
 

少雨・渇水に対応した管理事例（ため池） 

 

 
1 管理基準値厳守による渇水対策 103 

  北海道 屈狩貯水池 貯水量 209,400m3、受益面積 36.76ha 

 2 ２つのため池の連携による水位調整 105 
  青森県 六助ため池  貯水量 112,500m3、受益面積 28ha 

六助上ため池 貯水量 7,500m3、 受益面積 28ha 

 3 県、市との連携による渇水被害の回避 107 
  群馬県 丹生貯水池 貯水量 1,447,400m3、受益面積 254.5ha 

 4 井戸水及び河川水の有効利用 109 
  埼玉県 岡沼 貯水量 4,000m3、受益面積 9ha 

 5 複数ため池の放流調整による用水管理 111 
  埼玉県 片岡沼 貯水量 1,000m3、受益面積 2ha 

 6 作付け体系と供給可能水量を想定した渇水対策 113 
  福井県 江端ため沼 貯水量 4,550m3、受益面積 2.3ha 

 7 番水制による給水制限の実施 117 
  福井県 水谷ため池 貯水量 24,000m3、受益面積 15ha 

 8 水利調整委員会と水路管理人による配水の実施 121 
  長野県 切石（夫婦池） 貯水量 9,000m3、受益面積 80ha 

 9 井戸からの補給水確保と節水農法 125 
  三重県 ２号池 貯水量 1,500m3、受益面積 6ha 

10 排水路からのポンプアップによる反復利用 127 
  三重県 藤田谷池 貯水量 3,700m3、受益面積 4ha 

11 反復利用施設と補助水源用井戸による渇水対策 129 
  三重県 桝池 貯水量 18,000m3、受益面積 45ha 

12 文書による節水要請及び取水時間制限 131 
  岡山県 児山池 貯水量 9,000m3、受益面積 7ha 

13 こまめな水位管理と節水意識の徹底 133 
  山口県 大浴の下池 貯水量 1,200m3、受益面積 3.5ha 
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14 適切な利水調整と渇水対策の実施 135 
  香川県 船岡池 貯水量 350,00m3、受益面積 38ha 
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1 管理基準値厳守による渇水対策 北海道 屈狩
く つ か り

貯水池 

○○対対 応応 のの方方 針針   

・ かんがい期間中に、ため池の貯水量が満水時の１/３に減少したため、用水供給量

の 25％を節水する事にした。 

・ 節水会議を実施し、関係受益者に周知。各受益地では、節水率に基づき、事前に取

水エリアの交代を決めて対応した。 

・ 用水供給量の 25％を節水しても、さらに貯水量が満水時１/３より減少し続けた

ため、用水供給量の 35％まで節水し、受益地では取水エリアを事前に決めて対応

を行った。 

・ 段階的な給水量の制限を実施した事で、次のまとまった降雨までため池の貯水量が

ゼロになる事を防ぐことができた。 

○○少少 雨雨 ・・渇渇 水水 へへのの備備 ええ  

・ 管理基準値を常に監視。 

・ ダム貯水位が管理基準値を下回った場合は 25％節水により番水。 

・ 節水会議を実施し、関係受益者に周知。各受益地では、節水率に基づき、事前に取

水エリアの交代を決めて対応。 

○○管管 理理 者者 がが考考 ええるる今今 後後 のの課課 題題   

・ 現状の貯水管理(渇水時の管理)方法は、満水時の貯水量の１/３を管理基準値として

いるが、米の生産調整に応じた必要量に対する、かんがい期末日までダムからの補

給が可能な貯水運用ルール(基準貯水ライン)を策定する。 

・ 毎年通水期間前に用水路の清掃作業を行っているが、普通期６月に用水路内に藻類

が発生し通水を妨げる原因となっている。用水路の通水能力が維持できる状態に管

理できるよう、普通期間中も用水路清掃作業を行い、節水時のかんがい(水路搬送)

効率を高める。 
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1 管理基準値厳守による渇水対策 北海道 屈狩
く つ か り

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  深川市字摩 585、 

 586、587 

流域面積  200 ha 

受益面積  36.76 ha 

貯水量  209,400 m3 

満水面積  8.9 ha 

流域比  23 

構造  土堰堤 

堤高  10 m 

堤長  60 m 

 

管管 理理 体体 制制                                         

管理主体  多度志土地改良区 

人員  1 人（改良区職員） 

 1 人（委託地元業者 60 代） 

協力組織  多度志支線組合 

管理概要  

 点検（放流施設や周辺の山） 1 回/月 

 草刈り  2 回/年(6 月～8 月) 

 土砂除去 ほとんど堆積無し 

 

 

 

屈狩貯水池 

位置図 
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2 ２つのため池の連携による水位調整 青森県 六
ろ く

助
すけ

ため池・六
ろ く

助
すけ

上
かみ

ため池

○○対対 応応 のの方方 針針

・ 渇水対策としては、ため池管理担当者が頻繁に気象情報を入手し、ため池水位を確

認のうえ、水位を常時 8 割程度に調整している。 

・ 水位が 8 割未満のときには、ファームポンド的機能を有する上流の六助上ため池

から放流を行い、六助ため池の水位調整を行っている。 

・ 渇水時にはため池管理担当者が巡視回数を増やし、無駄な掛け流しを行わないよう

五所川原市南部土地改良区から受益者に周知させ、節水の呼びかけや番水を行うこ

ととしている。 

○○必必 要要 なな機機 材材 ・・人人 員員

・ 渇水時の巡視員 1 人 

○○少少 雨雨 ・・渇渇 水水 へへのの備備 ええ

・ ため池施設の老朽化に伴い、管理・点検については、毎年堤体の漏水検査等で危険

な場所を把握し、改修整備を行っている。 

・ 降雨が少ない時期には、六助上ため池から六助ため池へ早めに水を流すなどの調整

を行っている（2 つのため池の連携による水位調整）。 

・ 渇水時期には特に注意を払い、水位管理を行っている。受益地の見周りやため池の

監視の回数を増やし、ため池の水位に注意しながら、下流への放流を行っている。 

・ 土地改良区が受益者に節水や番水について周知し、ため池管理担当者が取水口の操

作により調整する。 

○○管管 理理 者者 がが考考 ええるる今今 後後 のの課課 題題

・ ため池内に流入した土砂の浚渫。 
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2 ２つのため池の連携による水位調整 青森県 六助ため池・六助上ため池 

○○たためめ池池 のの概概 要要   

  

施施 設設 概概 要要 （（六六 助助 たためめ池池 //六六 助助 上上 たためめ池池 ））  

所在地  五所川原市原子/羽野木沢 

流域面積  50 ha/10 ha 

受益面積  28 ha/28 ha 

貯水量  112,500 m3/7,500 m3 

満水面積  4.3 ha/50 ha 

流域比  11.63/0.20 

構造  土堰堤 

堤高  7 m/4 ｍ 

堤長  410 m/55 ｍ 

 

管管 理理 体体 制制                                         

管理主体 五所川原市南部土地改良区 

人員  職員 6 人（ため池担当者 2 人） 

 非常勤理事 7 人 

 非常勤 3 人 

協力組織  原六地区維持管理委員 

 西北地域県民局（地域農林水産部） 

 五所川原市（経済部農村整備課） 

管理概要  

 巡視  かんがい期 毎日/月 

  非かんがい期 不定期 

 年点検  年 1 回 

 草刈り  年 1 回 

六助ため池 

位置図 
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3 県、市との連携による渇水被害の回避 群馬県 丹生
に ゅ う

貯水池 

○○平平 成成 2255 年年 55 月月 のの少少 雨雨 時時 のの対対 応応   

・ 平成 25 年は５月中旬の梅雨入り以降雨が降らず渇水被害が懸念された。 

・ このため、群馬県富岡土木事務所や富岡市などと調整会議を開き、県営の道平川ダ

ムや市の立沢川ダム（水道用ダム及び砂防ダム）から用水を融通してもらった。 

・ その後降雨があり、渇水被害は免れた。 

・ 前橋地方気象台によると、平成 25 年 5 月の降水量は 31.0mm で、平年値

（101.9mm）の 30％であった。 

○○必必 要要 なな機機 材材 ・・人人 員員   

・ 日常の点検、管理要員：土地改良区職員 2 人 

○○少少 雨雨 ・・渇渇 水水 へへのの備備 ええ 

・ 群馬県及び富岡市との協力体制が構築されている。 

・ 富岡市が釣り場としての管理を常時行っているため、連絡・連携をとりながら甘楽

多野用水土地改良区では施設及び水の管理を行っている。 

・ インターネットで県の防災情報や国交省のレーダー雨量情報を活用している。 

・ 地域の一部で番水制度や反復利用を行っている。 

○○管管 理理 者者 がが考考 ええるる今今 後後 のの課課 題題   

・ 管理マニュアルの作成 

・ 水位監視システムの導入（巡視員不足を補うため） 
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3 県、市との連携による渇水被害の回避 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                                         

住所  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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4 井戸水及び河川水の有効利用 埼玉県 岡沼
おかぬま

 

○○平平 成成 2244 年年 77、、88 月月 のの少少 雨雨 ににおおけけるる対対 応応   

・ 堰番による巡視結果を受けて、支部長、副支部長、堰番が協議を行い、ため池から

用水路へ取水する日や期間等を取り決め、組合員に連絡した。 

・ ため池から用水路へ導水しない期間においては、補給水として井戸水を用水路に流

すとともに、隣接する河川から各農家保有のポンプで水を汲み上げて使用した。 

・ 排水路の水を反復利用するといった対応により用水を確保することで、少雨による

大きな被害は発生しなかった。 

・ 平成 24 年 7、8 月は少雨で、特に 8 月の降水量は平年の 12％（24mm）であ

った。 

○○必必 要要 なな機機 材材 ・・人人 員員   

・ 少雨の備えの際の巡視：2 人の堰番が実施 

・ 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 

・ 応急対策が必要となった場合に協力する組合員：33 人 

○○少少 雨雨 ・・渇渇 水水 へへのの備備 ええ  

・ 支部長を中心とした渇水時の連絡・協力体制により、取り決めに基づき対応する。 

・ 日頃から堰番がため池の水位や水路の状況等を巡視・点検している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109



少雨・渇水に対応した管理事例（ため池） 
2/2 

  

4 井戸水及び河川水の有効利用 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 

満水面積  0.4 ha 

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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5 複数ため池の放流調整による用水管理 埼玉県 片
かた

岡
おか

沼 

 

・ 出穂期の水量が不足気味となったため、担当役員は天気予報を確認しながらため池

とその周辺の巡視を行い、農地への通水量が少なくなっていることを確認。 

・ 巡視結果を受けて、現地確認を行い、用排水委員会（理事長と担当役員等全 9 人）

を開催して、本ため池を含む域内ため池の一斉放流の日時を決定。 

・ 担当役員は組合員に連絡するとともに、堰板調整による放流を実施。 

・ 放流しない期間は、各農家所有のポンプで排水路の水を反復利用。 

・ 平成 24 年 8 月の降水量は平年の 12％（24mm）であった。 

＜管理事項について＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○○管管 理理 者者 がが考考 ええるる今今 後後 のの課課 題題   

・ 地域内に１８ものため池が存在するため、それらを総合的に管理する手法の確立。 

・少雨時の対応体制： 理事長 1 人、副理事長 1 人、用排水委員長 1 人、世話人及び担当役

員（各ため池ごとに決まっているが、重複もあり 16 人程度） 

・少雨時の対応検討： 担当役員がこまめに巡視を行い、その結果報告を理事長へ連絡し、

それを受けて用排水委員長が用排水委員会を開催し用水の放流の日

程、時間をはじめ、対応について協議 

・少雨時の対応内容： ①協議結果に基づき、担当役員がため池の堰板を調節して放流量を

増加させ対応 

②この際、地域内に 18 のため池が存在するため、一体的に水管理

を実施（同一系統のため池からの放流を一斉に行うなど） 

③さらに用水量を確保できない場合には、排水路の水をポンプで用

水路に流し、反復利用を実施 

④なお、必要に応じて農家に対して節水の呼びかけを実施 

・水稲等の作物に大きな被害が想定される場合、東松山市（農政課）に連絡する。 

○○平平 成成 2244 年年 77、、88 月月 のの少少 雨雨 ににおおけけるる対対 応応   
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5 複数ため池の放流調整による用水管理 埼玉県 片
かた

岡
おか

沼 

○○たためめ池池 のの概概 要要   

 

施施 設設 概概 要要                                         

所在地  東松山市大字大谷字片岡 461 

流域面積  4 ha 

受益面積  2 ha 

貯水量  1,000 m3 

満水面積  0.1 ha 

流域比  40 

構造  土堰堤 

堤高  1.9 m 

堤長  30 m 

 

管管 理理 体体 制制                                         

管理主体  大岡第一土地改良区 

人員  16 人 

協力組織  － 

管理概要  

 下流河川の藻・ごみ除去  年１回 

 

 

 

片岡沼 

位置図 
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6 作付け体系と供給可能水量を想定した渇水対策 福井県 江端
え ば た

ため池 

○○平平 成成 2244 年年 のの少少 雨雨 ににおおけけるる対対 応応   

・ 平成 24 年のかんがい期間中（4～9 月）の降雨量は、7 月には平年を上回ったが、

その他の月は平年を下回った。出穂期の 7 月 25 日から 8 月 15 日の間に、ため

池の貯水に有効な降雨は 8 月 11、13、14 日の 3 日間のみであった。 

・ 平成 24 年は水稲の出穂期における消費水量が多かったことから、作付け体系を早

生、中生、水田畑利用作物に区分して作付けを行った。 

・ 梅雨明けの 7 月下旬から 8 月下旬は水稲栽培に必要な有効雨量は期待できず、た

め池やほ場の見回りをこまめに行い漏水防止と節水に努めた。 

○○少少 雨雨 ・・渇渇 水水 へへのの備備 ええ  

・ 毎日の水位観測、水位の低下量を把握（ため池管理者） 

・ 気象庁の週間予報、3 ケ月長期予報の収集（ため池管理者） 

・ 貯水量（水位）と消費水量の把握（最大水面低下量約 20cm/日）（ため池管理者） 

・ 実績降雨とため池水位の関係を把握（ため池管理者） 

・ 品種別作付け面積の把握（受益者全員） 
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6 作付け体系と供給可能水量を想定した渇水対策 福井県 江端
え ば た

ため池 

○○具具 体体 的的 なな対対 応応 のの内内 容容   

  

対対 応応 のの手手 順順 ・・内内 容容 判判 断断 材材 料料 

① 

作付け体系を早生品種（五百万石）と中生品種（コシ

ヒカリ）、水田畑利用作物（菊）に区分して作付け計

画を行った 

４月上旬 施設の点検と下流水路の泥上げを実施 

（農地・水保全管理支払交付金により農業者が実施）

営農組合（受益者）の水田畑利用計画および

出穂期の消費水量を考慮 

② 
４月下旬：早生、５月中旬：中生 ため池の水を有効

利用するため、小雨時に代掻、田植を実施 

浮苗が生じない程度に落水、下流の中生水田で取水 

気象庁の３ヶ月予報によると、降雨量は少な

いとの情報を入手 

 

③ 
畦畔および法面の草刈を開始、毎日、漏水の有無を確

認、毎月 1 回草刈を実施 

ため池は満水状態 

湧水による洪水吐からの越水がある 

④ 
５月下旬：早生、６月上旬：中生 生育後期の水管理

を容易にするために溝切りを実施 

５月の降雨量は平年の６１％ 

 

⑤ 
６月中旬 豪雨に備え、ため池周辺の倒木、ごみ処理、

草刈りを実施 

（農地・水保全管理支払交付金により壮年会が実施）

６月の降雨量は平年の６４％ 

 

⑥ 
ため池施設の点検を実施 

 

７月に入り、断続的に降雨がある。大きな降

雨は、6 日(61.5mm),21 日(111mm)の降

雨 

⑦ 
早生の走り穂が見受けられ、給水量を若干増量 

 

７月２４日 梅雨明け 

ため池は満水状態で洪水吐から越水 

⑧ 

小雨時や雨上がり、曇り日は給水を停止し節水する 

用水路、ほ場からの漏水点検を強化(受益者全員) 

７月３１日 ため池水位が１/２まで低下 

気象庁の週間予報によると、降雨は無いとの

情報を入手 

８月１０日 ため池水位が１/４まで低下 

⑨ 
降雨時や雨上がり、曇り日は給水を停止し節水する 8 月 11 日(25mm)、 13 日(44mm), 14

日(31mm)の降雨、８月１５日水位が１/２

まで回復 

⑩ 
８月１８日 早生 給水停止 

８月２５、２６日 早生 刈取り 

８月１８日 14.5mm/日の降雨 

水位は１/２の状態を維持 

⑪ 

９月 １日 中生 給水停止 

９月１５日 中生 刈取り 

８月３０日 週間予報で断続的に降雨があ

るとの情報を入手 

８ 月 ３ ０ 日 (11.5mm) 、 ９ 月 １ 日

(52.5mm)、６日(29.5mm) の降雨、満水

状態となる 
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6 作付け体系と供給可能水量を想定した渇水対策 福井県 江端
え ば た

ため池 

○○参参 考考 資資 料料   

    ＜管理に関する事項＞    

 

     ・営農組合の水田畑利用計画に基づき、作付け体系を早生品種（五

百万石）と中生品種（コシヒカリ）水田畑利用作物（菊）に区分

して作付けを行う。 

     ・梅雨明けから品種を考慮した消費水量（幼穂形成期（210m3/日）

出穂期（310m3/日） 傾穂期（260m3/日））を目安に実績降雨

量、貯水量から供給可能水量を想定する。 

     （ため池水位が１/２まで低下した場合） 

     ・小雨時や雨上がり、曇り日は給水を停止し節水することを他の 2 

      名の受益者に連絡する。 

     ・用水路、ほ場からの漏水点検強化を他の２名の受益者に連絡する。 
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6 作付け体系と供給可能水量を想定した渇水対策 福井県 江端
え ば た

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  勝山市平泉寺町平泉寺 

流域面積  2.0 ha 

受益面積  2.3 ha 

貯水量  4,550 m3 

満水面積  0.25 ha 

流域比  8 

構造  土堰堤 

堤高  3 m 

堤長  25 m 

 

管管 理理 体体 制制                                         

管理主体  個人 

人員  3 人（内 1 人はため池管理者） 

協力組織  平泉寺営農組合 

 平泉寺環境保全協議会 

管理概要  

 施設の整備  1 回/年(6 月)、 

 草刈 3 回/年(6、7、8 月) 

 水位監視  毎日 

 漏水確認  毎日  

 通水試験  1 回/年(4 月) 

 下流水路清掃 随時 

江端ため池 

位置図 
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7 番水制による給水制限の実施 福井県 水谷
みずたに

ため池 

○○平平 成成 2222 年年 のの渇渇 水水 ににおおけけるる対対 応応   

・ 福井地方気象台データによると、平成２２年のかんがい期間中は、出穂期に有効な

降雨はなく、７月１７日の梅雨明け以降、連続旱天日数は２４日を記録した。 

・ ７月末にため池の貯水量が 1/2 となり、８月も降雨は少ないと予測されたため、

役員会（渇水対策会議）を開催、対応を検討し用水系統別に番水を行うこととした

（ほ場からの漏水の確認や番水の強化、補助ポンプ併用の実施を決定）。 

・ ８月１２日時点では貯水量が 1/4 を下回っていたが、８月１５日の 54.5mm/日

の降雨でため池が満水となり、給水が不要となった事から番水を解除した。 

○○必必 要要 なな機機 材材 ・・人人 員員   

・ 番水実施時の巡視：1 人（水管理担当者）---スコップ等 

・ ほ場・用水路漏水点検実施時の巡視：数人（営農組合）---スコップ等 

ポンプアップ（営農組合倉庫に保管）：数人（水管理担当者＋営農組合） 

・ 各用水系統での見回り・確認（役員） 

・ 気象情報入手：1 人（営農組合長） 

・ 水位、漏水確認：1 人（水管理担当者） 

○○少少 雨雨 ・・渇渇 水水 へへのの備備 ええ  

・ 水位の低下量やため池の漏水確認---1 人（水管理担当者）朝、夕毎日 

・ 降雨の長期予測の収集---1 人（組合長）朝、昼、夜毎日 

・ 番水方法の事前決定---作付け計画より水稲品種や転作状況を確認（営農組合） 

○○管管 理理 者者 がが考考 ええるる今今 後後 のの課課 題題   

・ 渇水時ため池の水を有効に利用するため、作付け計画図（早生、中生、水田畑利用）

を作成し、代掻き期、普通期における消費水量を予め把握する必要がある。 

・ 補助ポンプ用のエンジンの整備、点検、試運転は月に２回程度は必要である。 

・ 番水、給水制限等のルール（平成２５年度にマニュアルを作成予定）。 
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7 番水制による給水制限の実施 福井県 水谷
みずたに

ため池 

○○具具 体体 的的 なな対対 応応 のの内内 容容   

 

対対 応応 のの手手 順順 ・・内内 容容 判判 断断 材材 料料 

① 
毎日ため池の水位、漏水を確認（水管理担当者）

気象庁の気象予報を朝、昼、夜確認（組合長）

テレビによる気象庁の気象予報 

② 

役員会（渇水対策会議）を開催し、番水導入を

決定 

組合員に各役員から番水導入を連絡 

番水は用水系統別に実施（水管理担当者） 

用水系統別には各役員が見回り・確認を実施 

７月３０日 

ため池の貯水量が 1/2 に減少 

③ 
九頭竜川沿ほ場の給水を補助ポンプで開始 

（役員、水管理担当者） 

８月５日 

貯水量が 1/3 に減少 

④ 
ほ場、用水路からの漏水点検を強化 

（役員） 

長期予報で少雨予測 

⑤ 
番水、漏水点検を継続 

（水管理担当者） 

８月１１日、貯水量が 1/4 に減少 

24mm の降雨で、貯水量が 1/3 に回

復 

⑥ 

番水を解除 

（役員、水管理担当者） 

８月１５日 

54.5mm の降雨で、水位が満水 

早生品種の稲刈りが８月下旬から予定

⑦ 

気象庁の気象予報を朝、昼、夜確認（組合長）

毎日ため池の水位、漏水を確認（水管理担当者）

補助ポンプ撤去（役員、水管理担当者） 

週間予報で少雨情報入手 

⑧ 
毎日ため池の水位、漏水を確認（水管理担当者）

 

９月１日 

ため池の貯水量が 2/3 に減少 

⑨ 
毎日ため池の水位、漏水を確認（水管理担当者）

 

９月８日 

47.5mm の降雨で、ため池の水位がほ

ぼ満水 

⑩ 
通常管理（水管理担当者） ９月中旬  中生品種（コシヒカリ）刈

取り 
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7 番水制による給水制限の実施 福井県 水谷
みずたに

ため池 

○○参参 考考 資資 料料   

   ＜管理に関する事項＞ 

 
・かんがい期間中（4 月上旬～9 月下旬）のため池水位の監視（低下量等）

や漏水確認は水管理担当者１人が毎日、朝・夕実施し異常があれば営農組合

長（理事長）に報告する。 

・気象に関する情報の入手は営農組合長が行い、特に異常気象がある場合、

気象庁の少雨や降水短時間雨量などの情報を得て、役員や水管理担当者を招

集する。 

・ため池の貯水量が 1/2 程度となった場合、組合長は役員会（渇水対策会議）

を召集し、番水、ポンプ補給などの対策を協議、決定する。 

・番水実施時のほ場や用水路漏水点検のための巡視は役員数人にて行う。 

・ポンプアップ実施時の対応は、水管理担当者と役員数人にて搬入、設置、

運転を行う。 

・番水実施時の水位監視や水系毎の巡視は水管理担当者 1 人にて行う。トラ

ブルが無い様全てを一任する。 
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7 番水制による給水制限の実施 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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8 水利調整委員会と水路管理人による配水の実施 長野県 切石
き り い し

（夫婦
め お と

池） 

○○対対 応応 のの方方 針針   

・・   少雨・渇水が危惧されるときは、駒ヶ根市農林課内に大田切川水利調整委員会が招

集され、各幹線水路への取水日と取水時間等が取り決められる。その取り決め結果

を受けて、土地改良区役員及び幹線水路管理人が巡視を行い、管内における用水の

配水計画を取り決め、幹線水路管理人が水門を操作し、各支線水路へ配水する。  

・・   支線水路では、土地改良区維持管理委員が水門を操作し、末端水路へ配水し、維持

管理委員の立会いのもと営農者が末端水路から水田に取水する。  

・ さらに深刻な渇水状態となった場合には、ため池の水を水路に放流する。 

○○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：土地改良区理事長（1 人）、維持管理委員長（１

人）、維持管理委員理事代表（2 人）、幹線水路管理人（3 人） 

・ 支線水路の巡視・対応：維持管理委員理事代表（3 人）、維持管理委員（14 人） 

・ 応急対策に協力してくれる組合員：各集落の理事（14 人） 

○○少少 雨雨 ・・渇渇 水水 へへのの備備 ええ  

・ 幹線水路管理人及び各維持管理委員は巡視をこまめに実施し、ため池や水路の状況

を把握する。 
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8 水利調整委員会と水路管理人による配水の実施 長野県 切石
き り い し

（夫婦
め お と

池） 

○参考資料 

 

＜渇水時に行う対応の内容＞ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本地域は、大田切川水系から取水している関係者（大田切土地改良区と他地域の土地改良区）

にて構成される「大田切川水利調整委員会」を設置しており、通常は年 1 回の総会を開いてい

る。 

大田切川上流部にある中部電力の水力発電所から大田切川からの取水量が 2ｔ/s 以下となる

と、駒ヶ根市農林課内にある水利調整委員会事務局に連絡が入り、渇水となる危険性が高まっ

たことから、水利調整委員会が招集される。水利調整委員会では、7本ある幹線水路毎に、何日

に何時間（通常半日）取水するかを取り決める。 

これらの委員会の決定を受けて、大田切土地改良区管内では以下の対応をとることとなって

いる。 

① 幹線水路管理人と土地改良区役員（理事長、維持管理委員長）が巡視を行い、水路の通水

状況及び水田入水状況を確認する。 

② 理事長、維持管理委員長、維持管理委員理事代表、幹線水路管理人にて管内における配水

計画を取り決める。 

③ 幹線水路管理人が土地改良区役員立会いのもと幹線用水路の水門を操作し、各支線用水路

へ配水する。 

④ 支線用水路では各集落の維持管理委員が水門を操作して末端用水路に配水し、維持管理委

員立会いのもと営農者が末端用水路から各水田へ取水する。尚、末端用水路から水田への

配水は各集落の取り決め事項があり、維持管理委員に任せられている。 

水利調整委員会による調整は、過去 20 年間で数回ほど行われ、調整結果にもとづき土地改良

区管内の配水計画を立てて対応している。また、さらに深刻な渇水状態となった場合には、本

ため池の水を用水として利用している。 
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8 水利調整委員会と水路管理人による配水の実施 長野県 切石
き り い し

（夫婦
め お と

池） 

○参考資料 

 
  ＜連絡・協力体制図＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事長 維持管理委員長 
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8 水利調整委員会と水路管理人による配水の実施 長野県 切石
き り い し

（夫婦
め お と

池） 

○○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  大田切川水利調整委員会 

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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9 井戸からの補給水確保と節水農法 三重県 ２号
ご う

池 

 

 5 月に入り少雨化傾向が続くとともに、田植えの用水使用で 5 月中旬には貯水量が

およそ 1/2 となった。名張市土地改良区短野下三谷工区運営委員会は、河川から 2 号

池に導水していたが、河川の水量が減少したことから、給水制限を行うとともに、上

流域にあるため池（浮池）及び井戸からのポンプアップによる補給を行った。 

○○少少 雨雨 ・・渇渇 水水 へへのの備備 ええ  

・ ため池は流域が無く河川からの導水で貯水しているため、河川から取水できない渇

水時には、ほ場整備事業で整備した井戸及び上流域にあるため池（浮池）から 2

号池へ補給している。 

・ 名張市土地改良区短野下三谷工区運営委員会は、春先、渇水に備え受益者に対し浅

水での代かきを依頼している。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

○○平平 成成 2244 年年 55 月月 のの渇渇 水水 ににおおけけるる対対 応応   
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9 井戸からの補給水確保と節水農法 三重県 ２号
ご う

池 

○○たためめ池池 のの概概 要要   

 

施施 設設 概概 要要                                         

所在地  名張市大字短野字中山 

流域面積  0 ha 

受益面積  6 ha 

貯水量  1,500 m3 

満水面積  0.5 ha 

流域比  － 

構造  堀込み 

堤高  2.5 m 

堤長  69 m 

管管 理理 体体 制制                                         

管理主体  名張市土地改良区 

 短野下三谷工区運営委員会 

人員  ２人 

協力組織  名張市 

管理概要  

 堤体等の巡視  1 回/年 

 施設の点検  1 回/年 

 ゴミの除去等  1 回/年 

 草刈り  1 回/年 

 

２号池 

位置図 
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10 排水路からのポンプアップによる反復利用 三重県 藤田谷
と う た だ に

池 

○○平平 成成 2222 年年 88 月月 のの渇渇 水水 ににおおけけるる対対 応応   

・ 藤田谷池の貯水量は 8 月上旬におよそ 1/4 となったため、管理者は降雨量、ため

池水位、気象予報を毎日確認した。 

・ 排水路からポンプアップにより反復利用を実施した。 

・ 受益者の名前が書かれたボードで、揚水者を明確にして順番に取水した。 

・ 利水調整会議を召集し、渇水対応（節水等）について確認した。 

気気 象象 影影 響響 のの概概 況況   

・ 平成 22 年 7 月 20 日頃から高気圧に覆われることが多く、猛暑日が続いた。 

・ 上野観測所データ（所在地：三重県伊賀市）によると、平成 22 年 7 月は 15 日

の豪雨により平年以上の降雨があったが、17 日の梅雨明け後一転して少雨化傾向

が続き、7 月半ば以降太平洋高気圧の勢力が強まり猛暑に見舞われた。 

○○少少 雨雨 ・・渇渇 水水 へへのの備備 ええ  

・ 藤田谷池の集水は池の上流、田、山林等、約 15ha からの導水であるが、渇水に

備え、ほ場整備事業による排水路からポンプ施設を設置、土中に埋管約 100ｍ導

水管を藤田谷池まで施し反復利用施設を設置する。 

・ これら施設の維持管理費（電気代含む）は面積割りで受益者が負担。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

反復利用施設 

ポンプ場 

揚水者を示すボード 排水路 
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10 排水路からのポンプアップによる反復利用 三重県 藤田谷
と う た だ に

池 

○○たためめ池池 のの概概 要要   

  

施施 設設 概概 要要                                         

所在地   伊賀市上友田 6036 

流域面積  15 ha 

受益面積  4 ha 

貯水量  3,700 m3 

満水面積  0.5 ha 

流域比  30.0 

構造  土堰堤 

堤高  7.5 m 

堤長  75 m 

 

管管 理理 体体 制制                                       

管理主体  桒原昭三（個人管理） 

人員   ２人 

協力組織   阿山土地改良区 

管理概要  

 堤体等の巡視  2～3 ヵ月に 1 回 

 施設点検  1 回/年 

 ゴミの除去 2 回/年 

 草刈  2 回/年 

 

藤田谷池 

位置図 
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11 反復利用施設と補助水源用井戸による渇水対策 三重県 桝
ます

池 

○○平平 成成 2244 年年 55 月月 のの渇渇 水水 ににおおけけるる対対 応応   

・ 平成 24 年 4 月には平年以上の降雨があったが、5 月に入り少雨化傾向が続き、

中旬には貯水量がおよそ 1/2、下旬にはおよそ 1/4 となったため、管理者は毎日、

降雨量、ため池水位、気象予報を確認した。 

・ 伊賀町土地改良区川西工区は、4 月下旬に排水路から用水路に水を供給できる反復

利用施設を設置していたので、この施設を活用し対応した。 

・ 受益者で作る利水調整会議を召集し、今後の渇水対応を確認した上、受益者に節水

を周知した。 

○○少少 雨雨 ・・渇渇 水水 へへのの備備 ええ  

・ 桝池の集水方法は、通常、流域からの流入と滝川に造成した取水堰からの導水であ

る。伊賀町土地改良区川西工区は、毎年 4 月下旬～8 月下旬の間、渇水に備え排

水路から用水路に水を供給できる反復利用施設（２カ所）にポンプを設置している。 

・ 昭和 40 年代後半のほ場整備で、水路から三ツ池に補給できる反復利用施設を整備

しており、緊急時にはいつでも使える準備をしている。 

・ 平成 6 年の渇水時に補助水源として井戸（２カ所）を整備し、緊急時にはいつで

も使える準備をしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

反復利用施設 

（ほ場整備時に設置）

反復利用施設 

移動式ポンプ 

補助水源用井戸 

建屋とポンプ（左下）
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11 反復利用施設と補助水源用井戸による渇水対策 三重県 桝
ます

池 

○○たためめ池池 のの概概 要要   

  

施施 設設 概概 要要                                         

所在地  伊賀市川西 

流域面積  1,038.5 ha 

受益面積  45 ha 

貯水量  18,000 m3 

満水面積  7.1 ha 

流域比  146.3 

構造  土堰堤 

堤高  4.1 m 

堤長  211.9 m 

 

管管 理理 体体 制制                                         

管理主体  伊賀町土地改良区川西工区 

人員  16 人（桝池、新池、鶴喰池、下池で） 

協力組織  伊賀市 

管理概要 

 堤体等の巡視  2～3 ヵ月に 1 回 

 施設の点検  1 回/年 

 ゴミの除去等  1 回/年 

 草刈り  1 回/年 

 

 

桝池

位置図 
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12 文書による節水要請及び取水時間制限 岡山県 児山
こ や ま

池 

○○平平 成成 1177 年年 のの渇渇 水水 ににおおけけるる対対 応応   

・・   平成 17 年 4～6 月の降雨量は平年の 27％と少なかったため、気象情報に加え、

ため池の水位変動の観測を行った。  

・・   6 月下旬には、管理組合代表から組合員に文書で節水（取水栓を開ける場合の事前

承諾、ガス抜き、中干しの制限等)のお願いをした。  

・ 取水は午前８時～午後６時までとし、夜間取水（午後６時～午前８時）は原則禁止。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○少少 雨雨 ・・渇渇 水水 へへのの備備 ええ  

・ 水路を素掘側溝から U 字溝に変更で漏水防止。 

・ 落ち葉が多いので、目詰まり防止のためのネットを斜樋の一部に設置して通水阻害

を軽減している。 

指示に 
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12 文書による節水要請及び取水時間制限 岡山県 児山
こ や ま

池 

○○たためめ池池 のの概概 要要   

 

施施 設設 概概 要要                                         

所在地  美作市鷺巣 335 番地 

流域面積  11 ha 

受益面積  7 ha 

貯水量  9,000 m3 

満水面積  0.3 ha 

流域比  36.67 

構造  土堰堤 

堤高  7.60 m 

堤長  53.0 m 

 

管管 理理 体体 制制                                         

管理主体  児山池水利組合 

人員  代表 2 人、その他役員５人 

協力組織  － 

管理概要  

 巡視  １回/月 

  大雨後はその都度 

 堤防法面の草刈  ７、11 月 

 下流水路の草刈りと清掃  ５月 

 

 

児山池 

位置図 
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13 こまめな水位管理と節水意識の徹底 山口県 大浴
おおえき

の下
し も

池 

○○平平 成成 1166 年年 のの渇渇 水水 ににおおけけるる対対 応応

・・   平成 16 年 7 月の降雨量は平年の 1/7 程度。  

・・   世話役が節水の呼びかけをしたが、水位が 1/3 以下となり、上流の親池から注水。  

・ 取水方法を、無制限取水から番水制（5 班に分けて 5 日サイクルで取水）に変更。 

・ 中池の水位が 1/2 以下となった時点で、上池から中池に注水。 

・ 世話役による受益者全員への節水（一回で取水する量を減らす）の呼びかけ。 

○○必必 要要 なな機機 材材 ・・人人 員員

・ ３池（上池、中池、下池）の統括的な水位管理、及び的確な判断を行える習熟した

バルブ操作ができる専任の世話役。 

○○少少 雨雨 ・・渇渇 水水 へへのの備備 ええ

＜マニュアルの内容＞ ※聞き取りにより作成 

水利用ルールの具体的内容 

① 毎年取水開始前に全体調整会議を開き、取水開始日と取水順序を取り決める。

② 水路の点検（逸水防止）及び清掃を、取水開始前に全員（10 名）で行う。

③ 取水開始日前には取水栓を開けない。

④ 代かき期から梅雨明けの期間において、水の必要な人は各自で取水栓を開けて取水し、開

けた人は必ず 18:00 までに取水栓を閉める（夜間の捨水防止）。

⑤ 梅雨明け後の取水は番水制（5 班に分けて 5 日サイクルで取水）とする。

⑥ 盆前の時期において、中池の水位が 1/3 以下になった場合、専任の世話役は全員に節水

を呼びかける（一回で取水する量を減らす）。

池の水位管理方法の具体的内容 

① 専任の世話役が上池と中池のバルブ操作を行う（責任明確化、水位管理の適正化）。

② かんがい期において取水が必要な人は、各自で下池の取水栓を開閉する。

③ 専任の世話役は下池水位が 1/3 以下になった時、バルブ操作で中池より下池に注水する。

④ 専任の世話役は中池水位が 1/2 以下になった時、バルブ操作で上池より中池に注水する。
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13 こまめな水位管理と節水意識の徹底 山口県 大浴
おおえき

の下
し も

池 

○○たためめ池池 のの概概 要要   

 

施施 設設 概概 要要                                         

所在地  下関市豊北町田耕原 

流域面積  10 ha 

受益面積  3.5 ha 

貯水量  1,200 m3 

満水面積  0.60 ha 

流域比  16.67 

構造  土堰堤 

堤高  4.5 m 

堤長  41 m 

 

管管 理理 体体 制制                                         

管理主体  受益者にて管理 

人員  世話役 2 人、水利権者 10 人 

協力組織  － 

管理概要  

 巡視  かんがい期 1～2 日に 1 回 

  非かんがい期 3～4 日に 1 回 

 草刈り 梅雨明けに全員で実施 

※大浴の下池の上流側には中池と上池があり、

この 3 つの池はまとめて管理されている。 

 

 

大浴の下池（かんがい用）

位置図 

上池 

中池 

下池 
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14 適切な利水調整と渇水対策の実施 香川県 船岡
ふなおか

池 

○○平平 成成 1177 年年 のの渇渇 水水 ににおおけけるる対対 応応   

・・   平成 17 年の４～6 月の月間降雨量は平年の 1/2～1/7 程度と少なく、ため池水

位が 80%程度まで低下したため、節水の呼びかけ（ビラを配布）や放流量削減等

を行った。  

・・   梅雨前線の影響で、一時的に水位は回復したが、7 月中旬から 8 月下旬までの降

雨がほとんどなく、ため池水位が 60%程度まで低下したため、節水の徹底、夜間

放流中止、番水を徹底した。  

○○少少 雨雨 ・・渇渇 水水 へへのの備備 ええ  

・ 計画取水の準備 

・ 斜樋管の開け方でどれだけ取水量があるか、またそれでどれだけの受益地を潤すこ

とができるかを調査し、配水計画に活用している。 

・ 放流計画の確立（管理マニュアルには記載されていない） 

・ 毎年始めの総会で水利用計画を決定し、掲示板に表示して周知している。 

・ 香川用水からの取水（8 月 11 日～9 月 11 日、取水量＝0.024ｍ３/ｈ） 

○○管管 理理 者者 がが考考 ええるる今今 後後 のの課課 題題   

・ 近隣ため池との連携（横の連携）同様の水路に沿った縦の連携の構築 

・ 渇水時対策に必要な人材確保と水守の増員 

・ 貯水計画の管理マニュアルの作成 
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14 適切な利水調整と渇水対策の実施 香川県 船岡
ふなおか

池 

○○たためめ池池 のの概概 要要   

 
  

施施 設設 概概 要要                                       

所在地  高松市香川町浅野 182 

流域面積  13 ha 

受益面積  38 ha 

貯水量  350,000 m3 

満水面積  12.6 ha 

流域比  1.03 

構造  土堰堤 

堤高  7.2 m 

堤長  956 m 

 

管管 理理 体体 制制                                         

管理主体  舟岡池土地改良区 

人員  神宮寺水利組合 66 人 

 寺井水利組合 85 人 

協力組織  － 

管理概要  

 樋管の目視点検  4 年に 1 回 

 堤体の除草  2、5、9、12 月 

 野焼き  2 月 

 水位点検 毎日 

 

 

船岡池 

位置図 
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