
資料４ー２

土地改良事業計画設計基準土地改良事業計画設計基準

設計｢水路工｣｢水路ﾄﾝﾈﾙ｣の改定について設計 水路 ｣ 水路 ｣ 改定

農村振興局

平成２４年６月１９日



ⅠⅠ 土地改良事業計画設計基準・設計「水路工」、「水路トンネル」改定の背景土地改良事業計画設計基準・設計「水路工」、「水路トンネル」改定の背景

○ 設計基準「水路工」は平成13年の改定後11年が経過 設計基準「水路トンネル」は平成8年の改定後16年が経過

１

○ 設計基準「水路工」は平成13年の改定後11年が経過、設計基準「水路トンネル」は平成8年の改定後16年が経過。
○ この間の農政の動向を踏まえ、施設の長寿命化、環境との調和への配慮、大規模地震への対応等についての検討が必
要。

◆設計基準に関する農政の動向 ◆検討項目

Ｈ１１年

①農業水利施設の老朽化が進んでおり、近年は標準的な耐用
年数を経過した施設の割合が増加傾向にある。限られた予
算の中で 効率的に農業水利施設の機能を維持するため

◆検討項目

【保全技術（補修・補強）の位置づけ】：食料・農業・農村基本法の制定

（第24条）農業生産の基盤の整備
国は、良好な営農条件を備えた農地及び農業用水を確保し、これらの有効利
用を図ることにより、農業の生産性の向上を促進するため、地域の特性に応じ
て、環境との調和に配慮しつつ、事業の効率的な実施を旨として、農地の区画

②平成７年の兵庫県南部地震を踏まえ 土地改良施設の重要

Ｈ１３年
Ｈ１５年

Ｈ１６年

算の中で、効率的に農業水利施設の機能を維持するため、
保全技術（補修・補強）の位置づけについて検討する。

【耐震設計】

の拡大、水田の汎用化、農業用用排水施設の機能の維持増進その他の農業生
産の基盤の整備に必要な施策を講ずるものとする。

：土地改良法の改正 （環境との調和への配慮）
：土地改良長期計画の策定
（自然と農業生産が調和した豊かな田園自然環境の創造）

：景観法の制定 ②平成７年の兵庫県南部地震を踏まえ、土地改良施設の重要
度に応じた耐震性能、レベル１地震動、レベル２地震動の２
段階の設計法の導入等を柱とする「土地改良施設耐震設計
の手引き」を平成１６年に策定した。
この考え方を踏まえつつ、その後の新潟県中越沖地震、東
北地方太平洋沖地震等の地震の影響を考慮し 耐震設計に

Ｈ１６年

Ｈ１８年

Ｈ１９年

：景観法の制定
：土地改良施設耐震設計の手引きの策定
：農業農村整備事業における生態系配慮の技術指針の策定
：農業農村整備事業における景観配慮の手引きの策定
：農業水利施設の機能保全の手引きの策定
：新潟県中越沖地震の発生

北地方太平洋沖地震等の地震の影響を考慮し、耐震設計に
ついて検討する。

Ｈ２０年
Ｈ２２年

【環境との調和への配慮】

：新潟県中越沖地震の発生
：土地改良長期計画の策定（既存施設の有効活用と長寿命化）
：食料・農業・農村基本計画の策定

（基本インフラの戦略的な保全管理）
リスク管理を行いつつ、施設のライフサイクルコストを低減し、施設機能の監

視・診断、補修、更新等を機動的かつ確実に行う新しい戦略的な保全管理を推
進す

Ｈ２３年

Ｈ２４年

③土地改良法（平成１３年）の改正により、土地改良事業の実施
の際に「環境との調和への配慮」を原則としている。また、平
成１６年度に「景観法」が制定され、良好な景観の形成を促
進することが求められている。こうしたことから平成18年には
「生態系配慮の技術指針」及び「景観配慮の手引き」など策

進する。

：農業水利施設の長寿命化のための手引きの策定
：東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）の発生

：土地改良長期計画の策定（土地改良施設の耐震強化）
国土を「守る」-震災復興、防災・減災力の強化と多面的機能の発揮-ハード・
ソフト一体となった総合的な災害対策の推進による災害に強い農村社会の形成 生態系配慮の技術指針」及び 景観配慮の手引き」など策

定しており、設計における「環境との調和への配慮」について
検討する。

ソフト 体となった総合的な災害対策の推進による災害に強い農村社会の形成

※（ ）は主な関連事項の抜粋



ⅡⅡ 主な検討項目主な検討項目

１ 農業水利施設の保全技術（補修・補強）の位置づけに関する検討

○ 基幹的な農業用用排水路の延長ストックは約５万kmにのぼり、そのうち、開水路の延長は約３万ｋｍ（約６４%）、水路トンネ
ルの延長は約２千ｋｍ（約４％）。

○ 多くの施設が築造後数十年経過し老朽化が進展しており、施設の長寿命化に対応するため、「農業水利施設の機能保全

１ 農業水利施設の保全技術（補修・補強）の位置づけに関する検討

○ 多くの施設が築造後数十年経過し老朽化が進展しており、施設の長寿命化に対応するため、「農業水利施設の機能保全
の手引き」を平成１９年に策定。

○ 機能保全に当たり、実施すべき機能診断調査や補修・補強工法など保全技術の内容の充実を検討。

◆改定の考え方と改定内容

◆農業水利ストックと資産価値

農業用用排水路
約40万ｋｍ以上
（地球約10周分）

うち基幹的水路 約５万ｋｍ

・施設の長寿命化を図りライフサイクルコストの低減させるため、適時
適切に機能保全を実施していくことが必要。

・機能診断調査、補修・補強工法等の保全技術を「基準の運用」、「基
準及び運用の解説」、「技術書」に記載することを検討。

ダム、取水堰、用排水機場等 約７千カ所

◆農業用用排水路の供用経過年数と延長
延長（ ）

◆（参考）機能保全に係る実施項目と流れ

①日常管理における点検、補修、②定
期的な機能診断調査と評価、③効率的
な対策工法の比較検討 ④対策工事の
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今後、多くの施設が更新時期を迎える

延長（km）な対策工法の比較検討、④対策工事の
実施、⑤調査・検討の結果や対策工事
に係る情報の蓄積等を段階的・継続的
に実施する。
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出典：農業水利施設の機能保全の手引き



○ 土地改良施設の重要度に応じた耐震性能、地震の規模に応じた設計法の導入を柱とする「土地改良施設耐震設計の手
引き」を平成１６年に策定。

２ 耐震設計に関する検討 ３

」を 成 年 策定。
○ 東日本大震災を踏まえた設計上の重点課題を検討（Ｈ24．3．28）したところ、
①水路では、地震動による継ぎ目のズレやはらみだしが発生しているが、大規模な通水機能の損失は発生していない
②水路トンネルでは、栃木県と福島県の６箇所でひび割れや崩落が発生したが、致命的な損傷がない

ことから、手引きの考え方を基本としつつ、内容の充実について検討。

変状が見られるが通水は可能

地
震
動

・土地改良施設における耐震性について検討した「耐震設計の手引き」を参考に、利水施設の規模や
応急復旧の難易度等に基づく重要度区分（Ａ種 Ｂ種 Ｃ種）及び耐震性能の考え方について「基準

◆改定の考え方と改定内容

◆東北地方太平洋沖地震での被災事例

動
に
よ
る
被
害

水路の押され･倒れ込み
・昭和45年に耐震設計を取り入れた設計基準を制定している

◆（参考）現行設計の考え方

応急復旧の難易度等に基づく重要度区分（Ａ種、Ｂ種、Ｃ種）及び耐震性能の考え方について「基準
及び運用の解説」へ記載することを検討。

排水機能が消失
（利根川沿岸）

液
状
化
に
よ

・昭和45年に耐震設計を取り入れた設計基準を制定している。

・上工水も流下させる多目的用水路や水路壁高が８ｍを超えるような構造物に対して耐震設計及び
液状化対策を実施することとしている。

耐震設計の手引き（平成16年3月）

施設等
重要度 耐震設計の手引き（H16.3)

よ
る
被
害

水路の埋没

重要度区分の内容

ﾚﾍﾞﾙ1 ﾚﾍﾞﾙ2

（検討しなくても

よい）

健全性を損な

わない
水路工

A

（次の①～③のいずれかに該当する施設）

①主要道路や鉄道、河川、住宅地等に隣接するもので、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。

施設等
要度

区分 目標とする耐震性能

津波による瓦礫によって排水機能が阻害
（宮城県沿岸部）

津
波
に
よ
る

B 被災による影響が大きい施設。
健全性を損な

わない

C 被災による影響が少ない施設。 （対象としない）

水路工

（開水路）

ど、避難 救護活動 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。

（対象としない）

【地震動の規模】

通水阻害

る
被
害

【地震動の規模】
地震動の規模 定義

レベル１ 構造物の供用期間内に１～２度発生する確率を有する地震動

レベル２
構造物の損傷過程に立ち入って安全性を照査するための地震動であり、現在

から将来にわたって当該地域で考えられる最大級の強さをもつ地震動



○ 平成18年の技術指針では それまでに施工された環境配慮施設の事例を収集・分析し 環境配慮の整備技術の体系化等

３ 環境との調和への配慮に関する検討

○ 平成18年の技術指針では、それまでに施工された環境配慮施設の事例を収集・分析し、環境配慮の整備技術の体系化等
を実施。

○ また、同じく平成18年の「景観配慮の手引き」では、農業農村整備を行う上で、農村景観の保全、形成に向け調査計画から
設計の考え方を示したところ。

○ この取り組みを踏まえて、環境との配慮への配慮に係る内容の充実を検討。踏 、環 係 容 充実 検討。

・生物の生活史と生物のネットワーク（生息・生育環境と移動経路）に配
慮した施設設計が求められている。（生態系配慮）

◆改定の考え方と改定内容 ◆（参考）平成23年 水田生態系の保全に視点をおいた整備技術の解説書

・農村において適切に食料が生産され、生物の多様性が保全されるな
ど、基本的役割が検討された上で施設設計には、造形的な手法によ
る景観の保全、形成するための配慮が求められている。（景観配慮）

・環境との調和に配慮した水路設計に当たっての基本事項や設計の際
に参考となるような調査方法 粗度係数などの事例について「技術

◆（参考）平成18年 生態系配慮の技術指針

に参考となるような調査方法、粗度係数などの事例について「技術
書」へ記載することを検討。

景観への配慮事例 (坑門工)

◆（参考）平成18年 生態系配慮の技術指針

地としての農地、空
地は景観の基調をなすもので、

脇役としての木、家屋
脇役は、主役を目立たせたり、強調
するような景観構成要素といえる

水田、水路等と樹林地における
ネットワーク（両生類）

水路におけるネットワーク（魚類など）

地は景観 基調をなすも 、
大面積を占めていたり背景をな
す比較的均質な部分を占める景
観構成要素といえる。

主役としての水路
主役は図として景観の中で最も
目をひく存在であり、規模、形、

４

生物は、成長や季節の変化に伴い生息場所を移動しながら生活しており、この生活の仕
方を「生活史」という。また、生物の生息・生育環境と移動経路のことを「ネットワーク」と
いう。 これら生物のネットワークの種類に応じた環境配慮工法を選定し、水田や水路な
どの整備を行う必要がある。

〈生物の生活史とネットワークへの配慮〉
存在 模

色彩等において目立つ景観構成
要素といえる。


