しょうのえだいいちごうしせんはいすいろ

【新潟県】

荘之江第1号支線排水路地区における安全管理対策の概要
＜転落防止柵の設置に伴い、水路位置を明確にした事例＞

《

安全管理対策の契機

施設管理者：早出川土地改良区

（６）安全対策の検討
（７）安全対策マップの作成

》

○地域住民より水路への転落の危険があるので対策ができないかと相談
があった。
○道路管理者である市と水路管理者である土地改良区とで協議し、土地
改良区が対策を講じることとなった。

《 安全対策実施までの手順 》
項目(1)～(7)については、安全管理の手引き 「Ⅲ２ 安全管理対策の進め方フロー」参照

（１）危険箇所の把握
排水路沿いの市道は、近隣の宅
地開発の影響で人や車両の往来が
増え、幼稚園や保育所、公民館な
どの公共施設にアクセスすること
からも、水路の安全対策の優先度
が高いと判断した。
道路面から水路渠底まで約2.5m
あるが安全柵が無く、また、除草
作業が不十分となっており、境界
や水路位置の把握が困難であり危
険と判断した。

施工前

《 安全対策の実施 》
施工後

（２）応急的な安全対策の実施

転落防止柵
ビーム式（土中式）L=304m

（３）土地改良区内部での水路の安全対策に関する検討
子供や高齢者等の近隣住民の転落防止を目的として安全施設を設置。

水路周辺を整備して転落防止柵
を設置することで水路位置を明
確にした。

（４）安全対策委員会の設置
（５）把握した危険箇所の情報共有
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とやまけんない

【富山県】

富山県内における安全管理対策の概要（1/2）
＜ワークショップを通じて地域住民の理解が深まり、地域の実情を反映した安全対策がなされた事例＞

《

安全管理対策の契機

施設管理者：各土地改良区等

》
ワークショップ 33モデル地区

〇令和元年12月に策定した富山県農業用水路安全対策ガイドラインに
基づき、県内にモデル地区を設定。

《 安全対策実施までの手順 》

グループディスカッション

危険箇所の現場点検

項目(1)～(7)については、安全管理の手引き 「Ⅲ２ 安全管理対策の進め方フロー」参照

（１）危険箇所の把握
（２）応急的な安全対策の実施
（３）土地改良区内部での水路の安全対策に関する検討
（４）安全対策委員会の設置
「安全対策ワークショップ」
（５）把握した危険箇所の情報共有
において、総合的に検討
（６）安全対策の検討
（７）安全対策マップの作成

各市２地区、各町村１地区･･･25地区
各管内２地区×４管内
・・・ ８地区
計 33地区

○モデル地区におけるワークショップの様子

【 安全対策ワークショップの流れ 】
３月 市町村や土地改良区等と
の協議により県内33ヶ所のモデ
ル地区を選定
６月 県・市町村・土地改良区
職員を対象にファシリテーター
養成研修会（県東部・西部会
場）を開催

人体模型実証実験動画の視聴

危険箇所の点検把握

危険箇所の点検把握

グループディスカッション

グループ代表者による意見発表

ワークショップ前に、地元、土改、市町村、県で打合せ

危険箇所の位置、写真、現場環境を記載

グループディスカッション

７～11月 ワークショップを開催
危険箇所の対策内容を整理
11月 危険箇所マップの作成

随時、危険箇所マップを活用した
地域住民への普及啓発・注意喚
起を実施（ソフト対策）

○地域住民に普及啓発

安全対策マップ・安全対策推進計
画の作成

安全対策の実施
（ハード・セミハード対策）

危険箇所マップを活用した地域住民への周知・安全啓発
・公民館等の掲示・児童クラブへの配布・町内定例会（役員・班長など）の活用
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危険 箇 所 マッ プ を 活用 し
た児 童 ク ラブ へ の 注意 喚
起・啓発活動

危険箇所マップを活用し
た自治会説明会で危険箇
所の共有・周知

危険箇所マップ

とやまけんない

【富山県】
【富山県】

富山県内における安全管理対策の概要（2/2）
野町地区における安全対策の概要（2/2）

＜ワークショップを通じて地域住民の理解が深まり、地域の実情を反映した安全対策がなされた事例＞
施設管理者：各土地改良区等
＜ワークショップを通じて地域住民の理解が深まり、地域の実情を反映した主体的な安全対策がなされた事例＞
ワークショップを通じて地域住民の農業用水路に関する理解や転落事
故に対する認識を高め、地域が主体となった広報・啓発活動や地域の
ニーズや実情に応じた安全対策を推進。
安全対策推進計画を作成し、土地改良区が主体となって農村地域防
災減災事業でハード対策を行うことを計画。また、県単独事業（農業用水
路安全施設クイック整備事業）を活用し、啓発看板やすき間チェーンの
設置も検討。
施工前

啓発看板

すき間チェーン

【安全対策マップ（滑川市野町地区）】
安全対策マップ（セミハード）

《 安全対策の実施 》
公的管理・公的支援による事業メニュー（事例）
【 ハード対策 】
農村地域防災減災事業（農業水利
施設危機管理対策事業）を活用し、
ハード対策をＲ２年度に実施。
＜事業内容＞
事業主体：土地改良区
整備内容：転落防止柵の新設
施工延長：Ｌ=220.6ｍ
事 業 費：4,716千円
安全対策マップ（ハード）
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施工後

はくさん

【石川県】

白山地区における安全管理対策の概要
＜設置した転落防止柵に反射シートを取り付け、夕方以降の視認性を高めた事例＞

《

安全管理対策の契機

》

施設管理者：松任土地改良区

（６）安全対策の検討

〇市内の農業用水路において、転落事故の危険性が高い箇所が多く、PTA等から
安全施設設置の要望もあった。

農業用水路に転落防止柵を設置し、
通学路における歩行者の安全性を確保する。

（７）安全対策マップの作成

《 安全対策実施までの手順 》
項目(1)～(7)については、安全管理の手引き 「Ⅲ２ 安全管理対策の進め方フロー」参照

（１）危険箇所の把握
白山市内で過去の転落事故発生箇所を参考に検討を行い、
特に危険性が高い通学路を危険箇所に選定した。

《 安全対策の実施 》

（２）応急的な安全対策の実施
(※)

（３）土地改良区内部での水路の安全対策に関する検討

夕方や夜間にも転落防止
柵が確認しやすいよう、反
射シートを設置。

※当該地区は事業主体の白山市が主体となって実施。

子供や高齢者の転落防止を目的として安全施設を設置。

（４）安全対策委員会の設置

施工前

（５）把握した危険箇所の情報共有

施工後

As

1.000

Co

0.590

1.100

標準断面図

転落防止柵
L=90m

0.790
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たんなん

【福井県】

丹南地区における安全管理対策の概要
＜隣接道路管理者と協議し、転落防止柵設置と道路拡幅を合わせて施工した事例＞

《

安全管理対策の契機

》

施設管理者：鯖江東部土地改良区

（６）安全対策の検討
転落事故防止柵を設置しただけでは、有効な道路幅員が狭くなり、
車両と子供の距離が接近して接触事故の危険があるため、市道幅員
の確保も必要不可欠。
道路を管理する市と協議・検討を重ね、市道拡幅工事と合わせて転
落防止柵の設置を行うこととした。

〇当該施設は、避難所にも指定される小学校の通学路に接する排水路
であり、安全対策が必要であった。

《 安全対策実施までの手順 》
項目(1)～(7)については、安全管理の手引き 「Ⅲ２ 安全管理対策の進め方フロー」参照

4,500

（１）危険箇所の把握
日常の施設点検及び総代からの連絡等によるほか、一斉清掃活動や
多面的機能支払による排水路維持活動を通じて地域の住民が確認した
ものを情報共有している。

3,000

1,100

H-1,100

施工前

道路天端から水路底
H=1.9m
排水路
H=1,100×B=600

640

排水路沿いの市道（通学路）は
近年車両の往来も増え、子供の
登下校時はとくに転落の危険性
が増していた。

転落防止柵

断面図
Co

（７）安全対策マップの作成

（２）応急的な安全対策の実施

《 安全対策の実施 》

(※1)

（３）土地改良区内部での水路の安全対策に関する検討
※1 当該地区は事業主体の市が水路管理者の土地改良区と協議して実施。

(※2)

転落防止柵の設置
農村地域防災減災事業（農業水
利施設危機管理対策事業）
柵 高
1.1m
延 長 100m
工事費 2,000千円

子供の転落防止を目的として安全施設を設置。

（４）安全対策委員会の設置
（５）把握した危険箇所の情報共有
転落事故に危機意識を持つ自治会と情報を共有。子供へ危険が及ぶ
可能性の高い、学校周辺や通学路については、学校と市が連携して毎
年合同点検を実施。

※2 設置した柵は鯖江市が所有・管理
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施工後

