
資料２－１

土地改良施設管理基準－用水機場編－の改定について

農村振興局

平 成 ３ ０ 年 ２ 月 ２ ２ 日



用水機場

１．用水機場の概要について

○ 用水機場は、ポンプ設備、吸込水槽、吐出し水槽、建屋、附帯設備等を総称したもの。

○ これまでに、国営土地改良事業により造成された用水機場は、約790箇所におよび、農業用水の安定供給に寄与している。

○ 用水機場の管理主体は、市町村、土地改良区等が約９割を占める。

○ 土地改良施設管理基準は、用水機場のほか、ダム、頭首工、排水機場について制定。

ポンプ設備 送水路 ほ場（水田）への配水状況

ほ場（畑）への配水状況

用水機場の概要

用水機場の管理主体（H28時点） 管理基準の制・改定の経緯

出典：農林水産省調べ

3機場（0.4%）
49機場（6.2%）

132機場

（16.6%）

608機場

（76.8%）

国

都道府県

市町村

土地改良区等

工種 制定 改定

ダム編 H5.6 H16.3

頭首工編 H9.11 H24.8

排水機場編 H8.3 H20.9

用水機場編 H12.7 －
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２．土地改良施設管理基準－用水機場編－の構成

○ 用水機場編は、基準書及び技術書で構成している。以下に基準書の構成を示す。

基準 基準の運用・解説

１ 基準の位置付け １．１ 運用の位置付け

１．２ 基準の適用範囲

２ 管理の基本 ２．１ 管理の基本

３ 管理の組織及び体制 ３．１ 管理組織

３．２ 管理体制の整備・確立

４ 気象・水象の観測、解析 ４．１ 観測施設の設置及び観測

４．２ 河川流況等の把握

５ 利水管理 ５．１ 取水管理

５．２ 配水管理

５．３ 渇水時の管理

６ 運転管理 ６．１ 操作規程等

６．２ 異常時の措置

７ 構造物の管理 ７．１ 構造物の巡視・点検、整備

７．２ 構造物の補修・保全

７．３ 騒音振動対策等

７．４ 安全管理

基準 基準の運用・解説

８ 設備機器の管理 ８．１ 設備機器の点検、整備

８．２ 完成図書等の整備

８．３ データの整理と活用

８．４ ポンプ設備

８．５ 付帯設備

８．６ 運転管理設備

８．７ パイプライン設備機器

８．８ 定期整備

９ 土地改良財産の管理
９．１ 土地改良財産の管理受託

のための準備

９．２ 管理委託協定

９．３ 管理費予算の作成

９．４ 財産の他目的使用

９．５ 財産の共有持分付与

９．６ 財産の改築、追加工事等

９．７ 管理台帳の具備
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◆管理基準－用水機場編－をめぐる主な背景

【社会的情勢の変化】
・Ｈ１３年 「土地改良法」の改正

環境との調和への配慮
・H１７年 「食料・農業・農村基本計画」の策定

担い手への農地の利用集積の促進
農業水利施設の長寿命化

・Ｈ２０年 「土地改良長期計画」の策定
ストックマネジメントによる安定的な
用水供給機能等の確保

・Ｈ２２年 「食料・農業・農村基本計画」の策定
・Ｈ２３年 「東日本大震災」の発生

大規模地震災害
省エネルギー化対策の推進

・Ｈ２４年 「土地改良長期計画」の策定
地域の中心となる経営体への農地集積
農業水利施設の戦略的な保全管理
機能診断結果等の情報の蓄積

・Ｈ２５年 「国土強靱化基本法」の制定
業務継続計画の整備の必要性

・Ｈ２５年 「インフラ長寿命化基本計画」の策定
・Ｈ２７年 「食料・農業・農村基本計画」の策定
・Ｈ２７年 「気候変動の影響への適応計画」の決定
・Ｈ２８年 「地球温暖化対策計画」の策定

パリ協定への対応
・Ｈ２８年 「土地改良長期計画」の策定
・Ｈ２９年 「土地改良法」の改正
・H２９年 「官民データ活用推進基本計画」

気象情報の利活用の促進

３．土地改良施設管理基準－用水機場編－の改定の背景

○ 用水機場編は、平成12年に制定されて以降、これまで約17年が経過し、その間の社会的情勢の変化や用水機場の管理に関

する技術的進展等が見られることから、これらを管理基準に的確に反映させる必要。

① 施設の長寿命化を図る保全管理

② 農業水利ストック情報データベースシステムの活用

③ 業務継続計画（Business Continuity Plan： BCP） の整備

④ 水需要の変化等に対応した管理体制

⑤ 省エネルギーに資する運用管理

⑥ 情報機器を活用した効率的な情報収集

⑦ 環境との調和への配慮

◆検討項目

【技術的進展等】
・Ｈ１６年 「土地改良施設管理基準－ダム編－」の改定
・Ｈ１８年 「土地改良事業計画設計基準・設計「ポンプ場」」の改定
・Ｈ１９年 「農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）」の制定
・Ｈ２０年 「土地改良施設管理基準－排水機場編－」の改定
・Ｈ２４年 「土地改良施設管理基準－頭首工編－」の改定
・Ｈ２５年 「農業水利施設の機能保全の手引き「ポンプ場（ポンプ設備）」」

の制定
・Ｈ２７年 「農業水利施設の機能保全の手引き（総論編）」の改定
・関係法令等の改正及び技術的進展
（「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正（Ｈ１２年） 他）
（気象・水象状況情報の公開（「川の防災情報」Ｈ１３年）他） 3



○ストックマネジメントのサイクル

４．改定の必要性（①施設の長寿命化を図る保全管理、
②農業水利ストック情報データベースシステムの活用）

○ 基幹的農業水利施設の相当数は、戦後から高度成長期にかけて整備されてきたことから、老朽化が進行しており、近年、標

準的な耐用年数を経過している基幹的農業水利施設は、再建設費ベースで約４兆円、全体の約２割。

○ 農業水利施設の突発事故の件数は増加傾向で、施設の経年的な劣化及び局部的な劣化が事故原因の大半。

○ 老朽化が進行する農業水利施設の機能を将来にわたって安定的に発揮させるため、施設の長寿命化とライフサイクルコスト

の低減を図る戦略的な保全管理に取り組む必要。

○ また、戦略的な保全管理を効果的に行うため、日常管理における点検等や維持管理、補修等履歴のデータを蓄積することが

重要。

○耐用年数を迎える基幹的農業水利施設数（H26.3） ○突発事故の発生状況（H27.3）

基幹的農業水利施設の老朽化状況（H26）

○突発事故の発生事例

出典：農林水産省調べ

注）基幹的農業水利施設
（受益面積100ha以上の農業水利施設）
の資産価値（再建設費ベース）

電動機の燃焼

出典：農林水産省調べ

全体
18.0兆円※

既に標準耐用年数
を超過した施設
4.0兆円（全体の22％）
国 営：0.9兆円
県営等：3.1兆円

さらに今後10年のうちに
標準耐用年数を超過
する施設を加えると
6.6兆円（全体の37％）
国 営：0.9兆円＋0.9兆円
県営等：3.1兆円＋1.7兆円

※1 日常管理の一環として継続的に行
う施設監視（結果は機能診断・機能
保全計画策定等に活用）

※2 機能保全計画の精度を高め、適期
に対策工事を実施するために継続
的に行う施設監視

対策の必要がある場合
当面対策の必要がない場合
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４．改定の必要性（③業務継続計画（Business Continuity Plan：BCP）の整備）

○豪雨の増加

出典：気象庁より
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南海トラフ地震の被害想定範囲内

※南海トラフ地震の被害想定範囲には、全国の基幹的農業水利施設
の約３割が存在

出典：「農業基盤情報基礎調査」農林水産省調べ

○ 東日本大震災により、土地改良施設においても甚大な被害が生じ、復旧に多大な年月を要している。

○ 国土強靱化の観点から、大規模災害により地域の産業、社会、生活、財産へ甚大な影響を及ぼすおそれがあるため、業務

継続に必要な措置を講じることが求められる。

○地震リスクの高まり

出典：「全国地震動予測地図 手引・解説編
2017年版（H29.4 地震調査研究推進
本部 地震調査委員会）」より

＜注：図は2017年版・平均ケース・全地震の例＞

○南海トラフ地震の被害想定範囲内における
基幹的農業水利施設の割合
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○電気料金の推移

４．改定の必要性（ ④水需要の変化等に対応した管理体制、⑤省エネルギーに資する運用管理）

○土地改良区の維持管理費の内訳

※電灯料金：家庭向け電気料金
電力料金：事業向け電気料金

出典：経済産業省より

※単価は、基本料金（燃料調整額、
再エネ発電賦課金を除く夏季料金）

※値上げ期間は、H25.5～H28.10に行
われた合計値（H29.4時点）

出典：農林水産省調べ

※平成23年度は悉皆調査、平成25年度は抽出調査
出典：農林水産省調べ

○ 農業構造の変化に伴う水需要の変化等に対応した管理体制が求められる。

○ 東日本大震災後の電気料金の高騰から、より一層の省エネルギー化対策を推進することが課題。

○ 用水機場の多くは電力を動力源としており、省エネルギー化対策は維持管理費節減の観点からも重要。

農事用電力料金単価（10社平均単価）
（円／kWh）

区分 値上げ前 値上げ後 値上げ率
低圧受電 9.13 11.83 30%
高圧受電 8.71 11.36 30%

○水需要の変化の例

種 別
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下
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干
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中干し

大規模経営体の多品種栽培とかんがい期のイメージ

○農地面積に占める担い手の利用面積

出典：「農業経営構造の変化」農林水産省

※「担い手の利用面積」とは、

認定農業者（特定農業法人

含む）、市町村基本構想の
水準到達者、特定農業団

体（平成15年度から）、集落

営農を一括管理・運営して

いる集落営農（平成17年度

から）が、所有権、利用権、

作業受託（基幹３作業）によ

り経営する面積

※日本再興戦略2016におい
て、平成35年度までに農地

の８割を担い手に集積する

ことを目標に設定
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（43）
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なし
49%

1人
23%

2～5人
22% 6～10人

3%
11人以上

3%

平成25年度 専任職員設置割合

４．改定の必要性（⑥情報機器を活用した効率的な情報収集、⑦環境との調和への配慮）

資料：農村振興局調べ

○土地改良区の専任職員の設置状況

区分 H５年度 H９年度 H13年度 H17年度 H21年度 H25年度

専任職
員数

9,290 8,766 8,186 7,379 7,057 6,763

（人）

○技術的進展（気象情報の収集）

※ 他機関が公表している情報の例（気象庁ＨＰ）

○混住化の推移（地域類型別）

吐出し水槽に景観配慮
色のフェンスを施工。
「伊那西部地区」

用水機場周辺に植栽
（花壇）を施工

ゆうふつ

「勇払東部（一期）地区」

出典：「世界農林業センサス」農林水産省

○用水機場における環境との調和への配慮事例等

用水機場周辺の都市化
（松浦川揚水機場）
「上場地区」

※農家とは、経営耕地面積
が10アール以上の農業を
行う世帯又は過去１年間
における農業生産物の総
販売額が15万円以上の規
模の農業を行う世帯
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○ 土地改良区の専任職員数は、ここ20年間程度で約３割減少。

○ 現状の限られた人員による管理体制において、効率的かつ適切な用水機場の管理を行うために、用水機場地点等の気象・

水象に係る所要項目について、情報機器を活用し、技術的進展により他機関で公表している情報等を収集・整理して計画的な

利水管理、運転管理等に資することが必要。

○ 環境に対する国民的関心の高まりや土地改良法の改正を踏まえ、環境との調和への配慮を明確に位置付ける必要。



現行 改定（案）
改定理由基準 基準「審議対象」

基準の運用・解説 基準の運用・解説

1 基準の位置付け 1 基準の位置付け

1.1 運用の位置付け 1.1 基準の運用の位置付け

1.2 基準の適用範囲 1.2 基準の適用範囲

2 管理の基本 2 管理の基本 ①施設の長寿命化を図る保全管理

2.1 管理の基本 2.1 管理の基本 ②農業水利ストック情報データベース
システムの活用

⑦環境との調和への配慮

3 管理の組織及び体制 3 管理の組織及び体制

3.1 管理組織 3.1 管理組織

3.2 管理体制の整備・確立 3.2 管理体制の整備・確立

4 気象・水象の観測、解析 4 気象・水象の観測及び情報収集 ⑥情報機器を活用した効率的な情報収集

4.1 気象・水象の観測及び情報収集

4.1 観測施設の設置及び観測 4.2 観測施設の設置及び管理

4.2 河川流況等の把握 4.3 河川流況等の把握

5 利水管理 5 利水管理 ④水需要の変化等に対応した管理体制

5.1 利水管理の一般事項 ⑤省エネルギーに資する運用管理

5.1 取水管理 5.2 取水管理

5.2 配水管理 5.3 配水管理

5.3 渇水時の管理 5.4 渇水時の管理

5.5 省エネルギーの推進

6 運転管理 6 運転管理 ③業務継続計画（Business Continuity
Plan：BCP）の整備6.1 操作規程等 6.1 操作規程等

6.2 異常時の措置 6.2 異常時の措置

6.3 業務継続計画（Business Continuity
Plan：BCP）の整備

５．土地改良施設管理基準－用水機場編－の構成の改定（案）（１／２）
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現行 改定（案）
改定理由基準 基準「審議対象」

基準の運用・解説 基準の運用・解説

7 構造物の管理 7 構造物の保全管理 ①施設の長寿命化を図る保全管理

7.1 構造物の巡視・点検、整備 7.1 構造物の点検及び整備 ②農業水利ストック情報データベース
システムの活用7.2 臨時の点検

7.3 応急措置 ⑦環境との調和への配慮

7.4 構造物の管理記録の整理、活用

7.5 構造物の長寿命化を図る保全管理

7.2 構造物の補修・保全 7.6 用水機場周辺の整備及び環境保全

7.3 騒音振動対策等

7.4 安全管理 7.7 人身に対する安全管理

8 設備機器の管理 8 設備の保全管理 ①施設の長寿命化を図る保全管理
8.1 設備機器の点検、整備 8.1 設備の点検及び整備 ②農業水利ストック情報データベース

システムの活用8.2 完成図書等の整備 8.2 完成図書等の整理・保管

8.3 データの整理と活用 8.3 設備の管理記録の整理、活用

8.4 ポンプ設備 8.4 ポンプ設備

8.5 付帯設備 8.5 附帯設備

8.6 運転管理設備

8.7 パイプライン設備機器 8.6 パイプライン設備

8.8 定期整備

8.7 設備の長寿命化を図る保全管理

9 土地改良財産の管理 9 土地改良財産の管理

9.1 土地改良財産の管理受託のための準備 9.1 管理受託のための準備

9.2 管理委託協定 9.2 管理委託協定の締結
9.3 管理費予算の作成 9.3 管理費予算の作成

9.4 財産の他目的使用 9.4 財産の他目的使用等

9.5 財産の共有持分付与 9.5 財産の共有持分付与

9.6 財産の改築、追加工事等 9.6 財産の改築、追加工事等

9.7 他の法令による管理との関係

9.7 管理台帳の具備 9.8 管理台帳の備付け

５．土地改良施設管理基準－用水機場編－の構成の改定（案） （２／２）

9
※上記のほか、技術的進展等（他基準との整合）による修正



６．検討項目（①施設の長寿命化を図る保全管理）

○ 農業水利ストックが増大するとともに、施設の老朽化が進行する中で、施設の機能を維持し、長寿命化を図る保全管理を進めることを記

載。

◆基 準（案）「審議対象」

2 管理の基本（資料２－３のＰ．１）
（略）施設の長寿命化を図る保全管理を行い、かつ、安全性を確保することを基本とする。（略）

7 構造物の保全管理（資料２－３のＰ．３）
用水機場の正常な機能を維持するため、構造物の点検を行うとともに、国が策定する機能保全計画等を参考として、長寿命化を図る計画的な整備を実

施するものとする。
8 設備の保全管理（資料２－３のＰ．３）

用水機場の正常な機能を維持するため、設備の点検を行うとともに、国が策定する機能保全計画等を参考として、長寿命化を図る計画的な整備を実施
し、設備全体の高い信頼度の保持に努めなければならない。

◇基準の運用（案）

8.7 設備の長寿命化を図る保全管理（資料２－４のＰ．３７）
用水機場の正常な機能を維持しつつ、効率的な運用を図るため、設備の点検や、国が策定する機能保全計画等を参考とした整備を実施し、設備の長寿

命化を図る保全管理を行うことにより、機能を長期にわたって維持するとともに、ライフサイクルコストの低減に努めるものとする。
≪その他の該当ヶ所≫
2.1 管理の基本、7.1 構造物の点検及び整備、7.5 構造物の長寿命化を図る保全管理、8.1 設備の点検及び整備

《主な改定内容》

◇基準及び運用の解説（案）

8.7 設備の長寿命化を図る保全管理（資料２－４のＰ．３８）
用水機場の正常な機能を維持しつつ、効率的な運用を図るため、設備の点検及び整備を実施し、設備の長寿命化を図る保全管理に努めるものとする。
整備の実施に当たっては、機器の種類、使用状況、重要度や故障頻度、国が策定する機能保全計画等を参考に、点検整備費、更新費、更新時期、構造

物の整備等を考慮して総合的に検討することにより、長期にわたり機能を維持するとともに、維持管理費や将来の更新費を減らし、ライフサイクルコス
トの低減に努めるものとする。

≪その他の該当ヶ所≫
2.1 管理の基本、7.1 構造物の点検及び整備、7.5 構造物の長寿命化を図る保全管理、8.1 設備の点検及び整備

2.5 長寿命化を図る保全管理（資料２－５のＰ．１）
設備の保全方式については、予防保全である時間計画保全と機能診断に基づき保全対策の時期や方法を決定する状態監視保全を設備・機器の特性、信

頼性に応じて適切に併用していくことが望ましい。

◇技術書（案）より抜粋
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６．検討項目（②農業水利ストック情報データベースシステムの活用）

○ 施設の保全管理を適正に行い、施設の長寿命化やライフサイクルコストの低減を図るため、施設管理者が農業水利ストック情報データベ

ースシステム（以下「ストックDB」という。）にデータを提供することや蓄積情報の利活用の方法を記載。

2 管理の基本（資料２－３のＰ．１）
（略）施設の長寿命化を図る保全管理を行い、かつ、安全性を確保する
ことを基本とする。（略）

7 構造物の保全管理（資料２－３のＰ．３）
用水機場の正常な機能を維持するため、構造物の点検を行うとともに、

国が策定する機能保全計画等を参考として、長寿命化を図る計画的な整
備を実施するものとする。

8 設備の保全管理（資料２－３のＰ．３）
用水機場の正常な機能を維持するため、設備の点検を行うとともに、

国が策定する機能保全計画等を参考として、長寿命化を図る計画的な整
備を実施し、設備全体の高い信頼度の保持に努めなければならない。

8.3 設備の管理記録の整理、活用（資料２－４のＰ．３３）
設備の観測・計測データ、点検・調査の結果、補修の経過等の管理記

録について整理・保管し、その活用を図るものとする。
≪その他の該当ヶ所≫
2.1 管理の基本、7.4 構造物の管理記録の整理、活用

8.3 設備の管理記録の整理、活用（資料２－４のＰ．３４）
設備の点検、整備等に関する管理記録は、容易に検索でき、かつ、関

連する記録と対比できるように整理・保管し、日常管理及び整備、異常
時の措置等に活用するものとする。

経年的に変化するデータは計測値のグラフ化等の処理により、傾向の
把握が容易となり、予防保全のデータとしても活用できる。

また、施設管理者は、ストックDBへ管理記録情報を提供するとともに、
補修等の経緯の把握・蓄積のためにこれを活用し、農業水利施設の適正
な機能保全とライフサイクルコストの低減に向けた取組に努めるものと
する。

≪その他の該当ヶ所≫
2.1 管理の基本、7.4 構造物の管理記録の整理、活用
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◆基 準（案）「審議対象」

◇基準の運用（案）

《主な改定内容》

◇基準及び運用の解説（案）

2.5 長寿命化を図る保全管理（資料２－５のＰ．２）
【参考】(2) 農業水利ストック情報データベースシステムの構築と活用

国は、これら既存施設の長寿命化を図りつつ、ライフサイクルコストを低減する施策（ス
トックマネジメント）を進めるため、機能保全計画等を策定する際に既存施設の諸元や補修等
履歴の情報把握が必要となることから、農業水利施設情報の一元的な管理を目的としてストッ
クDBを構築し、情報の把握に活用している。

このため、施設管理者においては、ストックDBに日常管理や補修等の管理記録情報を提供す
ることが求められる。

一方、施設管理者は、災害・事故発生時における迅速な施設諸元の入手や、これまでの補修
等の経緯の把握・蓄積に活用できる。

◇技術書（案）より抜粋

図-2.参4 ストックDBの出力・利用例



6.4.1 業務継続計画の特徴（資料２－５のＰ．１２～１５）
(1) 業務に著しいダメージを与えかねない重大災害を想定して計画を策定する。
(2) 被災を前提として災害発生後に活用できる資源（ヒト、モノ、カネ、情報、ライフライン等）

に制限があると認識し、継続すべき優先業務を絞り込み対応手順を計画する。
(3) 各重要業務の担当ごとに、どのような被害が生じるとその優先業務の継続が危うくなるのか抽

出して検討する。
(4) 優先業務の継続に不可欠で、再調達や復旧に時間や手間がかかり、復旧の制限となりかねない

重要な要素を洗い出し、重点的に対処する。
(5) 重要業務の目標復旧時間を設定し、その調達に向けて事前準備する。
(6) 指揮命令系統の維持、情報の発信・共有、災害時の判断の重要性等、危機管理や緊急時対応の要素を含む。
(7) 訓練等の取組を通して対応力の向上を図るため、定期的に業務継続計画の内容の見直しを行う。

上記のほか、「業務継続計画の位置付け」「業務継続計画の対象施設」「業務継続計画の策定に係る関係団体」「資機材の準備」「業務継続
計画の見直し」を記載。

６．検討項目（③業務継続計画（Business Continuity Plan：BCP）の整備）

○ 国土強靱化の観点から、大規模災害により地域の産業、社会、生活、財産へ甚大な影響を及ぼすおそれのある国営土地改良施設について、

業務継続計画を策定し被災時における早期の応急復旧や被害軽減措置、早期の業務再開を促す内容を記載。

6 運転管理（資料２－３のＰ．２）
用水機場の運転管理に当たっては、河川法等を遵守するとともに、必要な水量を安全かつ円滑に供給するため、常に運転状況を把握しながら細心の注

意をもって操作運転に当たらなければならない。
また、災害時の迅速な対応に努めるものとする。

6.3 業務継続計画（Business Continuity Plan：BCP）の整備（資料２－４のＰ．２５）
施設管理者は、豪雨や大規模地震等により土地改良施設が被災し、人員や情報等に制約のある状況下において、土地改良施設機能の継続及び早期回復

を図る業務継続計画について、必要に応じてその整備に努めるものとする。
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◆基 準（案）「審議対象」
《主な改定内容》

6.3 業務継続計画（Business Continuity Plan：BCP）の整備（資料２－４のＰ．２６）
（略）業務継続計画は、大規模災害が生じ、活用できる資源（ヒト、モノ、情報、ライフライン等）が制限された状況において、施設に関する被害の拡
大を防ぎ、施設の機能回復のために優先すべき業務を特定し、業務継続に必要な措置を講ずることで適切な業務執行を行うことを目的としている。

施設管理者は、必要に応じてその整備に努めるものとする。

◇基準の運用（案）

◇基準及び運用の解説（案）

図-6.1 業務継続計画の適用範囲のイメージ

◇技術書（案）より抜粋
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６．検討項目（④水需要の変化等に対応した管理体制）（１／２）

5.1 利水管理の一般事項（資料２－４のＰ．１７）
用水機場の利水管理に当たっては、河川法第90条に基づき定められた水利使用規則等を遵守するとともに、受益地の営農計画を基本として、農業用水

に内在する地域用水機能も勘案しつつ、年間取水計画を作成するものとする。
5.3 配水管理（資料２－４のＰ．１７）

配水管理に当たっては、農業用水を有効に利用するために、配水系施設の特性と気象・水象の状況を把握した上で、営農状況等を考慮して、必要な水
量の安定的供給を図るものとする。

≪その他の該当ヶ所≫
5.2 取水管理

○ 農業構造の変化に伴う水需要の変化等に対応した管理体制の必要性について記載。

5 利水管理（資料２－３のＰ．２）
用水機場の利水管理に当たっては、河川法（昭和39年法律第167号）等を遵守するとともに、営農状況等から受益地の必要水量を的確に把握し、水源

状況を勘案しつつ、農業用水を安定的に供給するため、取水管理、配水管理及び渇水時の管理を適正に行うものとする。（略）

5.1 利水管理の一般事項（資料２－４のＰ．１８）
用水機場の利水管理に当たっては、河川法第90条に基づき定められた水利使用規則等を遵守するとともに、作物の種類、作付面積、作付時期等に基づ

く受益地の営農計画を基本として、農業用水に内在する防火用水、消流雪用水等の地域用水機能の発揮についても勘案しつつ、年間取水計画を作成する
ものとする。
年間取水計画は、農業改良普及センター、市町村、農業協同組合等から情報収集しながら、過去の取水実績を踏まえて作成する。また、受益者の代表

及び施設管理者で構成される組織（以下「水利協議会」という。）等により、水源状況や水利用状況の変化に応じた年間取水計画を検討することも必要
である。
なお、農業構造の変化等により、水利権の内容と営農計画等に基づく必要水量が恒常的に異なる場合は、河川管理者と協議して水利権を変更する必要

があるため、日頃から受益地の営農状況や用水需要の変化等を調査し、必要水量を的確に把握しておく必要がある。また、その必要水量等の情報を、随
時施設造成者に提供し、必要に応じて調整するものとする。

5.3 配水管理（資料２－４のＰ．１８）
配水管理では、農業用水の有効利用と運転経費の節減を念頭においた安定的な用水の供給が目標である。その際、取水に関しては水利権が関与するの

で、配水量は取水可能量を基本にして、需要主導・供給主導、パイプライン・開水路等の配水機構及び配水組織並びに気象・水象の状況を把握した上で、
営農状況等を考慮して必要水量を決定し、合理的な取水、揚水及び配水管理を行うことが必要である。

≪その他の該当ヶ所≫
5.2 取水管理 13

◆基 準（案）「審議対象」

◇基準の運用（案）

《主な改定内容》

◇基準及び運用の解説（案）



６．検討項目（④水需要の変化等に対応した管理体制）（２／２）

5.2.2 営農形態の変化に伴う水需要量の変化に対応した管理（資料２－５のＰ．６～８）
営農形態の変化によっては、取水量及び取水期間の見直しを行う必要がある。このため、過去の取水実績や水源状況を加味し、少なくとも旬別に取水

量を把握する必要がある。また、ダム等の管理者と連携を密にし、取水に必要な流量を確保できるよう努めることが重要である。
国営土地改良事業完了後の土地利用・営農形態が変化しても水路の通水断面及びポンプ規模・能力は建設当時と何ら変わらない。このため、必要分水

位の確保や用水需給に適応したポンプ能力、末端までの到達時間等、現況の水理・水利用機能を診断し、その変化に対応するための改善策が重要である。
【参考】施設管理者により取り組まれている営農形態の変化に伴う水需要の変化に対応した管理について、事例を以下に示す。
(1) アンケート調査をもとに転作面積等を把握して年間取水計画を作成（Ａ土地改良区）

かんがい開始前に各水利組合・集落から用水ブロックごとの転作状況の聞き取りや通水開始希望日のアンケート調査を行い、年間取水計画、用水ブ
ロックごとの通水時期や用水量等の配水計画を決定する（図-5.参1参照）。

(2) 営農サイドと水利サイドとの連携及び地理情報システム（GIS）を導入した土地利用状況等の管理（Ｂ土地改良区）
農地の利用集積等の農業構造の変化が進み、土地所有者と耕作者との分離が進行する中で、毎年度の耕作者や土地利用状況の情報について、各集落に

存在する農事改良組合を通じて聞き取り調査を実施し把握している。次年度の年間送水計画の策定に当たっては、聞き取り結果をもとに農業協同組合と
打合せを行い、営農サイドと水利サイドとの連携を図った内容としている。

また、聞き取った情報について、地理情報システム（GIS）を活用した見える化により日常の水利用状況の管理等に利用している。
(3) 営農サイドによる合理的な水管理の検討（Ｃ土地改良区）

ある用水ブロックの大宗を占める大規模経営体が、施設の管理組織である水利委員となり、配水操作管理を行うことによって、合理的な水管理を実施
しつつ、不足する水利委員の確保を図る体制を検討している（図-5.参2参照）。

5.2.3 節水対策及び利水管理の工夫
【参考】施設管理者により取り組まれている節水対策及び利水管理の工夫について、事例を以下に示す。
(2) メール配信サービスを活用した送水情報の提供（Ｄ土地改良区）

あらかじめメール配信サービスの登録をした組合員に対し、取水が集中した場合に取水を控えることや、ポンプ施設の故障等に伴う送水停止の連絡を
メール配信している。

水源情報の見える化により、営農者の作業計画への利用や節水意識の向上、土地改良区への問い合わせ件数の減少等が期待できる。

図-5.参2 大規模経営体が水利委員を担う体制のイメージ
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《主な改定内容》

◇技術書（案）より抜粋

図-5.参1 各水利組合・集落へのアンケート調査を実施し、当該年度の配水計画を策定している事例

1～2月 各集落で会合を実施（農業全般に関する事項）

2月上旬 各水利組合・集落を対象に当該年度の配水に係るアンケート調査を実施

2月中旬 用水調整委員会の開催：アンケート結果に基づき年間取水計画を決定

3月 用水ブロック委員会の開催：17用水ブロックの配水計画を決定

4月 通水開始

土地改良区
（事務局）

水利委員
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農
家
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６．検討項目（⑤省エネルギーに資する運用管理）

○ ポンプの運転等における省エネルギー化、及びこれに伴う維持管理費節減の観点から、利水管理に所要事項を記載。

5 利水管理（資料２－３のＰ．２）
（略）また、利水管理に当たっては、省エネルギーの取組を推進するものとする。

5.5 省エネルギーの推進（資料２－４のＰ．２１）
利水管理に当たっては、エネルギーの需給構造の変化等を踏まえ、省エネルギーの推進を図ることが重要である。
また、取水管理及び配水管理における節水対策等の省エネルギーの取組を行うことにより、維持管理費の低減に努めるものとする。

5.5 省エネルギーの推進（資料２－４のＰ．２２）
（略）特に、担い手への農地集積・集約化、畑地かんがい施設の整備の推進、農村の混住化の進行といった農業構造及び社会情勢の変化に伴い、周辺環
境や水利用形態が変化していることから、現時点において最もエネルギー効率がよい運転管理を行っていくことが重要である。

5.5.2 省エネルギー対策の取組（資料２－５のＰ．１０～１１）
(3) 電力量料金の節減
2) 吸込水位又は吐出し水位の見直し

制御システムにおいて、吸込水位又は吐出し水位の設定を変更できる場合は、
水利用に支障がない範囲で、吸込水位を高くしたり、吐出し水位を下げて運用す
ることを検討する。図-5.5は、吐出し水位の見直しイメージを示す。

4) バルブ損失の低減
ポンプの圧力がかかる管路上にあるバルブを絞っていないか確認を行い、なる

べく全開に近い状態で運転するとともに、複数の吐出し先に送水している場合は、
個別に送水して損失を減らすことを検討する（図-5.6参照）.

5) 無効送水の削減
パイプライン、水路等の漏水対策や、パイプラインから開水路に移行する部分等で、水があふれているような箇所の溢水防止等により、送水の総量

を減らす取組を行う。
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◆基 準（案）「審議対象」

◇基準の運用（案）

《主な改定内容》

◇基準及び運用の解説（案）

◇技術書（案）より抜粋

図-5.5 吐出し水位の見直し（イメージ） 図-5.6 バルブ損失の低減（イメージ）

事業計画上必要な水位
運用上必要な水位吐出し水位の設定

を下げることで、

揚程が小さくなる

用水機場

調整池・吐出し水槽
WL

P

WL

吐出し水槽A

吐出し水槽B

全開

吸込水槽

全開

全閉



６．検討項目（⑥情報機器を活用した効率的な情報収集）

4.1.3 その他必要な情報の収集（資料２－５のＰ．４～５）
(1) 気象情報の収集

気象情報は主に気象庁において発表されている
ことから、現在の気象情報及び今後の気象変化を
把握し、用水機場の利水管理及び運転管理の基礎
資料として活用するものとする（表-4.5参照）。

(2) 河川情報の収集
主要河川の状況を逐次更新した情報が、水情報

国土データ管理センターにおいて公開されており、
活用することができる（表4-7参照）。また、都道
府県又は市町村のホームページにおいても河川情
報を収集することができる。
上記のほか、他機関からの情報収集として「防災

情報の収集」「電力会社情報の収集」を記載。

○ 用水機場地点の気象・水象に係る所要項目について、効率的に情報収集し、利水管理及び運転管理に活用することを記載。

4 気象・水象の観測及び情報収集（資料２－３のＰ．２）
用水機場の管理を適正に行うため、当該用水機場地点及び近傍の気象・水象について所要項目の観測並びに他機関から情報収集を行い、利水管理及び

運転管理に活用するものとする。

4.1 気象・水象の観測及び情報収集（資料２－４のＰ．１４）
用水機場の管理上必要な取水可能量や必要水量の把握・予測のため、当該用水機場地点及びその近傍において、気象・水象の観測並びに他機関から情

報を収集することが必要である。
用水機場の適正な管理には、気象庁情報等、他機関の観測データや予測情報が有用であることから、積極的に入手するものとする。また、上流にダム

等がある場合は、そこで観測・公表されている降水量、流入量、放流量、貯水量等の時々刻々のデータについても入手するものとする。（略）

情報提供アドレス 提供内容

・水情報国土データ管理センター

https://www5.river.go.jp/

※携帯電話から下記のアドレスで

携帯版の川の防災情報にアクセス

することができる。

http://i.river.go.jp/

川の防災情報

・水位・雨量

・カメラ

・レーダ雨量

・ダム

・水質・海岸・雪

・河川の予警報

平常時からの防災情報

・浸水想定区域図

・ハザードマップ 等

主な気象情報 用 途

天気予報、天気図（実況・予

想）、台風情報等

気象概況の把握、

台風進路の把握

気象情報、気象警報・注意報、

解析雨量・降水短時間予測、台

風情報等

洪水警戒体制等の設置、

解除の判断

解析雨量・降水短時間予測、

レーダー・ナウキャスト（降

水・雷・竜巻）等

降水量予測情報の入手、

落雷・雷雨予測情報の入手

週間天気予報、季節予報等 長期気象予想

地震情報等 地震情報の入手

表-4.5 対象情報と用途
表-4.7 水情報国土データ管理センターの

ホームページアドレスと提供内容
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◆基 準（案）「審議対象」

◇基準の運用（案）

《主な改定内容》

◇基準及び運用の解説（案）

4.1 気象・水象の観測及び情報収集（資料２－４のＰ．１３）
用水機場の管理に当たっては、当該用水機場地点及び近傍の気象・水象について所要項目の観測並びに他機関から情報収集を行い、利水管理及び運転

管理に活用するものとする。

◇技術書（案）より抜粋



６．検討項目（⑦環境との調和への配慮）

7.7.3 用水機場周辺の良好な環境の維持 (1) 用水機場周辺の環境の維持（資料２－５のＰ．１６）
用水機場周辺の環境を良好に維持するためには、揚水機能を確保するだけでなく、生態系や景観にも配慮した管理方法を定め、周辺の清掃、破損箇所

及び管理用道路の整備、植栽、樹木のせん定、除草、案内板の内容変更等を適宜適切に行うことが必要である。
また、外来生物を発見した場合は、適正に処理をしないと周辺の生態系や生物多様性に悪影響を及ぼすおそれがあることから、日常管理において外来

生物の監視を行い、早期発見、駆除を行うことが望ましい。
堤防等の除草を実施する際は、構造物の破損、変位、沈下、土地の状況変化、漏水等の有無を確認するとともに、導水路等に見られる通水阻害物を除

去するものとする。このため、少なくとも出水期前及び出水期中に各1回程度の除草を行う必要がある。
なお、事前に河川管理者の許可等の必要性を確認し、適正に対応するものとする。

○ 環境に対する国民的関心の高まりや土地改良法の環境との調和への配慮にかかる規定を踏まえ、管理の基本や構造物の保全管理に必要と

なる事項を記載。

2 管理の基本（資料２－３のＰ．１）
用水機場の管理は、用水機場及び関連する送水系施設との組織的な機能を適正に発揮させるとともに、環境との調和に配慮しつつ、施設の長寿命化を

図る保全管理を行い、かつ、安全性を確保することを基本とする。（略）

2.1 管理の基本（資料２－４のＰ．７）
用水機場の管理の基本は、受益地へ農業用水を安定供給する機能を適正に発揮させるとともに、環境との調和に配慮しつつ、構造物及び設備の機能を

維持するため、長寿命化を図る保全管理を行い、かつ、安全性を確保することである。（略）
≪その他の該当ヶ所≫
7.1 構造物の点検及び整備、7.6 用水機場周辺の整備及び環境保全

2.1 管理の基本（資料２－４のＰ．８）
（略）また、環境に対する国民的関心の高まりや土地改良法の環境との調和への配慮にかかる規定を踏まえ、施設造成時のみならず補修等を行う際にお
いても、地域の田園環境整備マスタープランに基づいた対応を図ることが必要である。さらに、用水機場に集積するごみや混住化の進行に伴う騒音・振
動の対策等、周辺環境との調和に配慮することが必要であり、これらの取組に当たっては、地域住民等の協力を得ながら新たな管理体制を確立すること
も有効である。（略）

≪その他の該当ヶ所≫
7.1 構造物の点検及び整備、7.6 用水機場周辺の整備及び環境保全
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◆基 準（案）「審議対象」

◇基準の運用（案）

《主な改定内容》

◇基準及び運用の解説（案）

◇技術書（案）より抜粋



７．技術小委員会（第２回）における主な指摘事項と対応方針（案）（１／３）
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2.5 長寿命化を図る保全管理（資料２－５のＰ．２）
【参考】(2) 農業水利ストック情報データベースシステムの構築と活用

国営土地改良事業等により造成された基幹的な農業水利施設は、ダムや用排水機場といった点的施設が約7千箇所、水路が約5万㎞にも及び国土の
水循環系を構築し、食料供給基盤を形成しているところであるが、これら施設の多くは今後順次更新時期を迎えることとなる。

国は、これら既存施設の長寿命化を図りつつ、ライフサイクルコストを低減する施策（ストックマネジメント）を進めるため、機能保全計画等を
策定する際に既存施設の諸元や補修等履歴の情報把握が必要となることから、農業水利施設情報の一元的な管理を目的としてストックDBを構築し、
情報の把握に活用している。

このため、施設管理者においては、ストックDBに日常管理や補修等の管理記録情報を提供することが求められる。
一方、施設管理者は、災害・事故発生時における迅速な施設諸元の入手や、これまでの補修等の経緯の把握・蓄積に活用できる。

◇技術書（案）より抜粋

指摘事項 対応方針（案）
○ 施設管理者の人員が減少する中で、ストックDBへ情報を入力すること

はなかなか難しいと思われる。そのため、国が入力への支援をしていく
ことが必要ではないか。

○ これまで、施設管理者から情報の提供を受けて、ストックDBへ入力し
ている維持管理情報等については、国において引き続き支援していくこ
ととしている。
また、施設管理者に対しては、平成28・29年度にかけて、ストックDB

の操作性向上等を目的としたシステムの改修を行い、ストックDBへ入力
することが可能となる。このため、引き続き利活用を推進するための説
明会等を行うことを考えている。
（技術書2.5 長寿命化を図る保全管理、資料２－５のＰ．２）

１．ストックDBへの情報入力に係る支援

指摘事項 対応方針（案）
○ 蒸発量の計器による観測が現実的に行われているのか疑問がある。実

情を確認いただき記載の見直しを検討してはどうか。
○ 他の管理基準（頭首工編）を確認したところ蒸発量の観測に係る記載

がなく、用水機場の管理において観測の必要性は低いと思われることか
ら、地域の実情に応じて観測する項目より蒸発量を削除した。
なお、九州管内の用水機場において実態を調査したところ、計器によ

る蒸発量の観測実績はなかった。
（基準の運用の解説4.1 気象・水象の観測及び情報収集、資料２－４
のＰ．１５他）

２．蒸発量の観測



７．技術小委員会（第２回）における主な指摘事項と対応方針（案）（２／３）
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5.2.1(2) 取水における留意事項（資料２－５のＰ．６）
通年通水として裏作等のかんがい用水を取水するときも、夏季かんがいに準じて取水するが、夏季に比べてかんがい場所が分散している場合に

は、送水ロスが多いことを念頭において取水量を決める必要がある。
また、パイプライン区域では寒冷地を除き管内に水を充水しておくことが事故発生時の破損箇所の早期発見につながることから、水圧の調整、管

内ロスの補給としてある程度の取水量を見込むことが望ましい。
地域用水は、農業・農村の維持・発展に係る利水の総体である農業用水のうち、かんがい用水以外の用水を指すとされ、野菜・農機具の洗浄等の

生活用水や混住化地域での防火用水・親水用水、積雪地域での消流雪用水等がある。地域用水としての機能が発揮される度合いは地区の置かれた状
況によって異なることから、全ての地区において一律に勘案する必要があるものではない。

なお、パイプライン区域では、そうした機能が発揮される場面は少ないと考えられる。

◇技術書（案）より抜粋

指摘事項 対応方針（案）
○ 本基準は、大小様々な用水機場を対象としているため、網羅的に記載

されており、地域用水機能を勘案して、年間取水計画を作成するとして
いるが、勘案が必要となる場合の内容を補足できないか。

○ 基準書は、管理に当たって遵守すべき一般的な事項を規定しているた
め、全般的な内容となっている。
なお、地域用水については、地域に応じて状況が異なるため、技術書

において補足する内容を記載した。
（技術書5.2.1(2) 取水における留意事項、資料２－５のＰ．６）

３．基準書・技術書の取扱

5.5.2(3)4) バルブ損失の低減（資料２－５のＰ．１０）
ポンプの圧力がかかる管路上にあるバルブを絞っていないか確認を行い、

なるべく全開に近い状態で運転するとともに、複数の吐出し先に送水してい
る場合は、個別に送水して損失を減らすことを検討する（図-5.6参照）。

◇技術書（案）より抜粋

指摘事項 対応方針（案）
○ バルブ損失の低減を補足するポンチ絵を追加してはどうか。 ○ バルブ損失の低減について、ポンチ絵を記載した。

（技術書5.5.2(3)4) バルブ損失の低減、資料２－５のＰ．１０）

４．省エネルギー対策の取組（バルブ損失の低減）

図-5.6 バルブ損失の低減（イメージ）
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７．技術小委員会（第２回）における主な指摘事項と対応方針（案）（３／３）
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6.4 業務継続計画（Business Continuity Plan:BCP）の整備（資料２－５のＰ．１２）
豪雨や地震等の緊急事態の発生に備えて、災害発生の防止、災害発生時における連絡、応急措置を適切に行うことにより人身の保護と設備の被害

を最小限度にとどめるために、整備する防災計画に対して、業務継続計画は、大規模災害が生じ、活用できる資源（ヒト、モノ、情報、ライフライ
ン等）が制限された状況において、施設に関する被害の拡大を防ぎ、施設の機能回復のために優先すべき業務を特定し、業務継続に必要な措置を講
ずることで適切な業務執行を行うことを目的としている。

本項では、施設管理者が業務継続計画を策定するに当たってのポイントを記載している。詳細については、「土地改良施設管理者のための業務継
続計画（BCP）策定マニュアル（平成28年3月）」も参考に、必要に応じて整備に努めるものとする。

6.4.6 業務継続計画の見直し（資料２－５のＰ．１４）
業務継続計画の陳腐化等を防ぐため、集中豪雨や巨大地震の発生後において、業務継続計画の検証を行い、必要に応じて計画を見直すことが望ま

しい。
また、人事異動等による体制の変更、電話番号・メールアドレスの変更等があった場合には、適宜見直すこととする。
なお、業務継続計画の内容が更新された場合は、随時、関係者に周知するものとする。

◇技術書（案）より抜粋

指摘事項 対応方針（案）
○ BCP策定に係る支援として、策定事例を掲載するなど検討してはどう

か。

○ BCPの内容が固定化するのを避けるため、大規模災害が発生したとき
などの節目節目に見直すような仕組みがあれば良い。

○ 技術書に、農林水産省のHPに掲載している「土地改良施設管理者のた
めの業務継続計画（BCP）策定マニュアル」を参考にBCPを策定すること
を記載した。
さらに、BCPの策定を推進するため、各局１地区程度を先行して策定

し、それを基に各局において具体的な内容について説明会等を実施して
いる。
（技術書6.4 業務継続計画の整備、資料２－５のＰ．１２）

○ 大規模災害の発生等の機会を捉えて、BCPの見直しを行うことを記載
した。
（技術書6.4.6 業務継続計画の見直し、資料２－５のＰ．１４）

５．業務継続計画（BCP）の策定等



○ 用水機場編改定に係るスケジュール（案）

＜平成28年度＞
3月15日 農業農村振興整備部会（諮問）

（技術小委員会へ付託）

＜平成29年度＞
9月25日 技術小委員会（１回目審議）

11月28日 技術小委員会（２回目審議）

12月15日～26日 パブリックコメント （※管理基準の改定（案）に対する意見：０件）

2月22日 技術小委員会（３回目審議）

3月予定 農業農村振興整備部会（報告・答申予定）

＜平成30年度＞
審議結果（答申）を踏まえ、土地改良施設管理基準－用水機場編－を改定

８．今後のスケジュール（案）

○ 農業農村振興整備部会技術小委員会において審議の後、平成29年度内に同部会に報告し、審議・答申をいただく予定。

○ 審議結果（答申）を踏まえ、土地改良施設管理基準－用水機場編－を改定。
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