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１ 土地改良施設管理基準－ダム編－の改定経緯

（１）改定の趣旨

国営土地改良事業で造成されたダムについては、平成５年６月に制定した土地改

（ 「 」 。） 。良施設管理基準－ダム編－ 以下 現行基準 という に基づき管理されている

しかしながら、以下のような社会経済情勢の変化やダム管理に関する技術的進展

等が見られる。

( ) 平成６年の全国的な渇水や近年の少雨傾向及び水難事故を契機とし、より1

安定した水供給や安全な管理が求められていること。

( ) 社会資本の有効活用を図る観点から、より効率的な施設機能の維持、確保2

が求められていること。

( ) 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3

調和への配慮にいっそう積極的に取り組んでいく必要があること。

( ) ダム管理基準制定後の管理実績や近年のＩＴ関連等新技術を活用し、より4

効率的なダム管理体制の整備を図る必要があること。

このため、これらを的確に反映させ、合わせて管理基準の再編整備を図るため、

現行基準の改定を行うものである。

また、本件に関する調査審議については、本年３月１４日に食料・農業・農村政

策審議会農村振興分科会農業農村整備部会において、当技術小委員会に付託された

ところである。

（２）検討委員会による検討

現行基準における課題の整理及び技術小委員会で審議頂くための改定原案の作成

を行うため、ダム管理に関する専門的知識を有する学識経験者等を構成員とする検

討委員会を平成１２年１０月に設置した。

①検討委員会の構成

委員長 近藤 勝英 （社）農業土木事業協会 専務理事

委員長代理 植谷 定夫 （社）土地改良建設協会 会員

委員 本間 新哉 近畿農政局南近畿土地改良調査管理事務所 所長

委員 三嶋 晃紀 （社）農業土木事業協会 会員
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②検討委員会の開催経緯

平成 ５年 ６月１５日 土地改良施設管理基準－ダム編－制定

平成１２年１０月１３日 第１回検討委員会

平成１２年１１月３０日 第２回検討委員会

平成１３年 ２月２０日 第３回検討委員会

平成１３年 ８月 ９日 第４回検討委員会

平成１３年１１月 ７日 第５回検討委員会

（平成１４年 １月３０日 平成１３年度第４回技術小委員会事前説明）

平成１４年 ２月２７日 第６回検討委員会

（平成１４年 ３月１４日 食料・農業・農村政策審議会農業農村整備部会諮問）

平成１４年 ９月１８日 第７回検討委員会

（平成１４年１１月２２日 平成１４年度第２回技術小委員会）



（３）平成14年度　土地改良施設管理基準　－ダム編－　改定スケジュール（農業農村整備部会－答申－まで）

平成13年度

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成14年度

土地改良施設管理基
準-ダム編-
検討委員会

基準案作成作業

食料・農業・農村政
策審議会
農業農村整備部会

意見・情報
（パブリックコメント）

の募集

技術小
委員会
調査
審議

意見・情報
（パブリックコメント）

の募集
(1２月)

技術小
委員会
調査
審議

農業農
村整備
部会
答申

農業農
村整備
部会
諮問

全国査読

基準（案）、基準書（運用規程、解説）（案）、
技術書の作成（H12～）

基準（案）の
修正 基準書（案）、

技術書（案）の修正

第2回
(1月)

第1回
(9月)

基準
（案）の

修正
基準（案）

の修正
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２ 土地改良施設管理基準の構成

管理基準が本来有すべき規範性と、実際の管理に求められる柔軟性や選択性を両立

、 、 。して確保し 管理の適切かつ円滑な実施に資するため 次のように再編して整備する

管理基準を 「基準書」と「技術書」に区分して再編整備する。、

◎ 「基準書」には、地域の特性や個別の現場条件などにかかわらず、管理の実施に

あたり遵守すべき事項を規定する。

このうち、 ①基準本文（事務次官通知）には基本的・規範的な事項

②基準の運用（農村振興局長通知）には、具体的な規定事項、

をそれぞれ定める。

◎ 上記の①及び②には、規定している事項の「根拠」や「背景」等を記述してい

ないので、規定している事項の適切な運用と技術の向上を図る観点から①及び②

の事項の解説を③基準及び運用の解説として整備する。

◎ ①及び②の基準で一律に定めない事項、地域の特性や現場の条件等によって選

択性のある事項、一般的な技術解説、管理実績に基づく事例、その他参考となる

事項等については、基準とは別に④技術書として整備する。

従来の構成 現在の構成

①管理基準本文（次官通知）

基本、規範的な事項

基準 管理で守る

べき事項

記載事項 ②管理基準の運用（局長通知） 基準書

・枠内文章 具体的な規定事項

（事務次官通達）

・枠外解説 ③基準及び運用の解説（通知外）

農村振興局長 ①、②で規定した事項の意味

通 達 及び解説

管理の参考

資料

④技術書（通知外） 技術書

一般的な技術解説、標準的管理

事例、その他参考となる事項等



ダム管理基準の主要改定項目（案）

○環境との調和への配慮
　・国民の環境に対する意識の高まり
　・土地改良法の改正

○ひっ迫する水需要
　・平成６年の全国的な大渇水
　・近年の少雨傾向を起因とした水利調
　　整の複雑化

○安全管理の徹底
　・国民の安全に対する意識の高まり
　・異常洪水の発生や突発的事故への
　　対応

○社会資本の有効活用
　・より効率的なダム機能の維持、確保

○ＩＴ等の新技術の進展
　・精度の高い気象予測技術等の活用
　・管理データの電子化

○ダム管理実績の蓄積
　・観測、点検データのフィードバック

○管理の基本
　・ダムの機能を環境との調和に配慮しつ
つ、
　　維持保全することを追加

○気象・水象の観測、解析
　・計画的な利水管理や洪水時の安全操作
に
　　資するため、管理実績データの活用を

○利水管理
　・利水放流時に当たっての下流河川への配
　　慮事項を追加
　・渇水時における調整事項を追加

○洪水時等の管理
　・設計洪水量を超える異常洪水への対応を
　　追加
　・管理施設の故障等不測の事態への対応を
　　追加

○堤体の安全管理
　・試験湛水からの引き継ぎ事項、臨時の計
    測、点検、監視事項について追加

○機能の保全（事項の創設）
　・水質の保全、貯水容量の確保等、効率的
　　かつ安全なダム機能の維持保全のための
　　具体的事項を追加

ダム管理を巡る状況変化等

３　土地改良施設管理基準－ダム編－改定のポイント（案）

土地改良施設管理基準
－ダム編－

（平成５年６月制定）

＜主要内容＞

国営土地改良事業により造成
されたダム（H13年度末）

１５１ダム

○管理の基本
　・ダム機能の適正な発揮
　・機能の維持保全
　・安全性の確保

○気象・水象の観測、解析
　・ダム流域の気象・流出特
　　性の十分な把握

○利水管理
　・安定的な貯水管理のため
　　の運用ルールの策定

○高水管理
　・洪水の予測
　・洪水時の安全操作の徹底

○ダム、貯水池等の管理
　・ダム堤体の安全の確認
　・土砂流入や周辺地山の地
　　すべり等の監視

社
会
情
勢
や
技
術
的
進
展
を
踏
ま
え
た
よ
り
適
切
な
ダ
ム
の
管
理
の
実
現

○管理の基本
　・ダムの機能を環境との調和に配慮しつつ、
　　維持保全することを追加

○気象・水象の観測、解析
　・計画的な利水管理や洪水時の安全操作に
　　資するため、管理実績データの活用を追加
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４ 土地改良施設管理基準－ダム編－の主要改定内容（案）

（１）基準の位置付けについて（基準１関連）

①基準の対象施設の明確化（基準１）

現行基準では、その対象が国営土地改良事業によって新築又は改築されたダムであ

るとの記述は枠外解説にあるが、これを基準に記述することにより対象施設を明確に

する。

また、現行基準の「 基準の適用範囲」については、運用規定においてより詳細1.2

に定めることとする。

②基準の適用範囲の変更（運用規定 ）1.2

現行基準では、国営土地改良事業によって一級河川、二級河川又は準用河川以外の

場所に設けられたダムについては適用範囲外となっているが、これらのダムには比較

的大規模なダムもあり、一級河川、二級河川又は準用河川にあるダムと同様の安全管

理が必要であることから、これらのダムについても基準の適用対象とする。

（２）環境との調和への配慮について（基準２関連）

国民の環境に対する意識の高まりや土地改良法の改正（土地改良事業の目的及び原

則に「環境との調和に配慮 」が追加 ）を踏まえ、管理の基本に、ダムの機能を環） 。

境との調和に配慮しつつ維持保全することを追加する。

（３）管理の組織及び体制について（基準３関連）

2.1 2.4基準には 管理の組織及び体制の基本的事項を定め 現行基準の 管理組織～、 、 「

その他の技術者」の具体的な内容は、運用規定で定めることとする。

（４）気象・水象の観測、解析について（基準４関連）

①基本的事項について（基準４）

基準には、気象・水象の観測、解析の基本的事項を定め、現行基準の「 観測の3.1

項目と目的～ 流出特性の把握」の具体的内容は、運用規定で定めることとする。3.3

②気象・水象情報の活用を追加（運用規定 ）4.1

気象・水象観測技術の向上や管理実績を踏まえ、計画的な利水管理や洪水時等の安

全な操作等に資するため、気象・水象情報の活用について追加する。

（５）利水管理について（基準５関連）

①基本的事項について（基準５）

基準には、利水管理の基本的事項を定め、現行基準の「 一般事項～ データ4.1 4.3

収集と情報管理」の具体的内容は、運用規定で定めることとする。

②取水・放流管理の追加（運用規定 ）5.2

管理実績等を踏まえ、用水の安定供給を図るための取水及び放流量の決定時の確認

事項を定めるとともに、放流時に当たっての配慮事項について追加する。
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③渇水時の管理を追加（運用規定 ）5.3

平成６年の全国的な渇水や近年の少雨傾向により、より安定した水供給が求められ

ていることから、渇水時における貯水運用ルールを定めることや関係利水者との調整

に係る留意事項等について追加する。

（６）洪水時等の管理について（基準６関連）

①名称の変更について（基準６）

現行基準の「高水管理」をよりわかり易い言葉として「洪水時等の管理」と変更す

る。

②基本的事項について（基準６）

基準には、洪水時等の管理の基本的事項を定め、現行基準の「 洪水吐ゲートを5.1

有するダム～ 洪水吐ゲートを有しないダム」の具体的内容は、運用規定で定める5.2

こととする。

③異常時への対応を追加（運用規定 ）6.4

近年の異常洪水による事故等を踏まえ、設計洪水流量を超える異常洪水対策、管理

施設の故障に対応した応急対策について追加する。

（７）現行の「第６章ダム、貯水池等の管理」を整理再編について

（基準７、８及び１１関連）

安全管理の徹底を図る観点から 現行基準の 第６章ダム 貯水池等の管理 を 堤、 「 、 」 「

体等の安全管理 「機能の保全 「管理の記録」に整理再編し、基準として定める」、 」、

事項について明確にする。

（８）堤体等の安全管理について（基準７関連）

①基本的事項について（基準７）

6.1 6.3基準では、堤体等の安全管理の基本的事項を定め、現行基準の「 一般事項～

補修その他の措置」及び「 管理のための基礎資料」の具体的内容は、運用規定6.5.1

で定めることとする。

②試験湛水に関する記録及び関連資料の引継の追加（運用規定 ）7.2

堤体等の安全管理においては、試験湛水に関する事項及び建設の各段階で作成した

資料を的確に引き継ぎ、安全管理に活用することが重要であることから、これらの資

料について確実に引き継ぎを受けることを追加する。

③臨時の計測・点検・監視の追加（運用規定 ）7.5

管理実績等を踏まえ、一定規模以上の地震又は洪水後における臨時の計測・点検・

監視等の事項について追加する。

（９）機能の保全について（基準８関連）

①基本的事項について（基準８）

基準では、機能の保全の基本的事項を定め、現行基準の「 貯水池周辺の監視」6.4

の具体的内容は、運用規定で定めるとともに、その内容の充実を図ることとする。
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②水質の保全の追加（運用規定 ）8.2

ダム流域の環境変化の監視、貯留水の定期的な水質調査の実施及び調査結果に基づ

く水質予測並びに必要な予防措置に努めるなど、水質の保全に関する事項について追

加する。

③貯水容量の確保を追加（運用規定 ）8.3

ダムの効率的な機能の維持保全を図る観点から、従来の堆砂状況の調査に加え、利

水計画への影響の確認等管理段階において講ずべき事項について追加する。

④環境との調和への配慮を追加（運用規定 ）8.4

土地改良法の改正を踏まえ、ダムの機能の維持保全は、周辺景観等環境との調和へ

の配慮しつつ実施するよう努めることを追加する。

⑤その他機能の保全に関する事項を充実（運用規定 、 、 ）8.5 8.6 8.7

ダムの機能を効率的かつ安全に保全するため 「道路の管理 「冬期の管理 「人、 」、 」、

身に対する安全管理」を追加する。

（１０）構造物の維持補修について（基準９関連）

近年のコンクリート構造物等における管理技術の進展を踏まえ、堤体及び基礎地盤

以外の構造物における、構造物の材料、特性に応じた定期的な点検等に関する事項に

ついて追加する。

（１１）設備機器の点検、整備、補修について（基準１０関連）

現行の「第７章設備機器の管理」について 「設備機器の点検、整備、補修」と名、

称変更するとともに、基準には、設備機器の点検、整備、補修の基本的事項を定め、

現行基準の「 一般事項～ 電気通信設備」の具体的な内容は、運用規定で定め7.1 7.4

ることとする。

（１２）管理の記録について（基準１１関連）

情報管理技術の進展及び管理実績等を踏まえて、点検、計測等に関する管理記録様

式の変更、追加を行うとともに、管理記録の電子化に関する事項について追加する。

（１３）土地改良財産の管理について（基準１２関連）

①基本的事項について（基準１２）

基準では、土地改良財産の管理の基本的事項を定め、現行基準の「 土地改良財8.1

産の管理の根拠法令～ 土地改良財産に対する共有持分付与」の具体的内容は、運8.7

用規定で定めることとする。

②改築・追加工事及び管理台帳の具備の追加（運用規定 ）12.7

土地改良財産の適正な維持・保存を図るため、改築・追加工事を実施する際の手続

き事項及び管理台帳の具備に関する事項について追加する。


