0.3m程度　　　　　　設計点実揚程の仮定（①の場合）：Ha1＝0.8×内外水位差(1)＋導水路損失＋スクリーン損失＋吐出樋門等損失

b2：0.5m程度　　　　　　設計点実揚程の仮定（②の場合）：Ha2＝0.8×内外水位差(2)＋導水路損失＋スクリーン損失＋吐出樋門等損失

C1・C2：0.5m程度 内外水位差(1)＝外水位ハイドログラフのピーク水位－（計画基準内水位－b1)

　 内外水位差(2)＝外水位ハイドログラフのピーク水位－（計画基準内水位－b2)  

計
画
最
高
実
揚
程

設
計
点
実
揚
程

主
ポ
ン
プ
効
率実

揚
程H

吐出し量　Q

主ポンプ運転範囲

最高効率点

ポ
ン プ 効 率 曲

線

ポ
ンプ

実

揚
程
吐

出
量

曲
線

主

主

 

 
洪水用排水ポンプの計画最高実揚程と設計点実揚程 

 

② 常時用ポンプ 

a
b

H
a
'

H
a

C

ａ：一般的には0.5～1.0m程度
ｂ：吸込水槽までの計画排水量における導水路損失（スクリーン損失含む）
ｃ：0.5m程度
H'a：最高実揚程
Ha：設計点実揚程  
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

 
7－3  揚水量の決定 

ポンプ場の計画揚水量は、地区の用水計画又は排水計画に基

づくとともに年間を通じての揚水量の変動等についても十分対

応できるよう決定する。 

 

1. 用水ポンプ場 

用水ポンプ場の計画揚水量は、地区のかんがい方式、かん

がい期間等を考慮して計画基準年次と平年次について、それ

ぞれ期別用水量をもとに計画最大揚水量と常時揚水量を決定

する。 

(1)  計画最大揚水量 

計画基準年次における計画地区の期別用水量のうち最

大水量に基づいて決定する。 

(2)  常時揚水量 

過去 10 ヵ年の有効雨量をもとに毎年の期別用水量の検

討を行い、最も頻度の高い年間の期別用水量を常時揚水

量とする。 

 

 

2. 排水ポンプ場 

排水ポンプ場の計画排水量は、地区の排水方式、流出特性

等を考慮して洪水時における排水量と常時における排水量を

もとに決定する。 

(1)  洪水時排水量 

洪水時の排水ポンプの計画排水量の基礎となる流出量

は、適当な波形を持った連続降雨を計画基準降雨として

ハイドログラフの形で推定する。 

(2)  常時排水量 

常時排水量は原則として実測値から求め、水田地帯に

おいては、かんがい期、非かんがい期に分けて検討する。

常時排水量は日平均排水量を実測して、その度数分布か

ら求めることを原則とする。 
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基準及び運用の解説 

運用 7－3 では、ポンプ場の計画揚水量の決定について規定している。 

ポンプ場の計画揚水量は、年次別、期別等の変動が大きいので、計画基準年次、平年次、かんが

い期、非かんがい期、洪水時、常時等における揚水量の変動及びその継続期間等について十分検

討し、経済的なポンプ設計を行うための基礎条件を明らかにする必要がある。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

8  細部設計 

基本設計において定めたポンプ

場の基本的な機能に関する条件及

び諸元に基づき、ポンプ場を構成

する施設について、細部設計を行

う。 

細部設計は、各施設それぞれが

水理的、構造的諸元を満足すると

ともに、ポンプ場全体として調和

のとれたものとなるよう行わなけ

ればならない。 

8  細部設計 

細部設計は、基本設計で決定した施設について行う。 
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基準及び運用の解説 

基準 8 は、細部設計の規定で、ポンプ場を構成する各部の設計について順を追って必要な事項

を規定している。 

細部設計とは、基準 7 において決定される基本的諸元（水位、実揚程、用排水量）が与条件と

して決定されているという前提で、その構造、寸法等の詳細な設計を進めることであり、その際

には、常にポンプ場としてのバランスに対する配慮が必要であることを明記している。 

なお、関連する取水口、導水路、沈砂池、遊水池及び送水路の設計については、本基準では取

扱っていないので、関連技術書等を参照し水理的、構造的な細部設計を行う必要がある。 

 



 

 28

基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

9  ポンプ設備の設計 

ポンプ設備については、基本設

計で定めた条件下で、揚水が確実

かつ安全に行えるよう地区の用排

水計画及びポンプ運転管理計画を

十分検討の上、適切に設計しなけ

ればならない。 

 

9－1 ポンプ設備の設計 

（１）ポンプ設備の基本条件 

ポンプ設備は、設置目的や使用条件等に適合した性能、

信頼性、安全性及び経済性を備えたものとする。また、

所定の性能を長期に亘って発揮できるよう、建屋及び付

帯設備等と相互に調整が図られたものとする。 

なお、ここでいう性能とは、施設の設置目的又は要求

に応じて果たす役割や働き（機能）を目的ごとに具体的

数値（性能指標値）で表されるものであり、その数値は

施工後に確認できるものでなければならない。 

（２）ポンプ設備の性能指標 

ポンプ設備の性能は必要な水量を必要な高さに揚水す

ることであり、その性能指標は下記のとおりとする。 

①必須の性能指標 

必須の性能指標は主ポンプの全揚程と吐出し量とす

る。 

②社会的条件や地域特性等必要に応じて定める性能指

標 

①に定める性能指標のほか、社会的条件や地域特性等

により、必要に応じて性能指標を設定するものとす

る。 

（３）ポンプ設備の性能指標の値 

ポンプ設備の性能指標の値は、原則として施工直後に

おける数値とする。 

 

9－2 主ポンプの設計 

主ポンプの設計に当たっては、次の事項を検討し、合理的

で、かつ、経済的なものとする。 

① 台数割 

② 主ポンプの設計点吐出し量 

③ 全揚程 

④ 主ポンプ形式 

⑤ 主ポンプの据付高さと回転速度 

⑥ 主ポンプの材料 
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基準及び運用の解説 

運用 9－1 では、ポンプ設備の設計に必要な基本事項を明らかにしている。 

(1)では、ポンプ設備の設計について規定している。 

ポンプ設備は、設置目的や特性により、確実な始動や需要水量の変動に対する追随性及び内

外水位の変動等の使用条件に対しても支障なく運転できる信頼性や安全性を備えたものとす

るとともに、経済性の面からは、建設コストのみでなく管理・更新等ライフサイクルコスト等

を含めて総合的に検討するものとする。 

また、ポンプ場はポンプ設備、建屋、付帯設備等が一体となって所定の性能を発揮するもの

であることから、各設備は相互に連携し、調和がとれた形態で構成しなければならない。 

(2)では、設計に当たってポンプ設備が備えるべき性能指標を規定している。 

ポンプ設備に求められる性能とは「水需要に応じた用水を適切に供給、あるいは洪水等を確

実に排水」できることであって、設置目的や地域特性、予定管理者等からの具体的要求によっ

て設定するものとする。なお、性能指標及びその値はポンプ場ごとに定めるものとする。 

①では必ず設定しなければならない性能指標を示している。 

ポンプ設備の性能は揚程と吐出し量で表されるが、基準として示すべき必須の性能指標は主

ポンプの全揚程と吐出し量で表すこととしている。ここでいう全揚程は、実揚程に諸損失水頭

を加えたものである。 

なお、ここで主ポンプの性能指標を全揚程としているのは、性能確認において実揚程と損失

水頭を区分することができないためであり、全揚程は実揚程にポンプ場を構成する土木構造物

及びポンプ設備等の吸込側損失と、吐出し側損失を加えたものである。また、この性能指標は、

主ポンプの性能であり、ポンプ設備としての性能設計を行う場合は、諸損失水頭及び実揚程を

明確にする必要がある。 

②では、ポンプ場周辺の騒音・振動等環境を含めた社会的条件や、気象・水象・地形・地盤

等自然的諸条件の地域特性によるもの、あるいは予定管理者からの要求によるもの等、上記①

以外に必要があるものを設定することとしている。 

(3)では、性能指標の確認時期について規定している。 

本基準において規定している性能指標の値は原則として施工直後の値であって、修理・改修

の要否の判断基準等、管理段階における目標値ではない。 

なお、性能指標の値はポンプ設備の運転により測定するものとする。また、施工直後とは、

ポンプ設備の据付を完了した後とするが、ポンプ場の立地条件等（揚水の手当、放流先の確保

等）により、これによりがたい場合は、ポンプ製作完了時も施工直後とみなすことができる。

 

運用 9－2 では、主ポンプの設計に当たっての検討事項を規定している。 

運用で規定している検討事項は、相互に関連しているため、ある段階で設計上の条件を満足しな

いなどの不都合が生じたときは、その都度前の段階に検討結果をフィードバックしたり、それぞれ

の段階の検討を相互に関連させながら適正な主ポンプを設計する必要がある。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

 
1. 台数割の決定 

(1)  かんがいポンプ 

水田用水の場合は、普通期の常時運転用の主ポンプ吐

出し量をもとにして、代かき期等の計画最大揚水量まで

対応できるよう主ポンプ吐出し量と台数を決定するが、

危険分散を考慮して極めて小容量の場合を除き 2 台以上

とすることが望ましい。 

畑地用水の場合は、水需要の変動が大きいことや、用

水の多目的利用及び少量用水需要等への対応について十

分検討し、常時運転用の主ポンプ吐出し量をもとに台数

割の決定を行うものとする。 

(2)  排水ポンプ 

洪水時のポンプ稼働は、長時間連続した運転は必ずし

も毎年発生するとは限らないので、計画洪水量の他に

1/2 年確率程度の中小洪水量等についても考慮し、常時

排水量（主にかんがい期の常時排水量）をベースにして、

それぞれの規模の排水量に見合った主ポンプ吐出し量と

台数の組合わせを検討し、主ポンプの運転効率を高める

必要がある。このため主ポンプ吐出し量は、常時用と洪

水時用との 2種類程度に区分することが多く、主ポンプ

台数は 2台以上とし、計画排水量の規模に応じて台数を

増加させるのが一般的である。 

2. 主ポンプ設計点吐出し量の決定 

(1)  かんがいポンプ 

かんがいポンプ 1 台当たりの設計点吐出し量は、期

別に計画最大揚水量を確保する必要があるため、一般

に台数割の決定における揚水量変動域の 1 台当たりの

各分割幅のうち最大揚水量をもって設計点吐出し量と

する。 

(2) 常時排水ポンプ 

常時排水ポンプ 1 台当たりの設計点吐出し量は、台

数割決定における排水量変動域の 1 台当たりの各分割

幅に該当する計画排水量の平均値をもって設計点吐出

し量とする。 
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基準及び運用の解説 

(1)台数割の決定 

主ポンプの台数割及び吐出し量の決定は、揚水量と揚程の変動に対し効率よく追従して運転す

る必要があるため、揚水量及び揚程の変動の範囲とその継続期間、主ポンプ効率等を検討の上、

ポンプ場の建設費及び管理費が最も経済的となるように主ポンプの吐出し量を概定し、台数を決

定しなければならないが、万一の故障等に対する危険分散を考慮して、台数はできるだけ複数と

する必要がある。 

(2)主ポンプの設計点吐出し量の決定 

主ポンプの吐出し量は、計画揚水量を基に台数の組合わせにより決定する必要がある。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

 (3)  洪水時用排水ポンプ 

洪水時用排水ポンプ 1台当たりの設計点吐出し量は、

計画洪水時における流入量による内水位を計画基準内

水位以下とするか、又は許容湛水深以上の湛水時間を許

容湛水時間以内にするために必要な主ポンプの平均所

要排水量をもとに主ポンプ吐出し量及び台数の組合わ

せにより求められる 1台当たりの計画吐出し量とする。

3. 全揚程の決定 

全揚程は、実揚程に諸損失水頭を加えて決定する。 

諸損失水頭の算定に当たっては、主ポンプの形式と吐出

し量、吸込・吐出し管及び弁の配置等を十分検討し決定す

る。設計条件に応じて次の各種諸損失水頭を考慮する。 

 

・摩擦損失水頭 

・流入損失水頭 

・流出損失水頭 

・急拡損失水頭 

・漸拡損失水頭 

・急縮損失水頭 

・漸縮損失水頭 

・湾曲損失水頭 

・屈折損失水頭 

・分流損失水頭 

・合流損失水頭 

・弁損失水頭 

 

 

 

 

 

 

4. 主ポンプ形式の決定 

主ポンプ形式は、設計点における吐出し量及び全揚程か

ら、軸形式、機種形式及び据付形式を検討して決定する。

また、ポンプの設置条件及び管理の容易性、騒音、振動

等も併せて検討する。 

なお、一般に土地改良事業で設置されるポンプ形式を示

せば、次のものがある。 
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基準及び運用の解説 

(3)全揚程の決定 

全揚程は、主ポンプ形式及び主原動機の容量等を決める重要な値であることから、関連技術書

等を参考に検討し決定する必要がある。 

  全揚程( H )＝吸込全揚程( Hs )＋吐出し全揚程( Hd ) 

            ＝[吸込実揚程( Has )＋吸込管損失水頭( H s� )]＋[吐出し実揚程( Had )＋吐出し管損失水頭 

            ( H d� )＋流出損失水頭( h0 )] 

            ＝実揚程( Ha )＋諸損失水頭( H s� ＋H d� ＋h0 ) 

 

吐出し水位

ポンプ基準面

吸込水位

（JIS B8301

 による）

 
全揚程と実揚程 

（横軸の吸上げの場合） 

                立軸ポンプの場合は、全揚程＝実揚程＋管路損失水頭＋流出損失水頭 

 

 

 

 

 

(4)主ポンプ形式の決定 

主ポンプ形式は、設計点吐出し量と全揚程から決定することになるが、立軸や横軸の軸形式、

渦巻・斜流・軸流の機種形式、吸上げや押込み等据付形式等を検討することによって、より適

正な主ポンプ形式を決定できる。 

 

sH�

saH

adH

dH�

dH

sH

h0

Ha H
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

 (1) 高揚程ポンプ 

① 横軸両吸込単段渦巻ポンプ 

② 横軸片吸込単段渦巻ポンプ 

③ 横軸両吸込多段渦巻ポンプ 

④ 横軸片吸込多段渦巻ポンプ 

⑤ 立軸片吸込単段渦巻ポンプ 

⑥ 立軸斜流ポンプ 

(2) 低揚程ポンプ 

① 横軸及び立軸軸流ポンプ 

② 横軸及び立軸斜流ポンプ 

③ 軸流及び斜流形チューブラポンプ 

 

 

 

 

5.主ポンプの据付高さと回転速度 

主ポンプの据付高さと回転速度は、吸込高さと運転範囲

を勘案して有害なキャビテーションを起こさないように決

定する。 

なお、キャビテーションの検討におけるポンプ設備の据

付高さについては、洪水時の浸水によりポンプ運転に支障

をきたさないように、機器の配置及び建屋構造等について

も考慮し決定する。 

 

 

6.主ポンプの材料 

主ポンプの主要部に使用する材料は、主ポンプの性能を

十分発揮できるものとし、設置条件、使用条件を検討し、

安全で耐久性に優れ、経済的な材料を選定する。 

 



 

 35

基準及び運用の解説 

ここでいう設置条件とは、主ポンプの据付高さ、ポンプ場の用地確保、地盤等であり、運転

管理の容易性とは、ポンプ運転操作方式及び操作形態等の考慮である。 

主ポンプの使用条件や設置条件によっては、さらに詳細な比速度及び吸込水槽形状等の検討

を行うことにより、より条件に合致した主ポンプ形式等を選定できることもある。 

大容量のポンプ等は模型実験等の特殊な技術を必要とするため設計に当たってはさらに特

別な検討を行う必要がある。 

ポンプ場においては、流体音（主ポンプの騒音）、機械音（主原動機及びディーゼル機関の

騒音）が発生することから、周辺に及ぼす騒音、振動等の生態系を含む環境条件への影響も関

係法令等を遵守し検討する必要がある。 

水中モータポンプの採用に当たっては、吐出し量、管理、信頼性、耐用年数等を検討する必

要がある。 

 

 

 

 

(5)ポンプの据付高さと回転速度の決定 

キャビテーションの発生を防止する方法の一つとして、主ポンプの据付高さをなるべく低くす

ることが有利であるが、洪水時の浸水により運転不能に陥ることは許されない。 

水位が上昇しても浸水しないよう最高吸込水位を勘案し、据付高さを決定する必要がある。 

また、選定された主ポンプ形式について、最高吸込水位以上の高さに据付けた時に吸込性能上

支障がなければ、これによって主ポンプの据付高さを決定し、支障のある場合は土木建築構造を

水密構造とし、主ポンプ据付高さを低くしたり、立軸ポンプにして主原動機を最高吸込水位以上

に据付けるなど、土木建築構造と主ポンプ形式の両面から検討しなければならない。 

 

 

(6)主ポンプの材料 

主ポンプの主要部とは、ケーシング、インペラ、主軸、揚水管などを指すが、これらに使用す

る材料は、河口付近、田園山間部などの設置場所の水質や運転時間の長短等の使用条件等を検討

し、耐久性に優れ、保守管理も考慮した経済的な材料を選定する必要がある。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

 
9－3 主原動機の設計 

主原動機は、動力源の立地条件、主ポンプの運転状況、管

理及び環境条件等を検討し信頼性が高く、また、主ポンプの

回転速度に見合う回転速度が確保できる動力伝達装置を含め

た検討を行うとともに主ポンプ運転範囲に過負荷が生じない

出力を有するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9－4 動力伝達装置 

動力伝達装置は、主原動機の動力を確実に主ポンプに伝達

できるものとする。 

主ポンプと主原動機は直結が望ましいが、両者の回転速度

及び軸方向が異なる場合、減速機を検討するものとする。た

だし、主原動機が電動機の場合、減速機を介さず電動機の極

数の増減により主ポンプ回転速度に合わせる方法もある。 

また、主原動機の動力伝達時に緩衝作用及びねじり振動防

止等が必要となる場合、又は始動機能の向上や速度制御等が

要求される場合に流体継手等を検討する必要がある。 

なお、動力伝達装置の選定に当たっては主原動機の形式、

減速比、伝達容量等により、信頼性、経済性を検討し決定す

る必要がある。 

 



 

 37

基準及び運用の解説 

運用 9－3 では、主原動機の設計について規定している。 

主原動機の種類選定は、ポンプ場の立地条件、主ポンプの運転状況、信頼性、管理費等によっ

て異なると考えられる。 

立地条件及び運転状況については、電源が簡単に得られ、しかも常時運転を必要とするような

所では電動機を選び、電源が乏しい地区、あるいは年間の運転時間が非常に制限されているよう

な地区では内燃機関を選定するのが一般的である。 

信頼性の面から平時の降雨に際しても排水不良であり、豪雨時には直ちに湛水被害を及ぼし、

しかも異常に高い外水位が長時間にわたって継続するような地区にあっては、電源の故障に備え、

電動機と内燃機関を併用することも考慮する必要がある。 

運転費用については、用水の場合は比較的年間の運転時間は長いが、排水の場合は用水に比べ

て運転時間が短い。このような条件で比較検討し経済的な方を選定するものとする。 

また、揚水パターンで短時間運転のポンプに対しては内燃機関を使用し、長時間運転のポンプ

に対しては電動機を使用するような併用の方式は、基本電力料金の関係から有利となる場合もあ

るので検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運用 9－4では、動力伝達装置についての運用を規定している。 

減速機を介することによる信頼性及び効率を始めとする機能面を考慮すると、電動機駆動の場

合は、極数増減による直結が望ましいが、方式選定に当たっては、経済性も含めて総合的に検討

を行った上で決定する必要がある。 

なお、この経済性の検討に当たっては、単に極数増減に伴う電動機価格上昇分と減速機価格を

比較するのではなく、たとえば立軸ポンプでも直交軸傘歯車減速機を介することにより電動機が

立軸から横軸になる価格低減分も考慮する等、総合的な経済性の検討を行う必要がある。 

また、主原動機が特に内燃機関の場合のねじり振動に対する緩衝作用の必要性、及び主原動機

の種類を問わず始動性、速度制御、無負荷運転等が要求される場合に遠心クラッチ、油圧クラッ

チ、減速機能をもった流体継手の検討を行うことが必要であることを明示している。 

動力伝達装置の選定に当たっては、機能・用途等を考慮し、検討する必要がある。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

 9－5 吸込管及び吐出し管 

吸込管及び吐出し管は、主ポンプの流水を円滑に導くもの

として、主ポンプの運転に支障のないものとする。また、将

来の保守管理や建屋等の不同沈下対策として必要に応じて目

的に合った継手を設けるものとする。 

1.吸込管の設計 

吸込管の継手から空気を漏入させないよう、また、吸

込管に空気溜りを作らないようにする必要がある。 

2.吐出し管の設計 

吐出し管の管径は、必ずしもポンプ吐出し口径に合わせ

る必要はなく、材料費、設備費、管理費を含めた総合的な

検討を行って決定する必要がある。 

吐出し水槽がポンプのすぐ近くにある場合には、吐出し

水槽までの配管が一般的に、吐出し管と呼ばれる。このほ

か、パイプライン計画において、送水ポンプから地区内高

位部に設けられた配水槽までの送水管もここでいう吐出

し管に含まれている。 

吐出し水槽に接続する送水路は急激な屈曲を避け、計画

最大流量を流しうる十分な機能を持たせるとともに、安全

かつ経済的な設計をするように努めなければならない。 

吐出し水槽に接続するパイプライン、あるいは吐出し水

槽に接続する送水路（開水路）のいずれの場合にも、計画

最大流量を安全に送水できることが必要である。 

かんがいポンプ設備において、送水管路が長い場合、又

は実揚程が大きい場合には、管路内に生じる水撃現象を解

析し、必要に応じてその軽減対策を講じる。 
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基準及び運用の解説 

運用 9－5では、吸込管及び吐出し管について規定している。 

吸込管及び吐出し管は、主ポンプを含めた水の流れが円滑となるように設計しなければならな

い。特に吸込管及び吐出し管に空気溜りなどの流水阻害が生じないよう設計・施工しなければな

らない。 

主ポンプ設備の保守管理のため、分解等を容易にするための継手の設置や建屋等の不同沈下対

策としての継手の設置などの目的に応じた継手を選定する。 

かんがいポンプで送水管路が長い場合は、送水管での弁の急開閉、あるいはポンプの急激な始

動、停止を行うと、水の運動量が短時間に変化し、管路内に異常に大きな圧力波が発生する水撃

作用が生じることによって、次のような被害が生じるため、水撃作用の軽減対策を講じるものと

する。 

① 管内圧力の上昇及び下降による管体、弁、主ポンプ等の機器の破損 

② 管内の圧力が大きくなることにより、水に溶け込んでいた空気が分離したり、空気弁等から

空気が混入したりして起こるエアハンマ現象による管体及び各機器の破損 

③ 空気の滞留による通水及び分水機能の低下、又は管路系を再稼働させるための空気抜き及び

注水作業による送水管の送水機能の停止並びに労力・時間の投入 

④ 水面動揺による分水工や吐出し水槽からのオーバーフロー 

⑤ 主ポンプ及び主原動機等が逆転加速による機器等の破損 

 

排水ポンプは主ポンプの急停止時に吐出し水槽でサージングが生じるため、吐出し水槽からの

溢水が生じないかの確認が必要である。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

 
9－6 弁類 

流量調節、遮水、逆流防止等の目的で設置する弁類は、設

置場所、使用条件及び管理等を検討して用途に合致した形式

のものを選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9－7 補機設備 

ポンプ設備の正常な運転を確保するために設置する各種の

補機設備は主ポンプの形式、主原動機種別、規模及び運転条

件に適合した構成とし、それぞれ適切な補機設備を選定する。

補機設備には次の系統補機設備及び小配管類がある。 

① 満水系統補機設備 

② 給水系統補機設備 

③ 燃料系統補機設備 

④ 始動系統補機設備 

⑤ 潤滑油系統補機設備 

⑥ 吸排気系統補機設備 
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基準及び運用の解説 

運用 9－6 では、弁の選定について規定している。 

ポンプ場に用いられる弁としては、一般に仕切弁、バタフライ弁、逆止め弁、フラップ弁、コ

ーン弁及びフート弁がある。このうち吸込側に設置されるものとしては、仕切弁、バタフライ弁

及びフート弁であり、吐出し側に設置されるものとしては、仕切弁、バタフライ弁、逆止め弁及

びフラップ弁、コーン弁である。 

弁の設置に当たっては、配管ルートの条件、設置場所、使用条件及び管理等を検討し選定する

必要がある。 

 

 

 

 

  

 

 

運用 9－7では、補機設備類の選定について規定している。 

補機設備は、その用途によって主ポンプ複数台に用いる共通補機と、主ポンプ１台ごとに設備

されるユニット方式の直属補機とに区分されている。このうち、共通補機の故障は、直接主機の

停止原因となるので、重要度により予備機を設けるか、又はバックアップを考慮する必要がある。

補機設備は主ポンプ形式や台数、主原動機種別、規模及び運転条件を考慮し、効率よく全負荷

運転ができるように選定する必要がある。 

系統補機設備の機能は、次のとおりである。 

① 満水系統補機設備：主ポンプ内を所要の時間内で満水可能とするための設備 

② 給水系統補機設備：主ポンプの封水及び原動機、減速機等に冷却水を供給する設備 

③ 燃料系統補機設備：内燃機関の運転に必要な燃料を供給する設備 

④ 始動系統補機設備：内燃機関の始動に必要な動力を供給する設備 

⑤ 潤滑油系統補機設備：原動機、減速機等に潤滑油を供給する設備 

⑥ 吸排気系統補機設備：内燃機関への吸気及び排気を屋外に排除する設備 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

 9－8  監視操作制御設備及び電源設備 

監視操作制御設備は、ポンプ設備の規模、使用条件、運転

管理等を総合的に勘案して、主ポンプの運転が安全に、合理

的、かつ、経済的に行われるよう主ポンプの運転方式を決定

し、これに必要な監視操作制御設備を設けるものとする。 

電源設備は、受変電設備及び配電設備からなり、ポンプ場

の規模、立地条件、運転管理の容易性及び経済性を考慮して

設けるものとする。 

1.監視操作制御設備 

(1) 主ポンプの運転方式 

主ポンプの運転方式は、ポンプ場を設置する目的

とその果たすべき機能について十分把握した上で、

水管理システム、ポンプ場諸設備の性能特性、運転

条件等を総合的に検討し、安全かつ経済的な計画を

立て、その適正な運用が図られる設備設計にしなけ

ればならない。 

(2) 始動条件 

主ポンプの始動条件は、ポンプ設備に及ぼす損傷

の発生防止を考慮して決定する。 

(3) 保護装置 

ポンプ設備には、主要機器に異常が生じた場合に

機器の損傷を防止するための保護装置を設けるもの

とする。 

保護装置には、主要機器等に重大な故障が生じ、

直ちに停止させる必要のある重故障に対しては非常

停止、警報及び重故障表示を行い、しばらくの間運

転を続行しても支障のない軽故障に対しては、警報

及び軽故障表示を行うものとする。 

(4) 監視操作制御設備 

監視操作制御設備には、必要に応じ次の機能を設

けるものとする。 

① 監視操作機能 

② 制御機能 

③ 運転支援機能 

④ 計測機能 

⑤ 安全確認機能 
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基準及び運用の解説 

運用 9－8では、監視操作制御設備及び電源設備について規定している。 

(1) 監視操作制御設備は、主ポンプ設備及び付帯設備を監視操作制御するもので、監視操作機

能、制御機能、運転支援機能、計測機能、安全確認機能を有するものとする。これらの機能

は、ポンプ設備の規模、使用条件、主ポンプの運転方式等から決定される。監視操作制御設

備は、一般に遠隔監視操作室に設置される。 

各機能を示すと次のとおりである。 

監視操作機能：機場の状態・故障表示や計測値の表示を行う監視と始動、停止操作方法の

切替等を行う。 

制 御 機 能：主に制御、保護・インターロック、表示等を行う。 

運転支援機能：運転操作支援、故障対応支援、記録・情報管理を行う。 

計 測 機 能：運転操作する上で必要な情報（水位、圧力、流量等）の計測を行う。 

安全確認機能：運転操作する際に画像監視や音声警報等により安全の確保を行う。 

(2) かんがい及び排水系におけるポンプ運転方式は、その系の水管理方式決定のための重要な

要素となる。また逆に、系全体の水管理方式のあり方からポンプ運転方式への制約がでるこ

ともある。ポンプ場の設計に当たっては、あらかじめポンプ場完成後に行われる運転管理及

び保守管理の概要を把握しておき、運転操作の容易性等の面から必要とされる設備計画の条

件に適合した設備設計を行う必要がある。 

                            単独操作 

                 手動操作       半連動操作 

                            連動操作（一人制御） 

    運転操作の分類 

                            オン・オフ制御 

                 自動制御 

                            フィードバック制御 

操作場所による運転方式には次のような方式があるが、本基準では、遠方操作については

取り扱っていないので他の技術書を適用し、的確な設計を行うものとする。 

機側操作：主ポンプ等を直接監視することのできる場所で操作監視するもの。 

遠隔操作：主ポンプ等の位置から離れた操作室等から操作監視するもの。 

遠方操作：ポンプ場から離れた、中央監理所等から操作監視するもの。 

(3) 始動条件は、その設備が始動する場合に不具合が生じないようにインターロックするもの

で、設備の目的、機器構成等を検討して決定する。 

(4) 保護装置に組み込む異常状態は、主ポンプ形式、機器構成により異なるため、設備の機能

と保護のバランスを検討して決定する。 

(5) 電源設備は、電力会社から特別高圧、高圧又は、低圧で受電し、負荷の要求する電圧に変

圧する受電設備と、各負荷への電力供給と運転方式に応じた、運転操作を組み立てる配電設

備から構成される。 

(6) 受変電設備は受電方式、受電電圧を検討し決定するものとする。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

  

 

 

 

 

 

2.電源設備 

電源設備は、対象機器に動力電源の供給をおこなうもの

でポンプ設備及び付帯設備の安全確実な運転及び機場の

保守管理を考慮して構成、容量等を決定する。 

洪水時排水ポンプ設備においては、通常の保守管理上必

要な電力は商用電源によるものとするが、出水時に商用電

源が停電した場合にも運転管理できるよう、予備発電設備

の設置を検討する。 

かんがいポンプ及び常時排水ポンプ設備においては、運

転に必要な動力用電源は商用電源とし、予備の動力電源の

要否は、揚水の中断による影響度を考慮して決定する。 

(1)受変電設備 

受変電設備は、電力会社の変電所又は配電線路から

特別高圧又は高圧若しくは低圧で受電し、設備に適合

した電圧に変電して、負荷設備に電力を供給できるも

のとする。 

(2)配電設備 

配電設備は、ポンプ場の機器全体を統括制御するも

ので、ポンプ場の設備規模、主電動機の種類、運転操

作・制御方式等を検討し、盤の構成を決定するものと

する。 

(3)自家発電設備 

自家発電設備は、保守管理上必要な電源を供給する

ものであり、安全確実に発電できるものとする。 
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基準及び運用の解説 

(7) 配電設備は運転操作・制御方式等を検討し、盤の構成を決定するものとする。 

電源設備には、主要機器に異常が生じた場合に、機器の損傷を防止及び事故の拡大を防

止するための保護装置を設けるものとする。 

(8) 自家発電設備は、常時負荷容量、始動時負荷容量、始動時電圧降下を検討し、必要な容量

を決定するものとする。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

10  吸込水槽・吐出し水槽の設計 

吸込水槽・吐出し水槽について

は、用排水が水理的に安定した流

況で、安全に揚水できるよう適切

に設計しなければならない。 

 

10－1  吸込水槽の水理設計 

吸込水槽は、導水路からの流水について吸込管に空気を連

続的に吸引することなくポンプ運転ができるよう安定した水

位と円滑な流れを確保し、水槽内に渦流が発生しないよう設

計する。 
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基準及び運用の解説 

運用 10－1 では、吸込水槽の水理設計について検討すべきことを規定している。吸込水槽の設

計に当たっては、次の事項を検討する必要がある。 

１．接続導水路の設計 

導水路は、吸込水槽に向かう流れに、急激な方向変化あるいは著しい流速変化を生じさせ

ることがないような形状寸法にする必要がある。 

２．吸込水槽の設計 

吸込水槽の設計に当たっては、ポンプ場の機能、立地条件及び運転条件等を考慮して、規

模形状等を検討し、導水路からの円滑な流れを引き継げるように設計する必要がある。 

３．吸込水槽までの水理設計 

用排水幹線水路から接続導水路を通り吸込水槽内に至る流れの水理設計は、原則として計

画最大流量について行い、十分な安全性及び経済性を確保するように努める必要がある。 

 

吸込水槽内の渦流がポンプに与える影響には、次のようなものがある。 

・主ポンプ吸込管に旋回流が生じ、水量不足又は水量過大となり、主原動機の過負荷現象を

起こし主ポンプの性能が変わる。 

・振動、騒音を発生させる。 

・吸込管から空気吸込が行われ性能低下を起こす。 

この防止方法として、次の事項に注意する。 

・水槽内の流れは一様に主ポンプ吸込管に達するようにし、偏流や旋回流の発生を防ぐ。 

・一般に、口径 350mm 以上の吸込管端にはベルマウスをつける。 

・吸込管の潜没深さを十分大きくとり、吸込管の下端から吸込水槽底面までの距離を適切に

とる。 

なお、吸込水槽には次の施設を設置することが望ましい。 

・遊水池 ………………… 水位変動による断続運転の解消 

・スクリーン …………… ごみ詰まりによる主ポンプ性能低下、インペラ損傷防止 

・角落し又は水門設備 … 吸込水槽内の清掃 

・沈砂池 ………………… 土砂の多いところでの主ポンプ保護 

・溜ます ………………… 吸込水槽内清掃時の水替え用 

 

吸込水槽の形式には、次の種類がありその採用に当たっては主ポンプの吐出し量、高流速ポン

プ採用の適否等を検討し、決定するものとする。 

(1)オープン形 

① 標準流速オープン形 

② 高流速オープン形 

(2)クローズ形 

① セミクローズ形 

② クローズピット形 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

 
10－2   吐出し水槽の水理設計 

吐出し水槽は、吐出し管から放出された水流の減勢が急速

に行われ、接続する水路へ水流が円滑に移行できるよう設計

する。 

吐出し水槽の設計に当たっては、次の事項を検討する必要

がある。 

(1)  吐出し水槽につながる水路の形態に応じて、吐出し水

槽の形状を適切に決定しなければならない。 

(2)  吐出し水槽は、適切な流速で円滑に接続水路に導水で

きるよう設計しなければならない。 

(3)  吐出し水槽の機能に応じた適切な関係寸法を決定し

なければならない。 

(4) 吐出し水槽は吐出し管端が潜没するように設計しなけ

ればならない。ただし、吐出し側の現地条件によっては、

吐出し管端を潜没させておく必要はない。 

(5)  排水ポンプにあっては、樋門（樋管を含む）を有する

場合には原則として吐出し水槽を設けるものとする。 

(6)  河川管理施設等構造令等に規定された堤防との位置

関係等も考慮して設計しなければならない。 

(7)  吸込水槽又は吐出し水槽内の水位制御等が要求され

る場合にあっては、ポンプ特性、弁特性、送水管特性、

電気設備の許容始動頻度等関連機器の特性と運転制御方

式等を検討し、必要に応じ詳細な設計を行うものとする。
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基準及び運用の解説 

運用 10－2 では、吐出し水槽の水理設計について、検討すべきことを規定している。吐出し水

槽の設計に当たっては、次の事項を検討する必要がある。 

(1)については、吐出し水槽につながる水路が専用の水路であるか、あるいは自然排水路と兼

用となるのか、さらには開水路に直接連絡するのかによって吐出し水槽の形状が異なることが

ある。 

(2)については、吐出し水槽内の流速が速いと水槽内に部分的な水面上昇や形状損失等が多く

なるため、吐出し水槽内では流速を減速させた後、水流方向を変換し水路へ導入するようにす

る必要がある。 

(3)については、吐出し水槽の関係寸法が小さ過ぎたり形状が適正でない場合には、吐出し管

端の反対側の側壁に反射波や段波が発生し、フラップ弁があおられて故障となる場合がある。

これを避けるために、吐出し管端の反対側の側壁までの距離を適正にとることと、さらには側

壁に傾斜を付けたり、あるいは吐出し水槽底面に勾配等を付けて流れの方向変換を図る必要が

ある。また、反対側の側壁に発生した反射波等が隣のポンプ吐出し管端に直接向かないように

する必要がある。 

(4)については、吐出し水槽は吐出し管端が潜没するように設計する必要があり、特に横軸ポ

ンプ本体に呼び水が必要な場合には、吐出し管端を潜没させておくことが必要である。ただし、

吐出し側に弁があって将来にわたり確実に気密が保持される場合や立軸ポンプ等で吐出し管端

がサイホン形状でない場合には、吐出し管端を潜没させておく必要はない。 

(5)については、排水ポンプにあって樋門（樋管を含む）（以下樋門という）を有する場合に

は原則として吐出し水槽を設けるものとする。吐出し水槽の高さは樋門が横断する堤防の高さ

以上とするとともに、吐出し管頂部は最低吐出し水位より 30cm 以上下げるようにする。また、

吐出し水槽の敷高は吐出し管の下端より 30～60cm 程度下げるものとするが、吐出し水槽の幅は

ポンプ配置と吐出し管の関連で決定されることが多い。 

なお、吐出し水槽の設置目的は、主ポンプの振動による堤防や樋門への影響を緩和すること

及び吐出し水を静水圧の状態で必要なヘッドをもって堤外に排出すること等であるため、これ

らの影響が無視できる場合にあっては、必ずしも設置する必要はない。 

かんがいポンプなどでフート弁や逆止め弁があって吐出し水槽内にフラップ弁を設置してい

ない場合には、排水機場の場合よりも吐出し水槽の幅をさらに狭く経済的に設計することがで

きるので、吐出し管端の寸法と施工時の作業性及び将来の保守管理等の容易性を考慮して適切

な形状と寸法を決定するものとする。 

(6)については、吐出し水槽の設置について河川管理施設等構造令等に規定された堤防との位

置関係等も考慮して設計する必要がある。 

(7)については、吸込水槽又は吐出し水槽内の水位制御等が要求される場合にあって、ポンプ

特性、弁特性、送水管特性、電気設備の許容始動頻度等関連機器の特性と運転制御方式等を検

討し、さらに詳細な設計を行うものとするが、その具体的な設計諸元（吐出し水槽の容量や表

面積等）については、別途制定されている土地改良事業計画設計基準・設計「パイプライン」

を参照するものとする。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

 10－3  吸込水槽・吐出し水槽の構造設計 

吸込水槽・吐出し水槽の設計は、主ポンプの吸込・吐出し

性能を満足するとともに、予想される荷重に対して安全な構

造とする。 

また、取付水路等との調和及び管理の容易性を考慮したも

のとする。 

 

10－4  基礎工の設計 

ポンプ場の基礎の設計は、上部構造の形状、規模、構造、

剛性等を考慮して、上部構造を安全に支持し、有害な沈下等

を生じないものとする。 

また、基礎は良質な地盤に支持させることを原則とし、不

同沈下を防ぐため異種基礎の併用はできるだけ避けるものと

する。 
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基準及び運用の解説 

運用 10－3～10－4 では、ポンプ場の構造設計について検討すべきことを規定している。 

構造計算に当たっては鉛直荷重、水平荷重について、適切に考慮しなければならない。鉛直荷

重としては、土木構造物の自重・建屋荷重・主ポンプ荷重・主原動機荷重・管及び弁荷重・載荷

荷重・内水重・浮力・揚圧力がある。また、水平荷重には、土圧荷重・水圧荷重・地震荷重があ

る。 

ポンプ場の構造は、主ポンプの形式と主原動機の種類により、水理的・構造的条件を異にする

ので、これらの条件を満足するものであると同時に、現場の地形に適合させる必要がある。また、

ポンプ送水時に発生する推力を確実に支持できる構造とするとともに、主ポンプ、主原動機とそ

の他機器類、建屋の諸荷重、土木構造物の自重、並びに土圧力、地震力に対し、調査結果に基づ

く地盤の支持力、耐力が十分安全であることが必要である。 

さらに、構造物は経済的なものでなければならないが、これに必要な比較設計は、技術書によ

るほか関連技術書等に基づき構造設計の初期に十分な検討を行う必要がある。 

 

基礎の設計は荷重の規模によって異なるが、良質な支持層とは、砂・砂礫で N 値 30 以上、粘土

で N 値 20 以上と考えてよい。良質と思われても層が薄かったり、その下に弱い層や、圧密層があ

る場合は、支持力と沈下についての影響を検討しなければならない。地下水で飽和している緩い

砂質土では、地震時の液状化現象についてチェックする必要がある。支持杭の場合、杭の周辺地

盤の沈下が考えられるところでは、負の周辺摩擦力についても検討が必要である。 

地盤の支持力、上部構造及び基礎設計は三位一体をなすものであり、設計条件によっては上部

構造を固定させると適切な基礎設計とならない場合がある。このため、軽量構造にするとか、浮

基礎にする、あるいは偏荷重のかからないよう単純な形状にする等、基礎設計を上部構造にフィ

ードバックさせることもある。 

異種基礎の併用は、構造物のずれ、破損等ポンプ場に悪い影響を与えるので、極力避けるもの

とするが、やむを得ない場合は、その境界部にエキスパンションジョイントを設ける等の対策が

必要である。ポンプ場に付帯する取付擁壁等は、構造物の重要度及び主要目的が異なるので、違

った基礎となってもやむを得ない。ただし、基礎工の選定に当たっては、不同沈下による構造物

のずれ、破損のないよう十分注意して選定する必要がある。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

11  建屋の設計 

建屋については、ポンプ設備等

を収容保護し、管理が安全かつ容

易に行えるよう、適切な構造及び

規模をもつものとして設計しなけ

ればならない。 

11－1   建屋設計の基本 

建屋の設計に当たっては、土木構造物、ポンプ機器等、他

の工事との関連及び管理面も十分考慮する必要がある。搬入

口の位置、吸込水槽及び吐出し水槽と建屋の位置、建屋の基

礎、柱の配置、管が壁を貫通するときの振動と防水の処置、

ポンプの組立と分解による床のスペース、ポンプ設備の搬

入・搬出、送水時に発生する推力の支持及び荷重等を十分検

討し設計する。 

 

 

11－2   各室の設計 

ポンプ室、操作室、電気室、自家発電機室等の各室の設計

に当たっては、ポンプ場の規模、目的、管理等を総合的に検

討して機能的に優れかつ経済的な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

11－3  建屋の構造 

建屋の構造は、ポンプ設備の規模等に応じて適正な構造形

式を選定するとともに、屋根、壁等の主要構造は、立地条件、

外力条件及び生態系を含む周辺環境との調和等を考慮して決

定する。 
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基準及び運用の解説 

運用 11－1では、建屋の設計の基本的事項について規定している。 

建屋の設計、施工に当たっては別途定められている建築基準法、同施行令及び消防法・同施行

令等関連法規と各種構造計算基準又は地方公共団体の条例等を事前に調査して確認し、これらを

遵守する必要がある。 

なお、建屋はポンプ送水時に発生する推力を確実に支持できる構造とする。 

 

 

 

 

 

運用 11－2では、ポンプ室等の各室の設計における基本的事項について規定している。 

各室は、次に示す内容を検討する必要がある。 

① ポンプ室は、主にポンプ設備、付属機器の搬入設置等に当たり機能的で、管理等が容易

に行われるよう配慮するとともに、また、換気及び採光を図り、周囲の環境条件によって

は騒音対策を行うことが必要である。 

② 操作室は、場内外設備を見渡せる位置に設けることが好ましい。 

また、換気、採光及び操作等に必要な広さとする。 

③ 電気室は、換気、採光及び点検等ができる広さとする。 

④ 自家発電機室は、換気、騒音対策及び運転操作のできる広さとする。 

 

 

運用 11－3では、建屋構造の選定について規定している。 

①  建屋の構造形式 

建屋の構造形式には、鉄骨構造、鉄筋コンクリート構造、鉄骨鉄筋コンクリート構造

がある。 

②  屋根の形式 

屋根の形式には、切妻、片流れ、寄せ棟、ろく屋根等がある。 

③  壁体の形式 

壁体の形式には、フレーム式壁体、一体式壁体、組績式壁体等がある。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

12 付帯設備の設計 

付帯設備については、ポンプ場

周辺の自然的、社会的諸条件を考

慮し、安全で経済的なものとなる

よう適切に設計しなければならな

い。 

12－1  水門設備 

水門設備は、確実に開閉し、必要な水密性及び耐久性を有

し、かつ予想される荷重に対して安全な構造とする。 

 

 

 

 

12－2  除じん設備 

除じん設備は、用水源又は排水流域の塵芥量及びその処理

方法等を検討し、適切な形式及び規模のものを設けるものと

する。 

 

 

 

12－3  クレーン設備 

クレーン設備は、ポンプ設備の形式と規模、その保守管理

等の使用頻度を検討し、適切な形式及び容量のものを必要に

応じて設けるものとする。 

 

 

 

 

 

12－4  換気設備 

換気設備は、主ポンプの据付方式、主原動機の規模、種類

等により決定するものとし、換気量は、各機器の放熱の排出、

燃料の燃焼及び運転操作員の健康衛生に必要な空気量を確保

するものとする。 

 

 

12－5  屋内排水設備 

屋内排水設備は、ポンプ室内の排水を自然排水できない場

合に設置するものとする。 
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基準及び運用の解説 

運用 12－1では、水門設備の選定及び設計について規定している。 

ポンプ場に設置される水門設備には、ローラゲート、スライドゲート及び角落しがあり、その

使用目的は取入口用、水路切替用、吐出樋門用、ポンプ点検・修理用等である。水門設備の設計

に当たっては使用目的に合致した形式を選定する必要がある。 

 

 

 

運用 12－2では、除じん設備の設計において検討すべき基本的事項について規定している。 

ポンプ場に適用される除じん設備には、スクリーン、除じん機があるが、設置によりポンプの

運転に支障をきたさないよう設計するとともに、畑地かんがいの場合は、末端機器の故障発生を

防ぐため、流着するごみの量及び質に見合った施設とする必要がある。また、保守管理、耐久性、

操作の難易性等を十分検討し、発生したごみの処理方法もあわせて考慮する必要がある。 

 

 

 

運用 12－3では、クレーン設備の選定について規定している。 

クレーン設備を設置する場合は、定格荷重に基づいて選定する必要がある。クレーン設備につ

いては、①柱の受台にレールを設置し天井クレーンを設ける場合、②屋根の梁にフック等を設け、

天井クレーンを必要としない場合、③建屋にＩ型鋼を設置し、これにチェンブロック等を取付け

る場合、④ポンプ室の上に操作室等を設けず橋形クレーンを設置する場合、⑤建屋に開口部を設

け移動式クレーンでその都度対応する場合があり、これらの方式の選定に当たっては、ポンプ設

備の形式と規模、その保守管理等の使用頻度を検討し、適切に決定する必要がある。 

 

 

運用 12－4では、換気設備について規定している。 

換気設備の決定は、機械電気設備から要求される条件と運転操作員の健康衛生上から要求され

る条件について検討する必要がある。 

 

 

 

 

運用 12－5では、屋内排水設備について規定している。 

屋内排水設備は、各機器からの吐出し水及びドレーンの排水について自然排水できない場合に

設置される。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

13 管理設備の設計 

管理設備は、ポンプ設備の規模、

運転方式、使用条件等を総合的に

勘案してポンプの運転が安全、か

つ確実にできることと併せ、合理

的で経済的に行われるよう適切に

設計しなければならない。 

13  管理設備の設計 

管理設備は、ポンプ場の管理を適切かつ安全に行うため、

ポンプ設備の規模、運転方式、使用条件等を検討の上設計す

るものとし、必要に応じ管理運転が行える設備等を設けるも

のとする。 
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基準及び運用の解説 

運用 13 では、管理設備の設計について規定している。 

管理設備は、ポンプ場が果たすべき機能を満足するとともに、設置されたポンプ場の施設能力

を最大限に発揮させ、最も効率的にポンプの運転目的を達成し各設備の機能を常に良好な状態に

するよう設計することが重要である。 

このため、特に洪水時排水ポンプは、長時間停止状態の場合が多く、また洪水時に運転不能と

なることは地域や流域等に与える影響が大きいことから、確実な運転を確認するための設備又は

装置を必要に応じて設けるものとする。 

また、ポンプ場の保守管理を安全かつ適切に行うための管理所、管理用道路、保安設備等の保

守管理設備を必要に応じて設けるものとする。 




