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１．「２ 管理の基本」における主な改定内容 
 
(１) 基準 
 「２ 管理の基本」（参考資料２－１ Ｐ３） 

  ○  頭首工の管理の基本事項として、頭首工の機能の適正な発揮、安全性・経済性の確保に加え、「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う」ことを記載した。 

 
(２) 基準の運用 

 「２．１ 管理の基本」（参考資料２－１ Ｐ３） 
  ○ 「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し、長寿命化を図る保全管理を行う」ことを記載した。 

 
(３) 基準及び運用の解説 

 「運用２．１に係る部分」（参考資料２－１ Ｐ４） 
  ○ 「環境に対する国民的関心の高まりや平成 13 年の土地改良法改正を踏まえ、施設造成時のみならず補修等の整備を行う際にも、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り、・・・、環境との調和にも配慮する必要がある」ことを記載した。 
  ○ 「施設の長寿命化を図り、施設の建設に要する経費から廃棄に要する経費までを合計したライフサイクルコストを低減するための効率的

な保全管理を行う必要がある」ことを記載した。 
 

（参考） 技術書 
 「２．１ 管理の基本」 

  ○ 「田園環境整備マスタープラン、多自然川づくり基本指針、河川管理施設等構造令などを踏まえつつ河川の景観、親水性、周辺に生息する水生動植物等の生態

系への配慮にも努め、頭首工に漂着するゴミへの対策や頭首工からの騒音・震動対策の対応並びに施設周辺の環境との調和に配慮することが必要であり、施設

の塗装色など景観に配慮した色彩を選択することも大切である」ことを記載した。 
 

 「２．５ 長寿命化を図る保全管理」   
  ○ 「構造物や設備の長寿命化のために国や道府県において機能診断を行い、機能保全計画等を作成している場合、施設管理者は機能保全計画等を参考に日常管理

や補修整備を行う必要がある」ことを記載した。 
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改定案 
現行（基準部分のみ） 参考資料 

基準 基準の運用 基準及び運用の解説 

2 管理の基本 

頭首工の管理は、頭首工の機能を適正

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、安全性・経済性を確保する

ことを基本とする。 
この場合、関係法令等を遵守しなけれ

ばならない。 
 

2.1 管理の基本 

頭首工の管理の基本は、頭首工が有す

る取水機能、流水に対する調節機能、堆

砂を掃砂させ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し、長

寿命化を図る保全管理を行い、安全性・

経済性を確保することである。 

頭首工の管理に当たっては、頭首工の

管理者（以下「管理者」という。）は、

土地改良法、河川法（昭和 39 年法律第

167号）等の関係法令を遵守しなければ

ならない。 

運用2.1に係る部分 

○環境に対する国民的関心の高まりや

平成13年の土地改良法改正を踏まえ、

施設造成時のみならず補修等の整備を

行う際にも、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り、頭

首工に集積するゴミ対策、魚介類等の

水生動植物の生息環境及び頭首工周辺

の景観等、環境との調和にも配慮する

必要がある。 

○また、頭首工の管理は、施設を適正

に管理するだけでなく、災害防止、環

境保全、経済性に配慮しつつ、施設の

長寿命化を図り、施設の建設に要する

経費から廃棄に要する経費までを合計

したライフサイクルコストを低減する

ための効率的な保全管理（点検、整備

等含む）を行う必要がある。 

 

1.3 管理の基本 

管理は、頭首工の機能を適正に発

現させるとともに、その機能を維持

保全し、かつ、安全性を確保するよ

う行うことを基本とする。 

 この場合、関係法令等を遵守しな

ければならない。 

 
P3、P4 
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２．「４ 気象・水象の観測及び観測データの活用」における主な改定内容 
 

(１) 基準 
 「４ 気象・水象の観測及び観測データの活用」（参考資料２－１ Ｐ９） 

  ○  頭首工地点及び近傍の気象・水象の所要項目の観測に加え、「他機関からの効率的な情報収集を行い、利水管理及び洪水時等の管理に
活用する」ことを記載した。 

 
(２) 基準の運用 

 「４．１ 管理の基本」（参考資料２－１ Ｐ９） 
  ○ 「効率的に他機関から情報を収集し、当該流域の気象特性・流況特性を十分把握するものとし、利水管理及び洪水時等の管理に活用する」

ことを記載した。 
 

(３) 基準及び運用の解説 
 「運用４．１に係る部分」（参考資料２－１ Ｐ１０） 

  ○  頭首工の管理には、「国土交通省、気象庁、河川情報センターのインターネット情報を活用するとともに、河川管理者と連携し、河川
情報収集に努め、利水及び洪水時等の的確な操作に活用するものとする。 

なお、上流にダム等がある場合、そこで観測されている降水量、流入量、放流量等の時々刻々のデータは、頭首工の管理に活用するこ
とが重要である」ことを記載した。 

 
（参考） 技術書 

 「４．１．３ 河川管理者等との気象・水象情報の共有化」   
  ○ 「同一水系内の河川管理者から雨量・流量データを受け取り、必要に応じて管理に活用することが重要である。 

 直轄管理地区において、河川管理者の雨量や流量データについて、協定を締結し、データの授受を行い、利水管理、洪水時等の管理の参考データとして活

用している事例を表に示す。 

 その他、頭首工地点において観測している気象・水象データについてホームページで公表している例がある。 
 Ａ頭首工では、河川利用者が水位の状況について情報が入手できるよう、頭首工上流水位と下流水位について公表している」ことを記載した。 

 「４．１．４ その他必要な情報の収集」  
  ○  気象情報の入手方法、河川情報の入手方法を記載した。 
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改定案 
現行（基準部分のみ） 参考資料 

基準 基準の運用 基準及び運用の解説 

4 気象・水象の観測及び観測データの

活用 

管理者は、頭首工の管理を適正に行う

ため、頭首工地点及び近傍の気象・水象

の所要項目の観測及び他機関からの効

率的な情報収集を行い、利水管理及び洪

水時等の管理に活用するものとする。 
 

4.1 観測及び観測データの活用 

管理者は、頭首工の管理に当たって

は、頭首工地点及び近傍の気象・水象に

係る所要項目について観測を行うとと

もに、効率的に他機関から情報を収集

し、当該流域の気象特性・流況特性を十

分把握するものとし、利水管理及び洪水

時等（洪水時及び洪水警戒時をいう。以

下同じ。）の管理に活用するものとする。 

運用4.1に係る部分 

○頭首工の管理には、国土交通省、気

象庁、河川情報センターのインターネ

ット情報を活用するとともに、河川管

理者と連携し、河川情報収集に努め、

利水及び洪水時等の的確な操作に活用

するものとする。 

なお、上流にダム等がある場合、そ

こで観測されている降水量、流入量、

放流量等の時々刻々のデータは、頭首

工の管理に活用することが重要であ

る。 

 

第3章 気象・水象の観測、解析 

3.1 観測項目と目的 

頭首工の管理を適正に行うため、

頭首工地点及び近傍の気象・水象の

所要項目を観測するものとする。 

 

3.2 観測施設の配置及び観測 

 気象・水象の観測に際しては、必要

な精度の機器を選定の上、適切な場所

に設置して観測データを得るものと

する。 

 

3.3 河川流況の把握 

頭首工の管理に際しては、気象・水

象の観測結果に基づき、当該流域の

気象特性・流況特性を十分把握して

おくものとする。 

 
P9、P10 
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３．「６ 洪水時等の管理」における主な改定内容 
 

(１) 基準 
 「６ 洪水時等の管理」（参考資料２－１ Ｐ１９） 

  ○ 「洪水時及び洪水警戒時の頭首工の管理に当たっては、・・・、気象・水象状況に応じて必要な管理体制をとる」ことを記載した。 
 

(２) 基準の運用 
 「６．１ 洪水時等の管理体制」（参考資料２－１ Ｐ１９） 

  ○ 「洪水時及び洪水警戒時においては、管理規程に基づき洪水警戒体制をとる」ことを記載した。 
 

(３) 基準及び運用の解説 
 「運用６．１に係る部分」（参考資料２－１ Ｐ２０） 

  ○ 「洪水時等については、管理規程に定めるところにより、洪水警戒体制をとるものとする。その際、頭首工を適切に管理することができ
るよう、要員の確保及び役割に応じた適切な要員の配置が必要である」ことを記載した。 

 
（参考） 技術書 

 「６．２ 洪水時等の管理体制」  
  ○ 「洪水時等の管理体制は24時間体制を余儀なくされる場合があり、同一の管理職員が長時間（数日間）の業務になることもある。このため、交代要員等の確保

が必要となることから、緊急時の応援体制を確立する等必要な要員の確保については十分留意する必要がある」ことを記載した。 
 「６．２．１ 洪水警戒時の体制」  
  ○ 「洪水警戒時には、気象・水象に関する観測時間間隔の短縮による情報収集、同データに基づく河川流量の増加の予想を行う必要があり、人員の配置に留意す

ることが必要である」ことを記載した。 
 「６．２．２ 洪水時の体制」  
  ○ 「局地的集中豪雨による突発的な出水がみられることから、上・下流域へ危害が及ばないように気象データの情報収集やいち早く警戒体制をとれるような設備・

体制の整備を行うことが重要である。 
     局地的集中豪雨に対応するため、頭首工の水位、中央管理所の水位表示を携帯電話のテレビ電話機能を利用して、夜間でも確認し、迅速な対応ができるよう

にしている事例がある」ことを記載した。 
 「６．２．３ ゲートの操作 ４ 取入口の操作」 

  ○  洪水時等におけるゲート操作に当たっては、利水状況を考慮しつつ、河川流量の増加に合わせゲートを閉鎖するが、「特に、受益地内の用水路に排水が流入す

る場合は、オーバーフローを防ぐため、早めの取水停止を行うものとする」ことを記載した。 

「６．３ 洪水時等の関係機関に対する通知」  
  ○  「洪水時等における放流に際しては、下流河川の水位変動による危害を防止するために、事前に河川管理者等への通報並びに関係機関への通知を行う」ことを

記載するとともに、関係機関を例示した。 
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改定案 
現行（基準部分のみ） 参考資料 

基準 基準の運用 基準及び運用の解説 

6 洪水時等の管理 

洪水時及び洪水警戒時の頭首工の管

理に当たっては、関係法令、頭首工の管

理規程（土地改良法（昭和 24年法律第

195号）第57条の2（同法第96条及び

第 96条の４において準用する場合を含

む。）又は、第 93条の２の規定により

定められた管理規程並びに河川法第 90

条の規定に基づき定められた水利使用

規則に係る管理規程をいう。）等を遵守

するものとし、気象・水象状況に応じて

必要な管理体制をとり、施設及び上・下

流域の安全確保に努めるものとする。 

 

6.1 洪水時等の管理体制 

管理者は、洪水時及び洪水警戒時にお

いては、管理規程に基づき洪水警戒体制

をとるものとする。 

 

 

運用6.1に係る部分 

○洪水時等については、管理規程に定

めるところにより、洪水警戒体制をと

るものとする。その際、頭首工を適切

に管理することができるよう、要員の

確保及び役割に応じた適切な要員の配

置が必要である。 

第5章 高水管理 

5.1 一般事項 

 頭首工の予備警戒時、洪水警戒時

及び洪水時における管理に当たって

は、警戒体制を敷き、施設及び上・

下流域の安全確保に努めるものとす

る。 

 
P19、P20 
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４．「７ 構造物の保全管理」における主な改定内容 
 

(１) 基準 
 「７ 構造物の保全管理」（参考資料２－１ Ｐ２３） 

  ○ 管理者は、「頭首工の長寿命化のため、国又は道府県が策定する機能保全計画等を参考として計画的な整備を実施する」ことを記載した。 
 

(２) 基準の運用 
 「７．１ 構造物の点検及び整備」（参考資料２－１ Ｐ２３） 

  ○ 「構造物の長寿命化のため、国又は道府県が策定する機能保全計画等を参考に、点検結果に応じて計画的に整備を行う」こと、「点検結
果及び整備の記録については、これを整理し、保管する」ことを記載した。 

 「７．４ 頭首工周辺の整備及び環境保全」（参考資料２－１ Ｐ２７） 
  ○ 「取水口や取水堰に溜まる塵芥の処理、堆砂の排除、施設付近の除草・清掃、管理橋等の補修等、周辺の整備を行うとともに、周辺の環

境に配慮して施設の保全に努める」ことを記載した。 
   

(３) 基準及び運用の解説 
 「運用７．１に係る部分」（参考資料２－１ Ｐ２４） 

  ○  構造物の巡視・計測等の日常点検にあたっては、「立地条件等に応じた点検項目及び周期を設定し、点検順路を定め、計画的に実施し、
適切な補修等を実施する」ことを記載した。 

  ○ 「点検結果及び整備の記録は、今後の保全管理に役立つ重要な情報となるので、その記録を整理し保管する」ことを記載した。 
 「運用７．４に係る部分」（参考資料２－１ Ｐ２８） 

  ○ 「頭首工周辺の整備にあたっては、その機能に著しい影響を与える要因（塵芥、堆砂）に留意し、これを必要に応じて排除しなければな
らない」こと、「周辺環境を良好に保全するために清掃、破損箇所の補修、管理施設の整備等を行う必要がある」ことを記載した。 

 
（参考） 技術書 

 「７．１ 構造物の点検」 
  ○ 「施設の長寿命化を図る観点から劣化等による変状の要因に応じた適切な保全対策を適期に講じるため、国が一定の間隔で診断調査等を行うストックマネジメ

ントの取組を推進しているところであるが、施設管理者が日常の管理業務の中で実施する点検により変状を早期に発見することが重要である」ことを記載した。 
 「７．２ 構造物の整備」 

  ○ 「頭首工の正常な機能を維持保全するため、構造物の点検等によって発見された変状等については、長寿命化を図るため、適切な整備を実施しなければならな

い」こと、「整備の内容や規模に応じて周辺環境との調和や構造物の有する歴史的・文化的価値にも配慮した外壁の形状・色、建屋形式、植栽等に留意するほ

か、整備工事の施工に伴う環境負荷の軽減についても配慮する必要がある」ことを記載した。 
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 「７．７ 頭首工周辺の整備及び環境保全」 

 「７．７．５ 魚道の遡上・降下機能への配慮」  
  ○ 「魚介類等の良好な遡上・降下条件となるように魚道内の水深、流速等の流況の適切な管理に努める必要がある」こと、及び取組事例を記載した。 

 「７．７．７ 頭首工周辺の良好な環境の維持」  
  ○ 「植物繁茂により、頭首工取水口や水路等において通水や維持管理面での障害が発生する場合があり、特に外来植物については、適切に処理しないと頭首工周

辺の生態系・生物多様性に悪影響を及ぼす可能性もあることから、維持管理活動において外来植物の監視を行い、早期発見、防除を行うことが望ましい」こと

を記載した。 
 

改定案 
現行（基準部分のみ） 参考資料 

基準 基準の運用 基準及び運用の解説 

7 構造物の保全管理 

管理者は、頭首工の正常な機能を維持

保全するため、構造物の点検を行うとと

もに、頭首工の長寿命化のため、国又は

道府県が策定する機能保全計画等を参

考として計画的な整備を実施するもの

とする。 

 

7.1 構造物の点検及び整備 

管理者は、頭首工の構造物について、

巡視・計測等の点検を計画的に実施し、

変状及びその要因を把握するものとす

る。 

また、構造物の長寿命化のため、国又

は道府県が策定する機能保全計画等を

参考に、点検結果に応じて計画的に整備

を行い、構造物の機能を長期にわたって

維持保全するとともに、施設の建設に要

する経費から廃棄に要する経費までを

合計したライフサイクルコストを低減

するよう努めるものとする。 

点検結果及び整備の記録については、

これを整理し、保管するものとする。 

 

7.4 頭首工周辺の整備及び環境保全 

管理者は、頭首工の正常な機能を維持

するため、取水口や取水堰に溜まる塵芥

の処理、堆砂の排除、施設付近の除草・

清掃、管理橋等の補修等、周辺の整備を

行うとともに、周辺の環境に配慮して施

設の保全に努めるものとする。 

運用7.1に係る部分 

○構造物の巡視・計測等の日常点検は、

あらかじめ、構造物のひび割れ、変位、

変形、漏水、沈下等の変状について、

立地条件等に応じた点検項目及び周期

を設定し、また、頭首工及びその周辺、

管理施設等の配置を考慮した点検順路

を定め、計画的に実施する。 

○点検の結果、破損や劣化が認められ

た場合、適切な補修等を実施する。 

 

 

 

 

運用7.4に係る部分 

○頭首工周辺の整備に当たっては、

その機能に著しい影響を与える要因

（塵芥、堆砂）に留意し、これを必

要に応じて排除しなければならな

い。 
○周辺環境を良好に保全するために

清掃、破損箇所の補修、管理施設の

整備等を行う必要がある。 

第6章 構造物の管理 

6.1 一般事項 

頭首工の機能を確保するため、取

水口、取水堰及び附帯施設等につい

ては、適正な管理を行わなければな

らない。 

 
P23、P24 

P27、P28 



9 
 

 

５．「８ 設備の保全管理」における主な改定内容 
 

(１) 基準 
 「８ 設備の保全管理」（参考資料２－１ Ｐ３１） 

  ○ 管理者は、「頭首工の長寿命化のため、国又は道府県が策定する機能保全計画等を参考として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」ことを記載した。 

 
(２) 基準の運用 

 「８．１ 設備の点検及び整備」（参考資料２－１ Ｐ３１） 
  ○ 「頭首工の点検及び整備に当たっては、各頭首工の実態に即し、その機能を長期にわたって維持するとともに、設備の長寿命化のため国

又は道府県が策定する機能保全計画等を参考に、ライフサイクルコストを低減するよう努める」ことを記載した。 
 「８．７ 設備の保全対策と長寿命化を図る保全管理」（参考資料２－１ Ｐ３５） 

  ○ 「設備の点検・整備、補修などの日常管理を通じた保全対策に取り組み、国又は道府県が策定する機能保全計画等を参考に、設備の長寿
命化を図る保全管理に努める」ことを記載した。 

   
(３) 基準及び運用の解説 

 「運用８．１に係る部分」（参考資料２－１ Ｐ３２） 
  ○ 「設備の保全管理は、頭首工の正常な機能維持に大きく影響するため、点検・整備を計画的に実施し、常に必要な取水が可能なように設

備全体の高い信頼度を確保しておく必要がある」ことを記載した。 
 「運用８．７に係る部分」（参考資料２－１ Ｐ３６） 

  ○ 「保全管理に当たっては、機能保全計画等が策定されている場合、施設管理者は機能保全計画等を参考に日常管理や整備補修を行う必要
がある」ことを記載した。 

 
（参考） 技術書 

 「８．７ 設備の保全対策と長寿命化を図る保全管理」  
  ○ 「施設造成者である国や道府県が、設備の機能診断を行い機能保全計画等を策定することとしているので、施設管理者は、日常の点検、部品交換、補修、整備

の記録を施設造成者に提供するとともに、策定された機能保全計画等を参考に、長寿命化のための保全管理を積極的に行う必要がある」ことを記載した。 
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改定案 
現行（基準部分のみ） 参考資料 

基準 基準の運用 基準及び運用の解説 

8 設備の保全管理 

管理者は、頭首工の正常な機能を維持

保全するため、設備の点検を行うととも

に、頭首工の長寿命化のため、国又は道

府県が策定する機能保全計画等を参考

として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。 

 

8.1 設備の点検及び整備  

管理者は、頭首工の設備の劣化等によ

る機能低下を予防するため又は機能を

回復するため、点検項目を定めて操作時

毎、休止期間毎等の周期を定めて、又は

臨時に点検及び整備を実施するものと

する。 

また、頭首工の点検及び整備に当たっ

ては、各頭首工の実態に即し、その機能

を長期にわたって維持するとともに、設

備の長寿命化のため国又は道府県が策

定する機能保全計画等を参考に、ライフ

サイクルコストを低減するよう努める

ものとする。 

 

8.7 設備の保全対策と長寿命化を図る

保全管理 

管理者は、頭首工の効率的な運用を図

るため、設備の点検・整備、補修などの

日常管理を通じた保全対策に取組み、国

又は道府県が策定する機能保全計画等

を参考に、設備の長寿命化を図る保全管

理に努めるものとする。 

運用8.1に係る部分 

○設備の保全管理は、頭首工の正常な

機能維持に大きく影響するため、点

検・整備を計画的に実施し、常に必要

な取水が可能なように設備全体の高い

信頼度を確保しておく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運用8.7に係る部分 

○保全管理に当たっては、機能保全計

画等が策定されている場合、施設管理

者は機能保全計画等を参考に日常管理

や整備補修を行う必要がある。 

第7章 設備機器の管理 

7.1 一般事項 

設備機器の正常な運用を維持する

ため、点検、整備を計画的に実施し

なければならない。 

 
P31、P32 

P35、P36 
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（※囲み部分が、主な改定箇所） 
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