
 

５章 事例集 

 

豪雨・洪水に対応した管理事例（ため池） 

 

1 防災情報の活用と流入量予測 29 
北海道 小川ため池 貯水量 361,000m3、受益面積 70ha 

2 排水機場との連携操作による内水氾濫防止 31 
北海道 万九郎沢貯水池 貯水量 4,500m3、受益面積 6.96ha 

3 民間気象会社の降雨情報予測を活用した防災活動 33 
北海道 水松沢ダム 貯水量 230,000m3、受益面積 40ha 

4 集中管理システムの活用 35 
青森県 上高根ため池 貯水量 292,900m3、受益面積 47ha 

5 長年にわたり蓄積してきた管理記録の有効活用 37 
青森県 汐干、小橋ため池 貯水量--m3、受益面積 64ha 

6 組合員全員が参加する管理体制 39 
山形県 庄内堤 貯水量 5,000m3、受益面積 10ha 

7 民間気象会社の気象情報の活用 41 
山形県 前田ため池 貯水量 37,000m3、受益面積 30ha 

8 ため池の多目的利用による管理人材の確保 43 
群馬県 中子沼 貯水量 10,900m3、受益面積 9ha 

9 行楽で利用される貯水池の市との共同管理 45 
群馬県 丹生貯水池 貯水量 1,447,400m3、受益面積 254.5ha 

10 組合と市、自治会との連携 47 
埼玉県岡沼 貯水量 4,000m3、受益面積 9ha 

11 携帯電話（177）での降雨予報入手、事前放流 49 
富山県 日地地池 貯水量 5,000m3、受益面積 4ha 

12 一人ため池管理者による対応 51 
福井県 巣ヶ窪ため池 貯水量 1,000m3、受益面積 0.8ha 

13 緊急放流と土のう設置による洪水対策 53 
福井県 水谷ため池 貯水量 24,000m3、受益面積 15ha 
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14 市防災情報を携帯電話で受信 55 
山梨県 境之沢溜池 貯水量 5,620m3、受益面積 3ha 

15 豪雨時の早期対応と地域協力による防災活動 57 
山梨県 陣馬溜池 貯水量 1,000m3、受益面積 7ha 

16 雨水感知器と連動した自動堰による早期取水停止 59 
山梨県 月見が池 貯水量 24,500m3、受益面積 27ha 

17 マニュアルに基づく緊急時対応 61 
長野県 切石（夫婦池） 貯水量 9,000m3、受益面積 80ha 

18 防災ため池のダム管理規程に則った対応 63 
岐阜県 柿下ため池 貯水量 156,300m3、受益面積 54ha 

19 市、土地改良区、管理者との連携によるため池管理 69 
  愛知県 吉田池 貯水量 50,600m3、受益面積 48ha 

20 管理組織と地元消防団及び自治会の連携による防災活動 73 
京都府 庚申池 貯水量 50,000m3、受益面積 0.7ha 

21 自治会主体による管理、防災訓練 75 
兵庫県 新池 貯水量 59,000m3、受益面積 9.9ha 

22 住民への注意、避難喚起 77 
岡山県 谷河内池 貯水量 25,000m3、受益面積 3ha 

23 市と水利組合との連携による水防活動 79 
岡山県 東奥池 貯水量 142,100m3、受益面積 7ha 

24 緊急時の体制確立による防災対応 81 
香川県 船岡池 貯水量 350,000m3、受益面積 38ha 

25 事前放流と洪水時巡視による水害回避 83 
愛媛県 治良丸池 貯水量 60,000m3、受益面積 33ha 

赤池   貯水量 10,400m3、受益面積 16.5ha 

26 流入量予測に基づく洪水調整 97 
福岡県 呉ため池 貯水量 332,000m3、受益面積 310ha 

27 豪雨時の土のう設置による防災 99 
福岡県 辰ヶ下池 貯水量 580m3、受益面積 2.2ha 
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1 防災情報の活用と流入量予測 北海道 小川
こ が わ

ため池 

○○平平 成成 2233 年年 99 月月   8899ｍｍｍｍ//日日 のの大大 雨雨 ににおおけけるる対対 応応   

・ 大雨注意報発令を民間気象会社、及び北海道防災情報ネットワークより受信。 

・ 土地改良区の担当者１人が事務所で待機、水利組合から役員２人の要員を確保。 

・ 大雨警報を受け、役員２人に洪水警戒体制を指示し、ダム下流域を巡視。 

・ 土地改良区事務所において、実測降雨量蓄積データにより貯水池への流入量を予測。 

・ 事前の低水位管理が功を奏し、洪水被害を免れた。 

 

○○必必 要要 なな機機 材材 ・・人人 員員   

・・   巡視員、警報巡回車  

 

○○豪豪 雨雨 ・・洪洪 水水 へへのの備備 ええ  

・ 民間気象会社、及び北海道防災情報ネットワーク（北海道危機対策課）による情報

配信を活用。 

・ 管理規程に基づくため池の点検、巡視。 

・ 貯水池流入量予測のための実測降雨データの記録、蓄積。 

・ 降雨量の多い時期（９月）に備えた低水位管理。 

 

○○管管 理理 者者 がが考考 ええるる今今 後後 のの課課 題題   

・ 集中豪雨等発生時における警戒体制構築の迅速化。 

・ 職員不足を補うための水利組合との連携強化。 

・ 水位をテレメーターで監視し、データを携帯端末で即時受信可能なシステムの導入。 
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1 防災情報の活用と流入量予測  北海道 小川
こ が わ

ため池 

○○たためめ池池 のの概概 要要   

 

施施 設設 概概 要要                                        

所在地     苫前郡苫前町字古丹別 

ため池の流域面積  1４0 ha 

受益面積  70 ha 

貯水量  361,000 m3 

満水面積  10 ha 

流域比  1４ 

構造  土堰堤 

堤高  10.5 m 

堤長  106 m 

 

管管 理理 体体 制制                                         

管理主体  苫前土地改良区 

人員  職員 1 人 

 管理人 2 人 

 （水利組合員 50 代農家） 

協力組織  第 5 区水利組合 

管理概要  

 点検  2 回/月 

 草刈り  2 回/年（6、7 月） 

 土砂上げ 無し 

 

 

小川ため池 

位置図 
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2 排水機場との連携操作による内水氾濫防止 北海道 万九郎沢
ま ん く ろ う さ わ

貯水池 

○○平平 成成 2200 年年 88 月月   113300ｍｍｍｍ//日日 のの大大 雨雨 ににおおけけるる対対 応応   

・ 土地改良区の担当者が２０mm/hr 以上の豪雨を確認後、巡視員４人を早期確保。 

・ 最寄りの海洋気象台から大雨洪水警報が発令。 

・ 巡視員を２人 1 組で貯水池と下流の富栄排水機場に配置。 

・ 貯水池の水位が上昇。 

・ しかし、万九郎沢貯水池は富栄排水機場の不稼働時には洪水吐からの越流が不可能。 

・ そこで、（洪水吐からでなく、）土砂吐ゲートからの放流開始。 

・ 一時的に貯水位の上昇を抑制。 

・ 降り始めからの雨量が 60mm に到達。 

・ 樋門操作及び排水機場のポンプ運転を開始。 

・ 巡視員は貯水池と排水機場の状況を相互確認。 

・ 貯水池からの放流量を調節しつつ、樋門、排水ポンプを操作、運転。 

・ このような貯水池と排水機場との連携操作により洪水被害を回避。 

○○豪豪 雨雨 ・・洪洪 水水 へへのの備備 ええ 

・ 過去の経験に基づく洪水吐水位や下流水路の水位の上昇時間の予測。 

・ 管理経験 20 年以上の巡視員の配備とその巡視員による経験蓄積。 

○○管管 理理 者者 がが考考 ええるる今今 後後 のの課課 題題   

・ 本貯水池下流には富栄排水機場があり、その機場が運転していなければ洪水吐から

越流させることができない（排水機が動いていなければ内水位が上昇し冠水するた

め）ことから排水機運転が優先である。 

・ 貯水池の水位を常時遠隔監視できるシステムの構築。 
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2 排水機場との連携操作による内水氾濫防止 北海道 万九郎沢
ま ん く ろ う さ わ

貯水池 

 

  

施施 設設 概概 要要                                         

所在地  檜山郡厚沢部町字富栄 

 ４80 番地先 

流域面積  ４1 ha 

受益面積  6.96 ha 

貯水量  ４,500 m3 

満水面積  0.3 ha 

流域比  137 

構造  土堰堤 

堤高  ４.４ m 

堤長  83.5 m 

管管 理理 体体 制制                                         

管理主体  厚沢部土地改良区 

人員  水利組合より４人 

 （４0 代～50 代後半まで） 

協力組織  水利組合 

管理概要  

 貯水位・流木  1 回/月 

 漏水  1 回/月 

 草刈り  2 回/年 

 

万九郎沢貯水池 

位置図 

○○たためめ池池 のの概概 要要   
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3 民間気象会社の降雨情報予測を活用した防災活動 北海道 水松沢
おんこのさわ

ダム 

○○平平 成成 2233 年年 77 月月   33 日日 間間 総総 雨雨 量量 115500ｍｍｍｍのの大大 雨雨 ににおおけけるる対対 応応   

・ 本州付近に停滞した前線の影響による大雨の予想。 

・ 当日に備え、前日からテレビやインターネットにより気象情報を収集。 

・ 監視員と改良区で大雨に関する情報を共有。 

・ 降雨後は日本気象協会のオンライン総合気象情報サービスから降雨予測を入手。 

・ 大雨警報発令後、管理規程に基づき洪水警戒体制に入り、監視員はダムに常駐。 

・ 洪水吐からの越流が予想された段階で、下流農家４軒に河川氾濫の危険性を通知。 

・ 洪水吐から越流した段階で、下流河川を巡視。 

・ 無被害が確認され、洪水警戒の必要性がなくなった段階で、洪水警戒体制の解除。 

○○必必 要要 なな機機 材材 ・・人人 員員   

・ 監視員、資材（土のう、モルタル、ドレンタイト等） 

○○豪豪 雨雨 ・・洪洪 水水 へへのの備備 ええ  

・ 日本気象協会のオンライン総合気象情報サービス（マイコス）の利用。 

・ アメダス４箇所とマイコスによる降雨情報の入手。 

・ 管理人による毎日の水位確認、取水量点検、改良区による週１回の点検。 

○○管管 理理 者者 がが考考 ええるる今今 後後 のの課課 題題   

・ ゲリラ豪雨を想定した監視員の増員。 

・ 監視員、区、維持管理委員会等との連携強化。 

・ 日本気象協会マイコスの降雨予報を活用したハザードマップの作成。 
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3 民間気象会社の降雨情報予測を活用した防災活動 北海道 水松沢
おんこのさわ

ダム 

○○たためめ池池 のの概概 要要   

 

施施 設設 概概 要要                                               

所在地 岩内郡共和町幌似 352  

流域面積  2４0 ha 

受益面積  40 ha 

貯水量  230,000 m3 

満水面積  6 ha 

流域比  ４0 

構造  土堰堤 

堤高  12.8 m 

堤長  193.0 m 

 

管管 理理 体体 制制                                              

管理主体  共和土地改良区 

人員  2 人 

協力組織  水松沢貯水池地区維持管理委員会 

管理概要  

 点検 1 回/週 

 草刈り 1 回/年（7 月） 

 水位、取水量点検 毎日 

 土砂上げ 無し 

 

 

水松沢ダム 

位置図 
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4 集中管理システムの活用 青森県 上
かみ

高根
た か ね

ため池 

○○対対 応応 のの方方 針針   

・ ため池管理人は、ほ場整備単位で設置している地区維持管理委員会（上高根地区は

5 人）の中から委嘱された 1 人。 

・ 集中（用水）管理システムで土地改良区管理のダムでの気象、水位データと 32 箇

所（各施設 27 箇所、ため池 5 箇所）の水位計データを把握、確認。 

・ 豪雨時には、ため池管理人は地区維持管理委員会と連絡をとり、集中（用水）管理

システムのデータとテレビ等の気象情報も踏まえ、導水停止と事前放流によって貯

水位を管理。 

○○必必 要要 なな機機 材材 ・・人人 員員   

・ 豪雨時の巡視員：5 人程度（地区維持管理委員会（ため池管理人含む）） 

・ 応急対策に協力してくれる組合員：14 人以上（地区維持管理委員会 4 人、受益

者 10～15 人） 

・ 準備している応急資材：土のう袋 

○○豪豪 雨雨 ・・洪洪 水水 へへのの備備 ええ  

・ かんがい期の 8 月末まで、2 人 1 組で、1 日 2 回、用排水路やため池を巡視。 

・ 施設（堤体、余水吐、斜樋等）は年２回定期点検。 

・ 地区維持管理委員会では、草刈、流木やゴミの除去等実施。 

・ 平成 27 年に通報システムが完成される見込みで、ダム、河川等の状況により洪

水時に集中（用水）管理システムに情報が入る予定。 
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4 集中管理システムの活用 青森県 上
かみ

高根
た か ね

ため池 

○○たためめ池池 のの概概 要要   

 

施施 設設 概概 要要                                                 

所在地       北津軽郡中泊町大字高根 

流域面積  160 ha 

受益面積  ４7 ha 

貯水量  292,900 m3 

満水面積  13.1 ha 

流域比  12.21 

構造  土堰堤 

堤高  5.9 m 

堤長  3４0 m 

管管 理理 体体 制制                                                 

管理主体  小田川土地改良区 

人員  職員 19 人 

 非常勤理事 12 人 

 非常勤監事 3 人 

協力組織  中泊町（農政課） 

 西北地域県民局（地域農林水産部） 

管理概要  

 巡視  かんがい期 60 回/月 

  非かんがい期 不定期 

 年点検  年に 2 回 

 草刈り  年に 2 回 

 

上高根ため池 

位置図 

位置図 
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5 長年にわたり蓄積してきた管理記録の有効活用 青森県 汐干
しおほし

、小橋
こ ば し

ため池 

○○対対 応応 のの方方 針針   

・ 長年にわたり蓄積してきた管理記録を参考。 

・ 豪雨時には、ため池管理担当者は気象情報の入手とため池の水位を確認。 

・ 管理者から連絡を受けた土地改良区（非常勤理事２人）は排水路を巡視。 

・ ため池の水位上昇時、頭首工を閉鎖し導水停止、取水口を開放し、放流。 

・ 余水吐からの越流が予測される場合は、さらに角落としも開放し、放流。 

・ 平成 18 年における堤体や余水吐の改修後、豪雨被害は発生していない。 

○○必必 要要 なな機機 材材 ・・人人 員員   

・ 豪雨時の巡視員：3 人程度（ため池管理者 1 人、理事 2 人） 

・ 応急資材：土のう袋 1 千袋、杭、ロープ、ブルーシート（土地改良区倉庫に保管） 

○○豪豪 雨雨 ・・洪洪 水水 へへのの備備 ええ  

・ 降雪が多い年には３～４月に事前放流で低水位管理。 

・ 発達した低気圧や台風の接近等、気象状況に応じて巡視回数を増やす。 

・ ため池管理担当者は、水位を常時 8 割程度に保つように調整。 

・ かんがい期には取水が万全に行えるように、毎日取水口のゴミ取りと点検。 

・ ため池管理担当者は年 1 回、管理月報をまとめて提出。 

・ 土地改良区には数十年の管理記録が蓄積。 

・ 管理者が交代する際には、この管理記録を有効活用。 

 

 

 

 

○○管管 理理 者者 がが考考 ええるる今今 後後 のの課課 題題   

・・   導水停止後の周辺から沢水流入の防止。  

左：日報表紙

右：日報内容
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5 長年にわたり蓄積してきた管理記録の有効活用 青森県 汐干
しおほし

、小橋
こ ば し

ため池 

○○たためめ池池 のの概概 要要   

 

施施 設設 概概 要要                                               

所在地  東津軽郡蓬田村大字阿弥陀川字汐千地内 

流域面積  500 ha 

受益面積  6４ ha 

貯水量  — 

満水面積  — 

流域比  — 

構造  土堰堤 

堤高  — 

堤長  — 

 

管管 理理 体体 制制                                               

管理主体  蓬田村土地改良区  

人員  非常勤理事 12 人、監事 3 人 

 委託 2 人（ため池担当者） 

協力組織  蓬田村 

 東青地域県民局 

管理概要 

 巡視 かんがい期 毎日 

 非かんがい期 不定期 

 点検・草刈り  年に 1 回実施 

 

小橋ため池 

汐干ため池 

小橋ため池 

位置図 
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豪雨・洪水に対応した管理事例（ため池） 
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6 組合員全員が参加する管理体制 山形県 庄内堤
しょうないつつみ

 

○○対対 応応 のの方方 針針   

・ ため池管理者はテレビやラジオで気象情報を入手し、目視でため池水位を確認。 

・ 水位上昇時は水利組合長や財産管理組合役員等が排水路等を巡視。 

・ その後、ため池管理者は必要に応じて導水停止。 

・ 余水吐からの越流が予測される時、もしくはすでに越流している時は、取水口を

開放し放流。 

○○必必 要要 なな機機 材材 ・・人人 員員   

・ 豪雨時の巡視員 6 人（ため池管理担当者 2 人、飯田水利組合長 1 人、財産管理

組合役員 3 人） 

・ 応急対策に協力してくれる組合員 10 人程度（受益者） 

○○豪豪 雨雨 ・・洪洪 水水 へへのの備備 ええ  

・ 余水吐の点検や掃除、堤体と斜樋等の巡視や点検。 

・ 水路等の土砂浚渫、草刈り、共有林の下草刈り等を実施。 

・ 組合員全員の参加を基本としているため罰金規定を制定。 

・ 近隣住民からの水路状況の情報も水位調整に利用。 
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6 組合員全員が参加する管理体制 山形県 庄内堤
しょうないつつみ

 

○○たためめ池池 のの概概 要要   

 

施施 設設 概概 要要                                         

住所  山形市大字中桜田 

流域面積  — 

受益面積  10 ha 

貯水量  5,000 m3 

満水面積  0.5 ha 

流域比  0.02 

構造  土堰堤 

堤高  5.5 m 

堤長  70 m 

管管 理理 体体 制制                                         

管理主体  飯田水利組合 

人員  80 人 

 （うち、ため池担当者 2 人） 

協力組織  山形市 

 JA 山形 

 飯田財産管理組合 

 飯田町内会 

管理概要 

 巡視  かんがい期 毎日  

 非かんがい期 不定期 

 点検  年に 2 回 

 草刈り  年に 1 回 

 

庄内堤 

位置図 
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7 民間気象会社の気象情報の活用 山形県 前田
ま え だ

ため池 

○○対対 応応 のの方方 針針   

・ ため池管理担当者が、テレビ、ラジオの他に携帯電話にメール配信される雨雲予想、

民間気象会社ウェザーニュースなどの気象情報を参考にした事前放流で水位調整。 

・ 大雨警報、または 20mm の時間降雨量がある場合は、ため池管理担当者がため池

の水位を確認。 

・ 日降雨量が 80mm を越える場合には、大江町土地改良区もため池及び周辺排水路

等の巡視を実施。 

・ 気象情報より大雨警報、時間雨量が 20mm、またはゲリラ豪雨が発生した場合に

は、ため池水位や堤体回りの巡視回数を増やし、その都度対応策を検討。 

○○必必 要要 なな機機 材材 ・・人人 員員   

・ 豪雨時の巡視員：2 人程度（ため池管理担当者 1 人、受益者 1 人） 

・ 応急対策に協力してくれる組合員：16 人程度（受益者） 

・ 土のう袋：大江町土地改良区に保管 

・ ため池管理担当者：委託 

○○豪豪 雨雨 ・・洪洪 水水 へへのの備備 ええ  

・ ため池管理担当者を中心に組合員で年 1 回の草刈や取水口の清掃。 

・ かんがい時期におけるため池管理者による毎日、朝・夕 2 回の巡視。 

○○管管 理理 者者 がが考考 ええるる今今 後後 のの課課 題題   

・ ため池管理者の確保が困難なため、機械による自動管理システムの導入。 

・ 現在土地改良区管内のため池ごとに管理規程を作成中。 
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7 民間気象会社の気象情報の活用 山形県 前田
ま え だ

ため池 

○○たためめ池池 のの概概 要要   

  

施施 設設 概概 要要                                           

所在地  西村山郡大江町大字三郷乙字前山 

流域面積  80 ha 

受益面積  30 ha 

貯水量  37,000 m3 

満水面積  0.7 ha 

流域比  114 

構造  土堰堤 

堤高  15.2 m 

堤長  53.5 m 

 

管管 理理 体体 制制                                         

管理主体  大江町土地改良区 

人員  職員 2 人（ため池担当者 1 人） 

 非常勤理事 7 人 

 非常勤監事 2 人 

協力組織  山形県村山総合支庁 

 （経済産業部農村計画課） 

 大江町（農林課事業係） 

管理概要  

 巡回  かんがい期 60 回/月 

  非かんがい期 不定期 

 点検  年に 1 回 

 草刈り  年に 1 回 

前田ため池 

位置図 
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8 ため池の多目的利用による管理人材の確保 群馬県 中子
な か こ

沼
ぬま

 

○○対対 応応 のの方方 針針   

・ 組合長及び役員が気象情報を確認。 

・ 大雨注意報・警報が発表された場合は、組合長が導水停止。 

・ 30 ㎜/hr を超える大雨の場合、組合長は役員に応援依頼。 

・ 役員らが 2～3 時間ごとに巡視。 

・ 水路の越流など住民に危険が及ぶおそれのある場合には、周辺自治会の組長に連絡。 

○○必必 要要 なな機機 材材 ・・人人 員員   

・ 豪雨・洪水時の対策協議員：組合長（１人）と役員（４人） 

・ 緊急時の応援要員：農事組合の組長（9 人） 

○○豪豪 雨雨 ・・洪洪 水水 へへのの備備 ええ  

・ 管理代行者の確保 

 ため池は養殖やビオトープなど多目的に利用されているため、日常的な管理作業

は、沼の水の無償利用の対価として養殖業者が代行することで、人材を確保してい

る。 

・ やる気の維持 

 ため池下流の水路はホタルの里として、自治体、子供育成会、ほたるを守る会が

主体となり環境保全活動が行われている。ホタルの里は多くの人が訪れる場となっ

ており、来訪者の迎え入れが管理者のモチベーション（やる気）を高めている。 

○○管管 理理 者者 がが考考 ええるる今今 後後 のの課課 題題   

・ 将来的に養殖業者が廃業した場合の次なる担い手の確保。 

・ ホタル等を通じて、ため池の環境保全的な価値を再認識してもらい、将来的にため

池を維持していこうという気運を高める活動の継続、展開。 
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8 ため池の多目的利用による管理人材の確保 群馬県 中子
な か こ

沼
ぬま

 

○○たためめ池池 のの概概 要要   

     

施施 設設 概概 要要                                         

所在地  前橋市田口町 

流域面積  20 ha 

受益面積  9 ha 

貯水量  10,900 m3 

満水面積  0.４5 ha 

流域比  ４４.４ 

構造  土堰堤 

堤高  5.４ m 

堤長  73.5 m 

 

管管 理理 体体 制制                                         

管理主体  中子沼水利組合 

人員  23 人 

協力組織  － 

管理概要   

 草刈り  3 回/年 

 巡視  1 回/週（夏季） 

 点検  2～3 回/年 

 

 

 

 

 

中子沼 

位置図 
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9 行楽で利用される貯水池の市との共同管理 群馬県 丹生
に ゅ う

貯水池 

○○対対 応応 のの方方 針針   

・ ため池を巡視して水位を確認。 

・ ため池と一体管理している取水河川の頭首工の水位観測情報を入手。 

・ これら両者をもとに導水停止や放流で対処。 

○○必必 要要 なな機機 材材 ・・人人 員員   

・ 日常の点検・管理は主に土地改良区職員 2 人。 

・ 豪雨時の対応は土地改良区職員 2 人と役員 1４人のうち 5 人が中心。 

○○豪豪 雨雨 ・・洪洪 水水 へへのの備備 ええ  

・ 農業用水用貯水池のみならず、釣り場や観光施設にもなっている。 

・ このため富岡市（主に観光課）もため池の管理を担っている。 

・ 土地改良区職員は市との連携のもとでため池や河川を巡視。 

・ 本地域では農地・水保全管理支払交付金を受けており、地域住民とともに用排水路

の水門操作実習を行うなど、地域住民とのコミュニケーションづくりに努めている。 

・ その結果、周辺住民より頭首工やため池周辺の状況について連絡をいただくことが

ある。 

・ インターネットで県の防災情報や国土交通省の「ＸバンドＭＰレーダ雨量観測

XRAIN（エックスレイン）」の雨量情報を活用。 

○○管管 理理 者者 がが考考 ええるる今今 後後 のの課課 題題   

・ ハザードマップや管理マニュアルの作成。 

・ 誰でもため池管理に参加できるような体制づくり。 

・ ため池の水位監視システムの導入。 
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9 行楽で利用される貯水池の市との共同管理 群馬県 丹生
に ゅ う

貯水池 

○○たためめ池池 のの概概 要要   

  

施施 設設 概概 要要                                             

所在地          富岡市下丹生 

流域面積  13.5 ha 

受益面積  25４.5 ha 

貯水量  1,４４7,４00 m3 

満水面積  22.４2 ha 

流域比  0.60 

構造  土堰堤 

堤高  17.3 m 

堤長  398.2 m 

 

管管 理理 体体 制制                                           

管理主体 甘楽多野用水土地改良区 

人員         役員 1４人 

 監事 3 人 

 総代 65 人 

 組合員 992 人 

 土地改良区職員は 2 人 

協力組織  富岡市 

管理概要  

 草刈り  2 回/年 

 清掃  ３回/年 

 巡視  ３～４回/週（夏季） 

丹生貯水池 

位置図 

組織は 
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10 組合と市、自治会との連携 埼玉県 岡沼
おかぬま

 

○○平平 成成 2233 年年 台台 風風 66 号号 のの大大 雨雨 ににおおけけるる対対 応応   

・ 台風の接近に伴い、大雨の可能性が高まる。 

・ 堰番（ため池当番）はため池及びその周辺を巡視、点検。 

・ テレビの天気予報から台風の影響による大雨を予測。 

・ 堰番はため池の堰板を取り外して事前放流。 

・ 降雨が激しくなり、引き続き堰番がため池及びその周辺を巡視、点検。 

・ 巡視中に堤体上の道路法面（ため池護岸）の崩落を発見し、支部長に連絡。 

・ その報告を受けて支部長、副支部長、堰番が現地確認し、対応を協議。 

・ 崩落による通行車両の事故防止のため、支部長が東松山市と自治会長に連絡。 

・ 通行車両に注意を促すため、市が崩落部に囲い（コーンとロープ）を設置。 

・ 自治会長が地域住民に周知。 

・ 降り始めからの雨量は 200mm 超（埼玉県熊谷の観測所）。 

○○必必 要要 なな機機 材材 ・・人人 員員   

・ 豪雨時の巡視：堰番 2 人 

・ 現地確認と対応協議する体制：支部長 1 人、副支部長 2 人、堰番 2 人 

・ 応急対策時の作業：協力組合員 33 人（支部長等含む） 

○○豪豪 雨雨 ・・洪洪 水水 へへのの備備 ええ  

・ 日頃から堰番がため池の水位や水路の状況等を巡視、点検する。 

・ 道路や水路の被害発生時における市（東松山市農政課）との協力体制。 

・ 自治会長（岡口地区長）による地域住民への連絡、周知体制。 
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10 組合と市、自治会との連携 埼玉県 岡沼
おかぬま

 

○○たためめ池池 のの概概 要要   

 

施施 設設 概概 要要                                         

所在地 東松山市大字岡字前谷２０７ 

流域面積  60 ha 

受益面積  9 ha 

貯水量  4,000 m3 

流域比  150 

構造  土堰堤 

堤高  2 m 

堤長  110 m 

 

管管 理理 体体 制制                                         

管理主体 大岡北部地区水利組合 前藪支部 

人員  33 人 

協力組織  － 

管理概要 

 草刈り  7 月に 1 回 

 堀さらい  3 月に 1 回 

 

岡沼 

位置図 
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11 携帯電話（177）での降雨予報入手、事前放流 富山県 日地地
に ち ぢ

池 

○○平平 成成 2200 年年 77 月月 88 日日 のの豪豪 雨雨 ににおおけけるる対対 応応   

平成 12 年の堤体崩壊という惨事を踏まえて、豪雨予報入手後すぐに事前放流を行った。 

対対 応応 のの手手 順順 ・・内内 容容 判判 断断 材材 料料 

① 
管理者が他の受益者５人に声掛けを実施 

管理者が２段目取水栓から事前放流を開始 

７月７日 深夜 受益者の１人がテレビで翌

早朝の豪雨情報を入手 

② 

受益者がため池に集合 

流入側溝閉塞、3 段目取水栓から事前放流 

施設周り点検、取水栓付近のゴミ除去 

７月８日 午前４時 雨が降り始める 

携帯電話(177)で 50mm 程度の降雨予報 

強い雨が断続的に降る 

③ 

３段目取水栓からの事前放流を継続 

全員、車内へ退避 

車内から通行車両へ注意を促す 

午前５時 携帯電話で 40mm の降雨情報を入手 

大雨注意報が発令後、非常に激しい雨 

④ 

２人が受益地、下流水路を巡視 

２人が上流流域を巡視 

午前６時１５分頃 降り始めからの雨量が

100mm を超えた情報を入手 

小康状態となる情報を入手 

⑤ 
３段目取水栓を閉塞 

ため池の貯水量を確保するため、流入再開 

午前７時 ため池の水位が徐々に上昇中 

⑥ 
２段目取水栓を閉塞 午前８時 携帯電話で１０時頃に雨雲が抜け

る情報を入手 

⑦ １段目取水栓は開放状態にし、全員帰宅 午前９時１０分頃 小雨状態となる 

・ ７月８日午前４時頃から降り始めた雨は、同６時の時間雨量が 52mm の大雨。 

・ 近傍の八尾観測所での時間最大雨量 64.5mm、降り始めからの雨量 134.5mm。 

○○必必 要要 なな機機 材材 ・・人人 員員   

・ 気象情報（177）入手用携帯電話、軽トラック３台（スコップ等積載） 

○○豪豪 雨雨 ・・洪洪 水水 へへのの備備 ええ  

・ 洪水時期前に流入水路の清掃や土砂撤去。（受益者全員） 

・ 堤体の亀裂や破損箇所の有無を点検。（管理者） 

・ 降水量とため池水位の上昇速度との関係を把握。（管理者） 

 ※本ため池は貯水量が少ない割に流域面積が広く、降雨後に急速に水位が上昇するため、

豪雨時の適切な対応にはこの関係把握が重要となる。 
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11 携帯電話（177）での降雨予報入手、事前放流 富山県 日地地
に ち ぢ

池 

○○管管 理理 者者 がが考考 ええるる今今 後後 のの課課 題題   

・ かんがい期における給水不足回避のため、事前放流時の予報降水量を把握。 

○○たためめ池池 のの概概 要要   

施施 設設 概概 要要                                         

所在地  富山市山田若土 

流域面積  5 ha 

受益面積  4 ha 

貯水量  5,000 m3 

満水面積  0.08 ha 

流域比  62 

構造  土堰堤 

堤高  8 ｍ 

堤長  20 m 

 

管管 理理 体体 制制                                         

管理主体  個人 

人員  ５人（内１人は管理者） 

協力組織  上村自治会（受益者５人） 

管理概要 

 草刈 ３回/年（6、7、8 月） 

 清掃、土砂除去（流入水路、用水路） 随時 

 ほ場、用水路等の巡視  毎日 

 通水試験 ４月に実施 

 ため池施設の点検 毎日 

位置図

日地地池 
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12 一人ため池管理者による対応 福井県 巣ヶ窪
す が く ぼ

ため池

○○平平 成成 2233 年年 88 月月 豪豪 雨雨 ににおおけけるる対対 応応

豪雨情報入手後、ため池流入部を土のう締切りで導水停止、取水栓開放で事前放流。  

対対 応応 のの手手 順順 ・・内内 容容 判判 断断 材材 料料

① 自宅倉庫の土のう（３０袋）を準備 １８日正午 テレビの３時間降雨予報を入手 

② 
土のうを現地に搬入し、流入水路に設置 

ため池上部斜樋取水栓より事前放流開始 

午後３時 テレビの３時間毎降雨予報により豪

雨情報を入手 

③ 中央斜樋取水栓を開放し、事前放流再開 ため池の水位が中央斜樋まで低下 

④ 巡回は危険性が高いため断念 

午後１０時 継続して豪雨情報を入手 

午後１１時に時間降雨量 20mm 超を記録 

末町地域防災無線で大雨注意報発令 

⑤ 巡回は危険性が高いため断念 １９日午前０時 強い雨が続くとの予報入手 

⑥ 巡回は危険性が高いため断念 
同午前２時 防災無線で大雨警報発令 

同午前５時 激しい雨が続く 

⑦ 
巡回に出たが地区内の河川水位が上昇、ほ場が湛水

しており、ため池までは通行不可能 

同午前５時３０分 雨が小降りになる 

大雨警報、注意報等解除 

６時 雨が降り止む 

⑧ 
堤体の越流形跡はなし 

ほ場の一部で法面崩壊や下流水路が崩壊 

同午前８時 河川水位が低下 

ため池の水位が中央斜樋で維持 

※対応はすべてため池管理者 1 人で実施 

○○必必 要要 なな機機 材材 ・・人人 員員

・ 土のう（３０袋）、軽トラック１台（土のう、スコップ等積載） 

○○豪豪 雨雨 ・・洪洪 水水 へへのの備備 ええ

・ 土のう常備と必要量の確保。 

・ 提体の点検、水路の清掃や土砂撤去、ため池周辺草刈り。 
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12 一人ため池管理者による対応 福井県 巣ヶ窪
す が く ぼ

ため池

○○たためめ池池 のの概概 要要

施施 設設 概概 要要 

所在地 福井市末町 

流域面積 2.7 ha 

受益面積 0.8 ha 

貯水量 1,000 m3

満水面積 0.084 ha 

流域比 32 

構造 土堰堤 

堤高 4.0 m 

堤長 40 m 

管管 理理 体体 制制 

管理主体 個人 

人員 ２人（１人は管理者） 

協力組織 末町農家組合 

管理概要 

草刈 ３回/年（6、７、8 月） 

清掃・土砂除去（流入水路、用水路） 随時 

ほ場・用水路等の巡視 毎日 

ため池施設の点検 毎日 

位置図 

巣ヶ窪ため池 
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13 緊急放流と土のう設置による洪水対策 福井県 水谷
みずたに

ため池 

○○平平 成成 2211 年年 88 月月 22 日日 豪豪 雨雨 ににおおけけるる対対 応応   

・ ８月１日深夜から早朝にかけて集中豪雨の危険性があるとの予報を入手。 

・ 土のうの準備とため池の水位確認。 

・ 組合長が水管理担当者と役員６人に最新降雨情報を伝達し、待機を指示。 

・ 下流水路とほ場の巡視とため池水位の確認。 

・ 午前４時３０分に 20mm/hr 程度の降雨、洪水吐より越流。 

・ 下流水路屈曲部に土のうの設置、取水栓からの放流。 

・ 町の防災無線により大雨注意報発令（降雨 50mm/hr 程度）。 

・ ため池付近より作業員全員に避難指示、住民にため池付近の立ち入り制限通達。 

・ 午前６時に雨が小康状態になり、洪水吐からの越流が止まり、取水栓を閉塞。 

・ 下流水路とほ場の巡視、土のう撤去。 

○○必必 要要 なな機機 材材 ・・人人 員員  

・ 土のう：４０～５０袋（営農組合倉庫に保管） 

・ 応急作業協力員：６人（営農組合役員）土のう設置、巡視、住民連絡 

・ 土のう運搬用軽トラック（個人）１台、協力員移動用軽トラック２～３台 

・ 気象情報入手：1 人（営農組合長）（平時含む） 

・ ため池水位、漏水確認：1 人（水管理担当者）（平時含む） 

○○豪豪 雨雨 ・・洪洪 水水 へへのの備備 ええ  

・ 作業員の人員確保、その配備先と作業内容の事前取り決め。 

○○管管 理理 者者 がが考考 ええるる今今 後後 のの課課 題題   

・ 夜間作業時における作業員の安全確保。 

・ かんがい期の給水不足回避のため、取水栓からの必要以上の放流防止。 
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13 緊急放流と土のう設置による洪水対策 福井県 水谷
みずたに

ため池 

○○たためめ池池 のの概概 要要   

 

施施 設設 概概 要要                                             

所在地  永平寺町谷口 

流域面積  10.2 ha 

受益面積  15 ha 

貯水量  24,000 m3 

満水面積  0.35 ha 

流域比  29.14 

構造  土堰堤 

堤高  7 m 

堤長  70 m 

 

管管 理理 体体 制制                                             

管理主体  下志比谷口土地改良区 

人員  営農組合役員１５人 

 内 1 人は水管理担当者 

協力組織  谷口営農組合 

管理概要 

 堤体草刈  ３回/年(6、7、8 月) 

 水位確認  毎日 

 漏水確認  毎日 

 通水試験  １回/年(4 月) 

 下流水路泥上げ  随時 

 

水谷ため池 

位置図 
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14 市防災情報を携帯電話で受信 山梨県 境之沢
さかいのさわ

溜池 

○○対対 応応 のの方方 針針   

・ 大雨の際には、班長が大雨予測を確認し、域内の巡視・点検の実施、自治会役員及

び農事組合役員に連絡して早期の人員配置を行う。 

・ 土砂崩れの発生に備え、北杜市から無料配布される土のう袋に土を詰め、過去の土

砂崩れ発生箇所や危険箇所の付近に仮置きする。 

・ ため池の水位が異常に上昇した時は、緊急放流を行い、洪水調節容量を確保する。 

○○必必 要要 なな機機 材材 ・・人人 員員   

・ 使用資材：土のう袋（20 袋、北杜市から無料配布）、軽トラック 1 台 

・ 大雨時の巡視員：班長１人（協力体制は確保） 

・ 応急対策第 1 段階の協力要員：12 人（班長代理 2 人、その他自治会役員 5 人、

農事組合員 5 人） 

・ 応急対策第 2 段階の協力要員：自営消防団 8 人 

○○豪豪 雨雨 ・・洪洪 水水 へへのの備備 ええ  

・ 市防災情報を携帯電話で受信するシステムにより、逐次新しい情報入手。 

・ 自治会が池の管理者で、巡視・点検、ゴミの除去等を実施。 

・ 日頃から営農者が農作業時にため池の水位や堤体の点検を実施。 

・ 北杜市が定期的に開催する集落全体を対象とした防災訓練に参加。 

・ 作業人員（10 人）を確保し、巡視、草刈り、貯水池内の流木やゴミの除去等。 

○○管管 理理 者者 がが考考 ええるる今今 後後 のの課課 題題   

・ これまでの慣習を成文化したマニュアルの作成。 
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14 市防災情報を携帯電話で受信 山梨県 境之沢
さかいのさわ

溜池 

○○たためめ池池 のの概概 要要   

施設概要                        

所在地 北杜市須玉町境之沢 

ため池の流域面積  8  ha 

受益面積  3  ha 

貯水量  5,620  m3 

満水面積  0.2  ha 

流域比 40.0 

構造  土堰堤 

堤高  4.5  m 

堤長  30  m 

 

管理体制                       

管理主体 須玉町地内自治会新澤区境之沢班 

人員 18 人  

協力組織 北杜市、須玉町地内自治会、 

  自営消防団、農事組合 

管理概要  

 堤体の巡視・点検 月 1 回 

 放流施設の点検 月 1 回 

 堤体の草刈り 2～3 ヶ月 1 回 

 洪水吐、余水吐の掃除 月 1 回 

 流木やゴミの除去 月 1 回 

 

境之沢溜池 

位置図 
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15 豪雨時の早期対応と地域協力による防災活動 山梨県 陣場
じ ん ば

溜池 

○○対対 応応 のの方方 針針   

・ テレビおよびケーブルテレビの天気予報により大雨が予測された場合、取水口管理

者（ため池近くの居住者）が導水停止し、世話役（管理組には属していない事実上

の管理組合長）に連絡。 

・ 世話役が当番組長と下流水路やため池を巡視して被害の有無を確認。 

・ 被害状況に応じて当番組（10 人）と世話役が、溢水の危険のある所に土のう設置。 

 

○○必必 要要 なな機機 材材 ・・人人 員員   

・ 巡視員 2 人（世話役、当番組長）、応急対策に協力する当番組員 9 人 

・ 応援人員：その他組員 40 人、消防団 14 人程度 

 

○○豪豪 雨雨 ・・洪洪 水水 へへのの備備 ええ  

・ ため池が老朽化していることから、日頃より漏水箇所を把握しておく。 

・ 日頃から消防団との連携を図り、男性は全員消防団の経験を積み、日々の訓練の中

で災害時対応訓練を行う。 

 

○○管管 理理 者者 がが考考 ええるる今今 後後 のの課課 題題   

・ ピンポイント天気予測。 
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15 豪雨時の早期対応と地域協力による防災活動 山梨県 陣場
じ ん ば

溜池 

○○たためめ池池 のの概概 要要   

施設概要                        

所在地 北杜市鳥原町地内 

ため池の流域面積  0.4  ha 

受益面積  7  ha 

貯水量  1,000  m3 

満水面積  0.06  ha 

流域比 6.7 

構造  土堰堤 

堤高  6.5  m 

堤長  15  m 

管理体制                       

管理主体 陣場溜池管理組班 

人員 10 人 

（5 組で毎年持ち回り）  

協力組織 当番組以外の組（計 40 人） 

  消防団（14 人程度） 

管理概要  

 巡視・点検 月 2 回以上 

 土堤の草刈り 6 月（年 1 回） 

 取水口と導水路の砂さらい 随時 

 ごみ取り 10 月（年 1 回） 

 

位置図 

陣馬溜池 
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16 雨水感知器と連動した自動堰による早期取水停止 山梨県 月見
つ き み

が池 

○○平平 成成 1199 年年 99 月月 台台 風風 99 号号 ににおおけけるる対対 応応   

・ テレビやインターネットの気象情報から台風接近に伴う大雨予報を確認。 

・ 大雨の半日前までに事務局長と作業員 2 人で取水口のゲートを閉鎖。 

・ 引き続き巡視し、降雨量予測から放流し、ため池の水位を下げた。 

・ テレビやインターネットの気象情報から降雨量が多くなることを確認。 

・ ため池周辺の巡視を継続し、水位に異常の無いことを確認。 

・ 小康状態となり、大雨は峠を越えたとの情報を確認。 

・ 巡視により被害が生じていないことを確認。 

・ 雨が止んで２～３日経過後、川の水位が低下。 

・ 作業の安全性を確認し、取水口に溜まった流木等のゴミを除去し、取水を再開。 

気気 象象 影影 響響 のの概概 況況   

・ ため池近隣の気象庁上野原観測所においては降り始めからの雨量が 292mm、日

最大降雨量が 183mm を記録する大雨となった。 

○○必必 要要 なな機機 材材 、、人人 員員   

・ 大雨時の作業要員兼巡視要員：4 人（事務局員 2 人、作業員 2 人） 

なお、作業員はシルバー人材センターに委託 

・ 大雨時の使用機材：車両 1 台（取入口のゲート操作、巡視） 

○○豪豪 雨雨 ・・洪洪 水水 へへのの備備 ええ  

・ 平常時の管理及び大雨時の対応方法に係る取り決めはあるが、成文化されておら

ず、実際の作業を通じて口頭で伝えておく。 

・ 大雨の降り始め予測の半日前までに導水停止。 

・ 降雨量予測と経験に基づき事前放流。 

・ ため池下流の本線水路に設置した雨水感知器と連動して自動的に動作する堰によ

り、本線水路の流量を支線水路に分散し、水路の溢水を防止している。 

59



豪雨・洪水に対応した管理事例（ため池） 
2/2 

  

16 雨水感知器と連動した自動堰による早期取水停止 山梨県 月見
つ き み

が池 

○○たためめ池池 のの概概 要要   

  

施施 設設 概概 要要                                              

所在地  上野原市上野原 

流域面積  ― 

受益面積  27 ha 

貯水量  24,500 m3 

満水面積  0.97 ha 

流域比  ― 

構造  土堰堤 

堤高  5.0 m 

堤長  75 m 

 

管管 理理 体体 制制                                              

管理主体  上野原土地改良区 

人員  理事 11 人、総代 18 人、事務局 2 人 

協力組織  シルバー人材センター 

管理概要  

 堤体の巡視・点検 

 洪水・余水吐の点検 

 取水施設の点検 

 放流施設の点検 

 上流山林の状況確認 

 洪水吐・余水吐の清掃 

 流木やゴミの除去 

 堤体の草刈  4、7、10 月に実施 

月見が池 

4～9 月まで毎日

（土日を除く） 

他の月は隔日 

位置図 
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17 マニュアルに基づく緊急時対応 長野県 切石
き り い し

（夫婦池
め お と い け

） 

○○対対 応応 のの方方 針針   

 大雨時に行う対応の内容は「大田切土地改良区 緊急時対応マニュアル」に規定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○必必 要要 なな機機 材材 ・・人人 員員   

・ ため池、幹線水路の巡視・対応：幹線水路管理人（3 人）、土地改良区理事長（1

人）、維持管理委員長（１人） 

・ 支線水路の巡視・対応：維持管理委員理事代表（3 人、内 1 人は維持管理委員長と

する）、維持管理委員（14 人） 

・ 応急対策協力組合員：各集落の理事（14 人、内 3 人は維持管理委員と理事を兼務） 

○○豪豪 雨雨 ・・洪洪 水水 へへのの備備 ええ  

・ 成文化されたマニュアル「大田切土地改良区 緊急時対応マニュアル」と緊急連絡

図「緊急時 維持管理連絡図」を作成し、対応・体制について確立。 

・ ほぼ毎日の巡視により、ため池、水路の状況を把握。 

・ 幹線水路管理人の巡視結果に基づき水位上昇が予測された場合は、土地改良区理事

長または維持管理委員長が幹線水路管理人に導水停止を指示。 

駒ヶ根市大田切土地改良区 緊急時対応マニュアル（抜粋） 

＜改良区事務所の対応＞ 

① 理事長又は維持管理委員長は事務所に詰めて、指示を出す。 

② 勤務時間中、職員は緊急時責任者からの指示に従い、維持管理連絡図を基に連絡を

取る。（最初に、幹線水路管理人との連絡を取る。） 

③ 各地区からの報告を受ける。 

④ 各地区からの報告を維持管理委員長（理事長）に伝える。 

⑤ 市役所（農林課・都市整備課）との連携をとる。 

＜各維持管理委員の対応＞ 

① 集落内の水門整備・水路の塧流について把握する。 

② 水門を共有する集落との連携・連絡を取る。 

③ 危険箇所の点検・対応をして事務所に報告する。 

④ 集落と連携し、緊急時点検箇所の把握をしておく。 

⑤ 緊急時後は、水門等を通常の状態に戻し、点検管理をする。 
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17 マニュアルに基づく緊急時対応 長野県 切石
き り い し

（夫婦池
め お と い け

） 

○○たためめ池池 のの概概 要要   

  

施施 設設 概概 要要                                         

所在地  駒ヶ根市大字北割 

流域面積  80 ha 

受益面積  80 ha 

貯水量  9,000 m3 

満水面積  0.9 ha 

流域比  88 

構造  土堰堤 

堤高  5 m 

堤長  205 m 

 

管管 理理 体体 制制                                         

管理主体  駒ヶ根市大田切土地改良区 

人員  土地改良区役員 4 人 

 幹線水路管理人 3 人 

 組合員 1,100 人 

協力組織  － 

管理概要 

 ため池の点検  年 1 回 

 堤体の草刈  2 ヶ月に 1 回 

 余水吐の清掃  2 ヶ月に 1 回 

 

位置図 

夫婦池（上：上の池、下：下の池）
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