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１．前回の技術小委員会における委員指摘事項とその対処方針（案） 

前回（平成 16 年 12 月 10 日）の技術小委員会において委員から指摘のあった事項とその対応方針（案）は次のとおり。 

No. 指摘ページ 指摘内容の要約 対応方針（案） 備 考 

1 

基準書（案）

P4(8 行目)、

P14（3～4

行目） 

 

「１ 運用の位置付け」の「基準の運

用」において、 

「ポンプ場の設計は、・・・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。」とあるが、P14 からの調

査項目では「自然的、社会的諸条件」と

し、「自然的条件」がウェートをかけら

れていることから、整合を図られたい。

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正する。 

P4【基準の運用】 

「社会的条件及び施工条件等の実情に即し、 

 →自然的、社会的諸条件及び施工条件等の実情に即し、」

P5【基準及び運用の解説】 

「社会的条件及び施工条件等の実情に即して 

 →自然的、社会的諸条件及び施工条件等の実情に即し

て」 

 

【指摘箇所の抜粋（修正前）】 

P4【基準の運用】1 運用の位置付け 

「ポンプ場の設計は、・・・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。」 

P14【基準】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。」 

2 

基準書（案）

P6(16 行目)

 

 「吐出し水槽」と「吐出樋門」の記載

を揃えてはどうか。 

 

「吐出し（はきだし）水槽」と「吐出（としゅつ）樋門」

はそれぞれＪＩＳ用語に準じて記載しているものである

ことから原案のとおりとする。 

 

 

【指摘箇所の抜粋】 

【基準の運用】2 ポンプ場の定義と基準の適用範囲 

「なお、これらの施設のうち取水口、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・・・行うものとする。」 

3 

基準書（案）

P14 

 

「６－１調査項目」の「基準の運用」に

おいて、河川状況等については、水系で

捉え、他省庁の事業も含めて調査をして

はどうか。 

他省庁による事業については、計画基準「排水」の中で

概査の項目として「関連事業等」の調査があり、それを踏

まえた上での設計段階における必要な調査の詳細につい

ては、技術書の中で記載することとする。 
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No. 指摘ページ 指摘内容の要約 対応方針（案） 備 考 

4 

基準書（案）

P47 

 

 

 

基準書 P16、P29、P38、P46 において、「生

物の人為的移送の遮断」について記述すべ

きである。 

 

「生物の人為的移送の遮断」については、吸込水槽に

設置する魚類等生物の迷入防止装置の設置による対応

が最も効果的であると考えられることから、「１０－１

吸込水槽の水理設計」の【基準及び運用の解説】に吸込

水槽に必要に応じて設置する施設として、「迷入防止装

置」について追記する。 

なお、詳細な記載内容についてはパブリック・コメン

ト対応方針 NO.19 を参照。 
 

補足事項：迷入防止装置方式で、他地区の事例や

各種技術データから考えられる効果のある方式

は、「ネット式」、「気泡式」、「電気スクリー

ン方式」が選定される。この内、「ネット式」は

目詰まり対策、「気泡式」は気泡のポンプへの影

響があり、近年の事例として電気スクリーン方式

が多く採用されている状況である。 

5 

基準書（案）

P49(20～23

行目) 

 

 

 

「１０－２吐出し水槽の水理設計」の

「基準及び運用の解説」において、 

ポンプ場は軟弱地盤に設けられること

が多く、主ポンプの振動が、堤防や樋門

だけでなく、周辺の生活環境に及ぼす影

響も懸念されることから、その旨記載し

てはどうか。 

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正する。 

「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、周辺の住家等への影響を緩和すること及

び・・・」 

 

 

 

【指摘箇所の抜粋（修正前）】 

【基準及び運用の解説】10-2 吐出し水槽の水理設

計 

「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、・・・」 

 

6 

基準書（案）

P51(18～21

行目) 

 

 

 

「１０－４基礎工の設計」の「基準及び

運用の解説」において、 

「上部構造を固定させる」といった表現

が分かりづらいので、表現ぶりを再考さ

れたい。 

 

「地盤、上部構造及び基礎構造は一体的に取扱うべき

ものであるため、基礎構造を選択する段階で、上部構造

の設計があまりに固定化していると、適切な基礎設計と

ならない場合がある。このため、上部構造を軽量構造に

するとか、偏荷重のかからないよう単純な形状にする

等、基礎設計を考慮した上部構造とすることも検討する

必要がある。」と記載内容を変更する。 

【指摘箇所の抜粋（修正前）】 

【基準及び運用の解説】10-4 基礎工の設計 

「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。」 

7 

基準書（案）

P52(14～17

行目) 

「１１－３建屋の構造」の「基準の運用」

において、 

建屋については、特に景観上の配慮が必

要と考えられることから、「景観配慮」を

追記してはどうか。 

 

「・・・屋根、壁等の主要構造は、立地条件、外力条

件、景観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。」と記載を変更する。 

【指摘箇所の抜粋（修正前）】 

【基準の運用】11-3 建屋の構造 

「・・・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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２．パブリック・コメントにより提出された意見とその対処方針（案） 

 （１）パブリック・コメントの概要 

「平成１６年度第２回技術小委員会」において、調査・審議頂いた内容について、平成１６年１２月１４日から平成１７年１月 

１３日の期間に一般国民から意見・情報の募集（パブリック・コメント）を行った。パブリック・コメントでは、１１人の方々 

から１０６件の意見が提出された。 

 （２）パブリック・コメントにより提出された意見とその対処方針（案） 

パブリック・コメントで提出された主要な意見とその対応方針（案）は次のとおり。 

No. 指摘ページ 提出された意見 対応方針（案） 備 考 

1 

基準書（案）

P4(6～10 

行目) 

 

【基準の運用】において「規模、社会的
条件及び」の記述は「規模、自然的、社会
的諸条件及び」にして、基準「５設計の手
順」の記述に合わせた方が良いのではない
か。 

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正する。また、併せ
て解説も修正する。 
「ポンプ場の設計は、・・・個々の設計及び施工の際に
は、その目的、位置、規模、自然的、社会的諸条件及び
施工条件等の実情に即し、・・・」 

【指摘箇所の抜粋（修正前）】 

【基準の運用】１運用の位置付け 

「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、社会的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。」 

2 

基準書（案）

P5（9～11

行目） 

 

 

 

 

【基準及び運用の解説】において、「計

画上の基本的数値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」

とあるが、水田用水についてはよいのか。

 

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正する。 
「別途制定されている土地改良事業計画設計基準・計画

「農業用水（水田）」、「農業用水（畑）」、「排水」

等によるものとする。」 

【指摘箇所の抜粋（修正前）】 

【基準及び運用の解説】1 運用の位置付け 

「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。」 

3 

基準書（案）

P7(16～18

行目) 

 

異常洪水時に機場に浸水することを防

止する必要があるが、この文章があること

により、ポンプ中心となり、機場を守ると

いう点がうまくできていないのではない

か。（昨年の新潟豪雨でも洪水の中で孤立

した機場が見受けられたことから） 

ご指摘の箇所では、構造設計上建屋と本体施設とは分

離して扱うというものである。浸水対策については、P35

「(5)ポンプの高さと回転速度の決定」に記載されてい

るところであるが、その他、豪雨時におけるポンプ場へ

の進入路の確保等については、近年多発している異常洪

水において被害を受けた施設の状況を踏まえ、留意事項

について技術書に記載する。 

【指摘箇所の抜粋】 

【基準及び運用の解説】2 ポンプ場の定義と基準の

適用範囲 

「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とした。」 
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No. 指摘ページ 提出された意見 対応方針（案） 備 考 

4 

基準書（案）

P8(2～9 

行目) 

 

「3 設計の基本」について、性能規定
化を行っているのに、どこにも「性能」と
いう言葉が見あたらないので不自然な印
象を与える。そのため、「必要とされる機
能」を「要求される性能」に置き換えては
どうか。 

「基準」に示された考え方は、性能規定が導入された
場合でも変わるものではないため、原案のとおりとす
る。 

【指摘箇所の抜粋】 

【基準】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。」 

 

5 

基準書（案）

P9(6～10 

行目)、 

P35（8～9

行目） 

 

【基準及び運用の解説】に記載の「環境

との調和や景観に配慮（景観法）及びミテ

ィゲーション５原則に基づき環境や景観

に対して著しいマイナスの影響・・・」及

び「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・・・」等について

は、すべての事業で検討しなければならな

いものと読み取れます。その検討を行うに

当たっての具体的な調査方法や許容され

るマイナスの影響度、生態系を含む環境条

件への影響の限度などについて、どのよう

な評価によるのかなど、事例を示す必要が

あると考えます。 

ご指摘のとおり環境への影響はすべての事業におい

て検討すべきであり、その影響度については環境影響評

価法、都道府県の環境影響評価条例による定量的な評価

のほか、これによらない場合であっても地域住民等に意

見を求めるなどして環境への影響を評価する方法があ

る。 

なお、事例等については、技術書の中で紹介する。 

 

 

【指摘箇所の抜粋】 

P9【基準及び運用の解説】3 設計の基本 

「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。」 

P35【基準及び運用の解説】9-2 主ポンプの設計 

「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。」 

6 

基準書（案）

P12(7行目)

 

【基準の運用】において、「ポンプ施設
の構成」は「ポンプ場の構成」ではないの
か。ポンプ施設の定義が不明。 

ご指摘のとおり、修正する。 【指摘箇所の抜粋（修正前）】 

【基準の運用】5設計の手順 

「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）」 

7 

基準書（案）

P12(10～11

行目) 

 

【基準の運用】において「ポンプ施設」
とは「ポンプ場を構成する諸施設」の事を
指すのか 

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正する。 
「基本設計で決定したポンプ場を構成する各施設」 

【指摘箇所の抜粋（修正前）】 

【基準の運用】5設計の手順 

「③ 細部設計（決定したポンプ施設の設計）」 
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No. 指摘ページ 提出された意見 対応方針（案） 備 考 

8 

基準書（案）

P14(2行目)

 

【基準の運用】において「調査は、ポン

プ場の設置及び」について、「調査は、ポ

ンプ場の設置位置及び」にした方が良いの

ではないか。 

ご指摘を踏まえ「設置条件及び土地条件等」と修正す

る。 

設置位置は、土地条件に含まれ、設置条件とすること

により施工（造成）に伴う調査を要するという文意であ

る。 

【指摘箇所の抜粋（修正前）】 

【基準の運用】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。」 

9 

基準書（案）

P14(13～15

行目) 

 

【基準の運用】「6-2 気象・水象・海
象調査」について、洪水や地震などの災害
に関する調査を追加する。 

洪水については、「6-2 気象・水象・海象調査」に
含まれており、具体的な調査手法については技術書に記
載する。地震については地域別の地震の頻度・地盤種別
等を勘案して耐震設計を行うためのデータを技術書に
記載することとしている。 

【指摘箇所の抜粋】 

【基準の運用】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。」 

10 

基準書（案）

P16(6行目)

 

【基準の運用】において「自然環境の保
全について必要な環境調査」について、各
調査は必要な対策を検討するために実施
するものと考えられること、また、「環境
保全」といった場合、現状を保持するとい
う意味に取れるため、「自然環境の保全対
策について必要な環境調査」にした方が良
いのではないか。 

ご指摘のとおり、「自然環境の保全→自然環境の保全
対策」に修正する。 
 

【指摘箇所の抜粋（修正前）】 

【基準の運用】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」 

11 

基準書（案）

P20(9～16

行目) 

 

 

 

 

 

【基準及び運用】において、「湛水を許

容する場合、させない場合」の0.3mと 0.5m

の値は機場の大小にかかわらないのか。 

 

 

計画基準内水位は、水田ではほ場面＋0.3m に設定し、

汎用田ではほ場面に設定されている。洪水初期吸込水位

の設定の違いは、このような受益地内のほ場利用形態の

違いに依るものであり、機場の大小には関係ない。 

なお、本記載内容は「土地改良事業計画設計基準・計

画『排水』」を引用している。 

 

【指摘箇所の抜粋】 

【基準の運用】7-2 吸込水位、吐出し水位及び実揚

程 2 排水ポンプ 

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） 
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12 

基準書（案）

P28(15,25，

26,29,31,

32,33行目)

 

【基準の運用】において、主ポンプとあ

るが、主に対応する従又は副があるのか。

「主ポンプ」についてはＪＩＳ用語に準じており、ポ

ンプ本体を示す「主」と補機設備に含まれる給水ポンプ

等を区分している。 

【指摘箇所の抜粋】 

【基準の運用】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。」 

13 

基準書（案）
P29(5～6 
行目) 

 

【基準及び運用の解説】において「ライフ

サイクルコスト等を含めて」とあるが、ラ

イフサイクルコストの算定の項目（部品交

換や整備・補修費などは、どんなインター

バルで、どんな部品を補修・交換等）を明

確にする必要がある。 

ライフサイクルコストの考え方については、技術書に
記載することとする。 

【指摘箇所の抜粋】 

【基準及び運用の解説】9-1 ポンプ設備の設計 

「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。」 

14 

基準書（案）

P30（12～18

行目） 

 

【基準の運用】において実際に排水ポン

プを使用するとき、計画排水量で設備を決

定しているので、小洪水時に水路の水がつ

いていかずポンプを間断運転しなければ

ならない時があるため、運転間隔を長く取

れるよう遊水池の規模を大きくするか、小

洪水時に対応できるポンプを入れられる

ように記載した方がよいのでは。 

小洪水時に対応した円滑なポンプの運転については、

排水ポンプの台数割(P30)や遊水池の設置(P47 10-1 吸

込水槽の水理設計の「基準及び運用の解説」に記載)の

検討の中で考慮されており、詳細は技術書に記載する。

【指摘箇所の抜粋】 

【基準の運用】9-2 主ポンプの設計 

1.台数割の決定(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。」 

15 

基準書（案）

P34(16～19

行目) 

 

 

【基準の運用】において、「なお、キャ

ビテ－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、・・・・決定する。」とあるがここで

洪水とは 1/50 又は 1/100 確率の洪水時を

指すのか。 

 

「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」とは、排水地区内における既往の最高湛水位

等、ポンプ場地点で考えられる最高の水位（最高吸込水

位）を想定しており、詳細な決定方法については技術書

に記載することとしている。 

【指摘箇所の抜粋】 

【基準の運用】9-2 主ポンプの設計 

「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－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

屋構造等について考慮し決定する。」 
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16 

基準書（案）

P44(9～12

行目) 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基準の運用】において「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」と

あるが、この記述ではＰ37【基準及び運用

の解説】の表現と違い、商用電源に定めて

いる表現である。 

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正する。 

「主原動機に電動機を選定した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。」 

 

【指摘箇所の抜粋（修正前）】 

【基準の運用】9-8 監視操作制御設備及び電源設備 

「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、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。」 

17 

基準書（案）

P47(21～28

行目) 

 

【基準及び運用の解説】において「なお、
吸込水槽には次の施設を設置することが
望ましい。」とありますが、スクリーンと
角落し又は水門設備は「望ましい設備」で
はなく、「必要」な設備です。他の施設に
ついて望ましいものを選択する必要があ
ります。スクリーンと迷入防止装置などと
は設置の重要性レベルが違います。 

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正する。 
「なお、吸込水槽には次の施設を原則として設置するも
のとする。 

・スクリーン・・・ 
・角落し等の水門設備・・・ 
また、次の施設については必要性を検討の上、設置す

るものとする。 
・遊水池・・・ 
・沈砂池・・・ 
・溜ます・・・ 
・迷入防止装置・・・ 」 

 

【指摘箇所の抜粋（修正前）】 

【基準及び運用の解説】10-1 吸込水槽の水理設計 

「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 

・迷入防止装置 …魚類等生物の迷入防止」 

18 

基準書（案）

P47(23 行

目) 

 

【基準及び運用の解説】において「角落
し又は水門設備・・・吸込水槽内の清掃」
については、内容を補足して、「角落し又
は水門設備・・・吸込水槽内の清掃及び主
ポンプの点検整備」にした方が良いのでは
ないか。 

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正する。 
「角落し等の水門設備・・・吸込水槽内の清掃 

及び主ポンプの点検整備」

【指摘箇所の抜粋（修正前）】 

【基準及び運用の解説】10-1 吸込水槽の水理設計 

「・角落し又は水門設備 … 吸込水槽内の清掃」 
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19 

基準書（案）

P47(28 行

目) 

 

【基準及び運用の解説】において「・迷
入防止装置・・・・魚類等生物の迷入防止」
について、説明を具体的にしたほうが良い
ので、「・迷入防止装置・・・・魚類等生
物の迷入や外来種水生物の拡散等の防止」
にした方が良いのではないか。 

ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正する。 
「迷入防止装置・・・魚類等生物の迷入や有害な外来種

水生生物の拡散等の防止」 

【指摘箇所の抜粋（修正前）】 

【基準及び運用の解説】10-1 吸込水槽の水理設計 

「・溜ます ……吸込水槽内清掃時の水替え用 

・迷入防止装置 … 魚類等生物の迷入防止」 

20 

基準書（案）

P47（26 行

目） 

 

【基準及び運用の解説】において「沈砂

池・・・土砂の多いところでの主ポンプの

保護」について、「沈砂池・・・土砂の多

いところでの土砂吸込防止」にした方が良

いのではないか。 

ご指摘のとおり、修正する。 

「沈砂池・・・土砂の多いところでの土砂吸込防止」 

【指摘箇所の抜粋（修正前）】 

【基準及び運用の解説】10-1 吸込水槽の水理設計 

「・沈砂池 …… 土砂の多いところでの主ポンプ保

護」 

21 

基準書（案）

P52(16 行

目) 

 

【基準の運用】において「景観及び生態

系を含む周辺環境との調和等」について、

何にも明示していないが、運用で規定して

いるのであれば解説で補足した方が良い

のではないか。 

個々の現場で考慮すべき統一的な概念として規定し

ているものであるが、事例について技術書に記載するも

のとする。 

 

 

【指摘箇所の抜粋】 

【基準の運用】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、景観及び生態系を含

む周辺環境との調和等を考慮して決定する。」 

22 

基準書（案）

 

洪水時用排水ポンプは非洪水期にほと
んど動かないので、管理運転が容易に出来
る方法の記載をしてはどうか。例えば、操
作盤への管理運転モードを付ける等。 

「13 管理設備の設計」の運用及び解説(P56,57)にお
いて「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。」と明記してあるが、さらに技術書においても
事例等を記載する。 

 

 


