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１ 土地改良施設管理基準の位置付けと構成

○土地改良施設管理基準は、Ⅰ基準書及びⅡ技術書で構成されており、それぞれの構成と位置
付けは以下のとおり。

◆管理の法的な位置付け
【土地改良法第２条】
２ この法律において「土地改良事業」とは、この法律により行う次に掲げる事業をいう。
一 農業用用排水路、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設（以下「土地改良施設」という。）の新設、
管理、廃止又は変更（以下略）

◆管理の定義
【土地改良法施行令第56条】
管理（維持、保存及び運用をいうものとし、これらのためにする改築、追加工事等を含む。）

◆管理受託者の義務
【土地改良法施行令第58条の１項】
管理受託者は、受託に係る土地改良財産をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

管理で守るべき事項

管理の参考資料

Ⅰ－① 基準本文（事務次官通知）

Ⅰ－② 基準の運用（農村振興局長通知）

Ⅰ－③ 基準及び運用の解説（水資源課長通知）

Ⅱ 技術書（水資源課長通知）

Ⅰ 基準書

Ⅱ 技術書

基本的、規範的な事項

具体的な規定事項

Ⅰ－①、②で規定した事項の意味及び解説

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

○土地改良施設管理基準は、国営土地改良事業により新築又は改築された施設（ダム、頭首工、
用水機場、排水機場）の管理全般について遵守すべき一般的な事項を定めたものである。
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２ ダムの定義及び構成

○ダムとは、流水を貯留する目的で築造された高さ15m以上の構造物である。
○国営土地改良事業により造成されたダムは、188箇所（造成中１箇所を除く）に及び、水源施
設として農業用水を農用地に安定的に供給している。

○ダムの施設管理者は、土地改良区が約半数を占め、その他は市町村、道府県、国、発電事業
者他である。

＜ダムの概要＞ ＜施設管理者別 ダム数＞＜タイプ別 ダム数＞

◆管理基準の対象となるダム
河川法第４条第１項、第５条第１項又は第100条第１項の規定により指定を受けた一級河川、二級河川又は準用河川において

国営土地改良事業により設けられた基礎地盤から堤頂までの高さ（堤高）が15m以上のダム（その他の場所に設けられたダムで
堤高15m以上のものについては、必要に応じて適用）

フィルダム

コンクリートダム 2

（出典）令和２年国営造成施設（ダム）管理実態アンケート結果
（水資源課施設保全管理室）

フィルダム

（アースダム含む） 128基

コンクリートダム 55基

複合ダム 3基

アーチダム 2基

土地改良区 96基市町村 37基

道府県 36基

国 11基

発電事業者他 8基



ダム施設 土木構造物 堤体

洪水吐き

基礎地盤（基礎処理工含む）

監査廊

放流設備（土木構造物）

堤体周辺斜面

機械設備 放流設備

係船設備

流木止設備

昇降設備

堤内排水設備

水質保全設備

電気通信設備 電源設備

通信設備

ダム管理用制御処理設備

ダム管理用制御処理設備以外の電子応用設備

放流警報設備

ダム管理用水力発電設備

照明設備

貯水池周辺斜面 斜面対策工

自然斜面

観測・計測設備 水文・水理観測設備

気象観測設備

水質観測設備

計測設備

その他の管理設備 管理用建物

用地境界杭等

表 ダム施設の一般的な構成

電源設備

監査廊

水文・水理観測設備

管理用建物

○ダムは堤体、洪水吐き、放流設備、電源設備等を総称したもので、一般的な構成は以下のとおり。

２ ダムの定義及び構成
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放流設備

出典：「河川砂防技術基準維持管理編（ダム編）」



３ 土地改良施設管理基準－ダム編－これまでの制改定の経緯

○土地改良施設管理基準ｰダム編ｰは、平成５年に制定され、平成16年に改定されて現在に至る。

【これまで経緯】

平成５年６月 制定
＜制定経緯＞
・土地改良施設の管理の充実・強化を図るため、土地改良制度研究会の中に「土地改良施設管理問題検討
専門委員会」を設置。昭和61年6月に土地改良施設の技術的管理基準の早期制定の提言がなされ、昭和
62年11月の「かんがい排水審議会技術部会」で管理基準の策定方針を策定し、本方針に基づき制定

平成16年３月 改定
＜改定経緯＞
・平成６年の全国的な渇水や近年の小雨傾向及び水難事故を契機としたより安定した水供給や安全な管理
・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
・環境に対する国民的関心の高まりや土地改良法改正を踏まえた環境との調和への配慮への取組
・平成5年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、より効率的なダム管理体制の整備

工 種 制定年 改定年

ダム H5.6月 H16.3月

排水機場 H8.3月 H20.9月

頭首工 H9.11月 H24.8月

用水機場 H12.7月 H30.5月

（参考 他工種の制改定経緯）

○ダムのほか、他工種の制改定の経緯は下表のとおり。全工種、一巡目の改定を了。
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【今回の改定の背景】
○前回の改定（H16年）から18年が経過し、その間、以下の社会的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ことから、これらを管理基準に的確に反映させる必要がある。

社会的情勢の変化

H23年「東日本大震災」の発生・・・・・・・・・・・・・・・③④⑤
H25年「国土強靱化基本法」の制定・・・・・・・・・・・・・②④

「水防法及び河川法」の改正・・・・・・・・・・・・・②
H27年「気候変動の影響への適応計画」の策定・・・・・・・・①
H30年「土地改良法」の改正・・・・・・・・・・・・・・・・⑦

（利水調整のルール化・財務会計制度の見直し）
「国土強靭化基本計画」の見直し・・・・・・・・・・・④

R 1年「既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針」・・①
の策定

R 2年「土地改良長期計画」の策定（計画期間：R3～7） ・・・②③
R 3年「みどりの食料システム戦略」の策定・・・・・・・・・③

技術的進展

H17年「農業用ダム機能診断マニュアル・・・・・・・・・・・②⑤
（１次調査用、２次調査用）」の制定

H19年「農業水利施設の機能保全の手引き」の制定・・・・・・②
「農業水利ストック情報データベースシステム」・・・・⑥

の運用開始
H23年「農業用ダム機能診断マニュアル（計測データ編）」・・②⑥

の制定
H24年「国営造成農業用ダム安全性評価について」の制定・・・⑤

「農業用ダム安全性評価」の実施
H25年「農業水利施設の機能保全の手引き」・・・・・・・・・②

「水管理制御設備」「電気設備」の制定
H26年「国土交通省 河川砂防技術基準 維持管理編 ・・・・・②

（ダム編）」制定（H28年改正）
H30年「農業用ダム機能診断マニュアル（共通編）」の制定・・②⑤

４ 土地改良施設管理基準－ダム編－今回の改定の背景と改定課題
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【改定課題の設定】

左記の社会的情勢の変化や技術的進展を踏
まえ、以下の７つの改定課題を設定し、各課
題に対する改定案を検討

①大雨・豪雨の増加傾向に対応した操作管理

②施設の長寿命化を図る保全管理

③省力化、省エネルギー化及び再生可能エネ
ルギー利用の推進

④業務継続計画（ＢＣＰ）の整備

⑤安全性評価を踏まえた点検

⑥管理記録の保存、共有、活用及び報告

⑦利水調整規程の策定、土地改良施設の
資産評価

対応する
改定課題



５ 土地改良施設管理基準－ダム編－基準書目次と改定箇所
現 行 改定案

基準 基準の運用・解説 基準 基準の運用・解説

1 基準の位置付け 1.1 基準の運用の位置付け 1 基準の位置付け 1.1 基準の運用の位置付け

1.2 基準の適用範囲 1.2 基準の適用範囲

2 管理の基本 2.1 管理の基本 2 管理の基本 2.1 管理の基本

2.2 関係法令等の遵守

2.3 省力化、省エネルギー化及び再生可能エネルギーの利用の推進

3 管理の組織及び体制 3.1 管理組織 3 管理の組織及び体制 3.1 管理組織

3.2 管理体制の整備・確立 3.2 管理体制の整備・確立

3.3 業務継続計画（Business Continuity Plan：BCP）の整備

4 気象・水象の観測、
解析

4.1 観測項目と目的 4 気象・水象の観測及
び情報収集並びに解析

4.1 観測及び情報収集

4.2 観測施設の設置と観測 4.2 観測施設の設置及び観測

4.3 流出特性の把握 4.3 流出特性の把握

5 利水管理 5 利水管理 5.1 利水管理の一般事項

5.1 貯水管理 5.2 貯水管理

5.2 取水・放流管理 5.3 取水・放流管理

5.3 渇水時の管理 5.4 渇水時の管理

6 洪水時等の管理 6.1 洪水時等の定義及び管理の体制 6 洪水時等の管理 6.1 洪水時等の定義及び管理の体制

6.2 洪水時等における放流と機器の操作 6.2 洪水時等における放流又は越流時の対応

6.3 放流の際にとるべき措置
（6.2に統合のため削除）

6.4 異常時への対応
6.3 異常時への対応

7 堤体等の安全管理 7.1 管理の期間の区分 7 堤体等の安全管理 7.1 管理の期間の区分

7.2 第一期管理（試験湛水） 7.2 試験湛水に関する記録等の引継

7.3 第二期、第三期（通常時）の安全管理 7.3 定期的・継続的な状態把握

7.4 堤体等の安全性の確認 7.4 堤体等の安全性の確認

7.5 臨時の計測、点検、監視 7.5 臨時の計測、点検及び監視

7.6 応急措置 7.6 応急措置

7.7 補修 7.7 補修・補強 6



現 行 改定案

基準 基準の運用・解説 基準 基準の運用・解説

8 機能の保全 8.1 貯水池の湖岸の維持 8 貯水池等の管理 8.1 貯水池の湖岸及び周辺斜面の維持

8.2 水質の保全 8.2 水質の保全

8.3 貯水容量の確保 8.3 堆砂対策

8.4 環境との調和への配慮 8.4 環境との調和への配慮

8.5 道路の管理 8.5 道路の管理

8.6 冬期の管理 8.6 冬期の管理

8.7 人身に対する安全管理 8.7 人身に対する安全管理

9 構造物の維持補修 9.1 構造物の点検 9 土木構造物の保全管理 9.1 土木構造物の点検及び機能診断

9.2 構造物の機能の維持 9.2 土木構造物の長寿命化を図る保全管理

10 設備機器の点検、整備、補
修

10.1 設備機器の点検、整備 10 設備機器の保全管理 10.1 設備機器の点検、整備及び機能診断

10.2 設備機器の補修 10.2 設備機器の長寿命化を図る保全管理

11 管理の記録 11.1 管理の記録 11 管理の記録 11.1 管理の記録

11.2 管理の記録の保存と活用及び報告 11.2 管理の記録の保存、共有、活用及び報告

12 土地改良財産の管理 12.1 土地改良財産の管理受託のための準備 12 土地改良財産の管理 12.1 土地改良財産の管理受託のための準備

12.2 管理受託協定 12.2 管理委託協定の締結

12.3 管理予算の作成 12.3 管理予算の作成

12.4 財産の他目的使用 12.4 財産の他目的使用

12.5 財産の共有持分付与 12.5 財産の共有持分付与

12.6 財産の改築、追加工事等 12.6 財産の改築、追加工事等

12.7 他の法令による管理との関係

12.7 管理台帳の具備 12.8 管理台帳の備付け

12.9 貸借対照表の作成

５ 土地改良施設管理基準－ダム編－基準書目次と改定箇所
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５ 土地改良施設管理基準－ダム編－基準書目次と改定箇所

項 目

基準書の目次項目

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12

基
準
の
位
置
付
け

管
理
の
基
本

管
理
の
組
織
及
び
体
制

気
象
・
水
象
の
観
測
及
び
情
報
収

集
並
び
に
解
析

利
水
管
理

洪
水
時
等
の
管
理

堤
体
等
の
安
全
管
理

貯
水
池
等
の
管
理

土
木
構
造
物
の
保
全
管
理

設
備
機
器
の
保
全
管
理

管
理
の
記
録

土
地
改
良
財
産
の
管
理

改
定
課
題

①大雨・豪雨の増加傾向に対応した操作管理 解説
運用
解説

運用
解説

②施設の長寿命化を図る保全管理
基準
運用

基準
運用
解説

基準
運用
解説

③省力化、省エネルギー化及び再生可能エネル
ギー利用の推進

基準
運用
解説

④業務継続計画（ＢＣＰ）の整備
基準
運用
解説

⑤安全性評価を踏まえた点検
基準
運用
解説

⑥管理記録の整理、保存、利活用 運用
運用
解説

⑦利水調整規程の策定、土地改良施設の資産評価
運用
解説

運用
解説

管理実態アンケートを踏まえた改定 解説 解説

※基準：基準本文（事務次官通知）、運用：基準の運用（農村振興局長通知）、解説：基準及び運用の解説（水資源課長通知）
上表は、技術書（水資源課長通知）の改定、他基準との整合に係る改定、表現の適正化は除いて整理 8



６ 土地改良施設管理基準－ダム編－の改定課題と改定内容

＜改定課題① 大雨・豪雨の増加傾向に対応した操作管理＞

：期間にわたる変化傾向

データは気象庁
ホームページより

〇 時間降水量50mm以上の豪雨の
発生頻度は近年増加傾向。

事前に水位低下

大雨による流入

○ 大雨が予想される際にあらかじめ
水位を下げること等によって洪水調
節機能を発揮

○ 降雨をダムに貯留し、下流域の氾
濫被害リスクを低減

図5-2 洪水調節機能強化のイメージ 9

・令和元年12月に「既存ダムの洪
水調節機能強化に向けた基本方
針」が策定され、これに基づき
水系ごとの関係者間で治水協定
を締結

・令和２年５月まで 一級水系農
業用ダム全てにおいて治水協定
を締結（63水系265ダム）

・令和３年５月まで 二級水系農
業用ダム全てにおいて治水協定
を締結（120水系147ダム）

・令和２年７月豪雨以降、複数ダ
ムで事前放流を実施

近年の水害の激甚化等を踏まえ、緊急時において既存ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活用できる
ような取組が進められていることから、利水、洪水時等にとるべき措置等に係る記述を見直し

背 景

・解説「2.1 管理の基本」に、
ダムの管理運用について記
載

・運用「5.2 貯水管理」に、
貯水運用ルールの作成につ
いて記載

・運用「6.1 洪水時等の定義
及び管理の体制」に、洪水
時等を洪水発生前から終
わった段階までと定義

現 行

・解説「2.1 管理の基本｣に、｢既存
ダムの洪水調節機能の強化に向け
た基本方針｣を示すとともに、

・運用・解説｢5.2 貯水管理｣、
「6.1 洪水時等の定義及び管理の
体制」に、洪水調節機能を一層向
上させるために行う時期ごとの貯
水位運用及び事前放流を位置付け、
解説「6.2 洪水時等における放流
又は越流時の対応」に、農業用水
の特性を踏まえて、洪水調節を効
果的に行うことや下流河川への安
全配慮について記述

改定方針

図5-1 １時間降水量50mm以上の年間発生回数
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６ 土地改良施設管理基準－ダム編－の改定課題と改定内容

◇基準の運用

◆基準「審議対象」
改定なし

＜改定案＞

５．２ 貯水管理
貯水管理に当たっては、受益地に用水を安定的に供給するため、土地改良管理規程、操作規程等に基づき計画的に実施する

ものとする。このため、ダム貯水量と流入量、受益地の営農状況、下流河川の状況、気象状況等を的確に把握するとともに、
かんがい期及び非かんがい期の貯水運用ルール（「既存ダムの洪水調節機能強化に向けた基本方針（令和元年12月12日既存ダ
ムの洪水調節機能強化に向けた検討会議）」（以下「既存ダムの洪水調節機能強化に向けた基本方針」という。）を踏まえ、
水系ごとに関係者間で締結された治水協定に基づく時期ごとの貯水位運用（以下「時期ごとの貯水位運用」という。）を含
む。）を作成しておくものとする。

６．１ 洪水時等の定義及び管理の体制
洪水時等とは洪水時を含め、ダムの土地改良管理規程、操作規程等に定める、洪水が発生する前の段階（「既存ダムの洪水

調節機能強化に向けた基本方針」を踏まえ、水系ごとに関係者間で締結された治水協定に基づく事前放流（以下「事前放流」
という。）を含む。）から洪水が終息した段階までとし、予備警戒時、洪水警戒時、洪水時及び洪水処理時として区分する。

※赤字は改定箇所

運用２．１は、管理の基本に関する事項である。
（略）
また、近年、水害が激甚化していることを踏まえ、緊急時において既存ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活用できる

よう令和元年11月26日、「既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議」（内閣総理大臣決裁）において、「既存ダムの洪
水調節機能の強化に向けた基本方針」が定められた。

□基準及び運用の解説
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６ 土地改良施設管理基準－ダム編－の改定課題と改定内容

運用５．２は、貯水管理に関する事項である。
貯水管理に当たっては、貯水量、貯水池への流入量、ダム下流の河川流量、気象、水象の状況、受益地の営農状況など

の把握に努めるとともに、受益地で必要となる水量を把握する必要がある。
このため、貯水運用ルールをあらかじめ定めておき、計画的な貯水管理を行う。
時期ごとの貯水位運用とは、治水協定及び実施要領（操作規程等に基づき事前放流等の開始基準、中断基準等を定めた事

前放流等実施要領をいう。以下同じ。）に基づき、あらかじめ貯水位を低下させる運用をいう。また、貯水位低下後の水位維
持のための放流を含む。

運用６．１は、洪水時等の定義及び管理の体制に関する事項である。
・事前放流とは、治水協定及び実施要領に基づき、予測降雨量が基準雨量を超過した時に、最大３日前から貯水位を低下させ
る放流をいう。また、事前放流の態勢解除までの間における貯水位維持のための放流を含む。予備警戒時以前のほか、予備警
戒時又は洪水警戒時の措置としても実施される。
農業用ダムの洪水調節機能の強化に当たっては、農業用ダムの特性、対象となる個々のダムの構造、規模、放流設備、管理

体制、水利用の状況等を考慮した上で、ダムの安全性を確保しつつ、効果的に取り組むことが重要となる。また、事前放流な
どの洪水調節機能強化の取組により農業用水が不足しないよう、弾力的な水の融通などの水系内全体での利水調整に取り組む
ことも重要である。

洪水時等におけるダムの管理に当たっては、洪水の各区分に応じて定められた体制を速やかにとり、特に事前放流を実施し
ている場合には、円滑に洪水時の操作に移行しなければならない。

＜改定案＞

□基準及び運用の解説

図5-3 事前放流・時期ごとの貯水位運用のイメージ

運用6.1 事前放流のイメージ 運用5.2 貯水位運用のイメージ

事前放流により
対応

時期ごとの貯水位
運用により対応
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６ 土地改良施設管理基準－ダム編－の改定課題と改定内容

運用６．２は、洪水時等における放流又は越流時の対応に関する事項である。
（３）放流又は越流時の危険防止
なお、洪水吐きゲートを有しないダムにおいて、貯水位が常時満水位に達した後、さらに流入量がある場合には、洪水吐き

越流頂から自然越流により流水が流下するため、越流時刻の予測を行い、事前に必要な通知等の措置を講じるとともに、操作
規程等により定められているわけではないが、操作規程等に準じて、一般住民等への越流に関する周知が必要となる。
特に事前放流は、好天時又は無降雨時に開始されることがあり、下流河川における水位上昇が下流河川沿いの地域、一般住

民の生活等に危害を及ぼすことがないよう安全確保を図る必要がある。

□基準及び運用の解説（前ページからつづき）

＜改定案＞



改定課題② 施設の長寿命化を図る保全管理
農業水利ストックが増加するとともに、施設の老朽化が進展する中で、関係者間で連携・情報共有を図りつ

つ、施設の機能を長期にわたり維持し、施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減を図る保全管理を進め
ることを記述

６ 土地改良施設管理基準－ダム編－の改定課題と改定内容
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・農業水利施設の老朽化が進展
するなかで、施設の機能を維
持し、長寿命化を図る保全管
理に取り組む必要

・具体的には、①施設管理者等
による日常管理（施設監視含
む）、②施設造成者が行う機
能診断、③機能保全計画の策
定、④施設監視、⑤対策工事
及び⑥データの蓄積のストッ
クマネジメントのサイクルを、
関係者間で連携・情報共有を
図りつつ、継続的に実施

・H25年「水防法及び河川法の
一部を改正する法律」（河川
管理施設及び許可工作物に関
して、良好な状態に保つよう
維持又は修繕の義務を明確化
し、管理者が尊守すべき最低
限の技術的基準等を制定）

背 景

・基準「２ 管理の基本」に、
「ダムの機能を適正に発揮
させるとともに、その機能
を環境との調和に配慮しつ
つ維持保全し、」と記載

・基準「９ 構造物の維持補
修」に、｢点検、補修等を実
施し、構造物の機能の維持
に努めなければならない｣と
記載

・基準「10 設備機器の点検、
整備、補修」に、「点検、
整備、補修等を計画的に実
施して、設備全体の高い信
頼度の保持に努めなければ
ならない」と記載

現 行

・基準・運用「２ 管理の基本」に、
施設の長寿命化を図る保全管理
に配慮する旨を記述

・基準「９ 構造物の維持補修」を
「９ 土木構造物の保全管理」に、
基準「10 設備機器の点検、整備、
補修」を「10 設備機器の保全管
理」に改める

・運用・解説「9.1 土木構造物の
点検及び機能診断」、「9.2 土
木構造物の長寿命化を図る保全
管理」、「10.1 設備機器の点検、
整備及び機能診断」及び「10.2
設備機器の長寿命化を図る保全
管理」に改め、施設管理者によ
る巡視、点検及び国による機能
診断を計画的に行い長寿命化と
ライフサイクルコストの低減を
図る保全管理に努めることを
記述

改定方針
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６ 土地改良施設管理基準－ダム編－の改定課題と改定内容

◆基準「審議対象」
２ 管理の基本
ダムの管理は、ダムの機能を適正に発揮させるとともに、環境との調和及び施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減

を図る保全管理に配慮しつつ、安全性を確保することを基本とする。

９ 土木構造物の保全管理
堤体その他の土木構造物の点検、機能診断、補修等の保全管理を計画的に実施し、長期にわたりダムの機能の維持に

努めなければならない。

10 設備機器の保全管理
点検、整備、機能診断、補修、更新等の保全管理を計画的に実施し、長期にわたり設備機器全体の高い信頼度の保持に

努めなければならない。

＜改定案＞



２．１ 管理の基本
ダムの管理の基本は、ダムが有する流水の貯留機能、流水に対する調節機能、取水機能を適正に発揮させるとともに、環境と

の調和及び施設を長寿命化しライフサイクルコストを低減する保全管理に配慮しつつ、安全性を確保することである。

９．１ 土木構造物の点検及び機能診断
施設管理者は、土木構造物について、使用した材料及びその特性に配慮して、日常管理における巡視、点検を計画的に行わな

ければならない。
ダム設置者は、経年的な劣化の進行及びこれに伴う性能低下状況を把握するため、定期的に機能診断を実施しなければならな

い。

９．２ 土木構造物の長寿命化を図る保全管理
施設管理者又はダム設置者は、土木構造物の点検及び機能診断の結果を踏まえて、計画的に補修、補強その他の必要な対策を

実施し、土木構造物の長寿命化を図る保全管理を実施し、長期にわたりダムの機能の維持に努めなければならない。

◇基準の運用

６ 土地改良施設管理基準－ダム編－の改定課題と改定内容
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＜改定案＞

10．１ 設備機器の点検、整備及び機能診断
施設管理者が行う放流設備、操作管理設備等の点検、整備は、各設備機器の機能と特性を踏まえ、操作時、日常、定期、臨

時に区分して、点検項目と周期を定めて実施するものとする。
ダム設置者は、設備機器の機能が維持、確保されていることを確認するため、定期的に機能診断を実施しなければならない。

10．２ 設備機器の長寿命化を図る保全管理
施設管理者又はダム設置者は、設備機器の点検及び機能診断の結果並びに高い信頼性が求められる設備機器の特性を踏まえ

て、適切な周期で計画的に整備、更新その他必要な対策を実施し、設備機器の保全管理を行うものとする。



□基準及び運用の解説

運用２．１は、管理の基本に関する事項である。
このため、ダムの管理（ダムの堤体及び付帯施設の運転操作、点検整備の実施、記録の保存等）は、受益地内の水管理組織

と連携し、合理的な運用のほか、経済性も考慮して行うとともに、施設の点検、機能診断、監視等を通じた計画的かつ効率的
な補修、更新等を行うことにより、施設を長寿命化し、ライフサイクルコストを低減する保全管理を推進する必要がある。

運用９．１は、土木構造物の点検及び機能診断に関する事項である。
ダムの土木構造物は、堤体、洪水吐き、基礎地盤（基礎処理工を含む）、監査廊等から構成される。
ダムの堤体以外の土木構造物は、コンクリートを主体にしたものが多く、自然劣化のほかに、凍害、中性化等の劣化が発生

することがあるので、日常的に巡視、点検することが重要であり、点検に当たっては、機能診断により推定された劣化機構に
応じた点検等を行う必要がある。
日常点検において、高度な技術的判断、日常管理を超えた内容の対策が必要と考えられる変状を発見した場合は、随時、ダ

ム設置者に相談等を行う。
ダム設置者は、定期点検、臨時点検の結果、必要と認められて実施する２次調査及び詳細調査により、機能診断を実施して、

ダムの機能低下につながるおそれのある経年的な劣化、地震、豪雨等の突発的な事象の発生時における安全確認を確実に行う。

６ 土地改良施設管理基準－ダム編－の改定課題と改定内容
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＜改定案＞

運用９．２は、土木構造物の長寿命化を図る保全管理に関する事項である。
土木構造物の補修、補強は、材料それぞれの劣化度合い及び劣化機構に応じて、土木構造物の重要度等を踏まえた適切な方

法、工法を選定して実施し、土木構造物の長寿命化を図りつつ、その機能の維持を図ることが必要である。



運用10．１は、設備機器の点検、整備及び機能診断に関する事項である。
ダムの設備機器は、放流設備等の機械設備、電源設備等の電気通信設備、水文・水理観測設備等の観測・計測設備等で構成

される。
設備機器がいつでも安全かつ確実に稼働する状態を維持するため、施設管理者は法令等を遵守した上で点検整備を計画的に

実施しなければならない。特に緊急放流設備については、その機能が維持されていることの確認が堤体の安全性確保の点から
も重要である。

設備機器の点検、整備を行うに当たっては、安全確保に努めた上でこれらの構造、規格、仕様及び取扱いを理解して状態を
判断する必要がある。そのため、各設備機器の構造、取扱い等を記した完成図書及び取扱説明書を整備保管の上、常時利用で
きるようにしておくことが大切である。また、設備機器の付属品、予備品も同様であり、予備品を使用した際には速やかに補
充することも必要である。

運転操作時点検及び日常点検は、装置の外観、表示灯及び数値表示器の目視、動作音の確認等を行う。異常等を発見した場
合には、その原因を把握するとともに、状況に応じて整備を実施しなければならない。

定期点検では、必要に応じて機器の分解を含めた精密な点検を行い、事故を未然に防ぐよう適切な整備を実施しなければな
らない。

臨時点検は、自然災害（出水、地震、落雷等）の後に行う。機器の異常等は全設備に及ぶことがあるため、関連設備機器の
全体について行う必要がある。
ダム設置者は、定期点検、臨時点検の結果、必要と認められて実施する２次調査及び詳細調査により、機能診断を実施して、

設備機器の機能低下につながる不具合の徴候の発見、把握及び地震、豪雨等の突発的な事象の発生時における安全確認を確実
に行う。
設備機器の点検、整備及び機能診断を実施した結果の記録データは、次回以降の点検、整備等に活用するほか、設備機器の

状態把握の重要なデータとなるので、整理し保存する。

６ 土地改良施設管理基準－ダム編－の改定課題と改定内容

□基準及び運用の解説（前ページからつづき）
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＜改定案＞
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運用10．２は、設備機器の長寿命化を図る保全管理に関する事項である。
設備機器全体の信頼度を高く保持するため、長寿命化を図る保全管理に努める。
設備機器の整備、更新その他の必要な対策は、機器の種類、使用状況、重要度、故障頻度、ダム設置者が策定する機能保全

計画等を参考に、計画的に実施しなければならない。設備機器の更新計画については、更新する設備機器の範囲と順序及び更
新工事中の運用計画を立てることも重要である。
なお、突然の故障、事故、自然災害により障害が発生した場合は、障害の度合いにより復旧時間を早急に把握してダムの運

用にどのような影響を及ぼすかを整理し、事後保全として臨時整備を行う必要がある。

６ 土地改良施設管理基準－ダム編－の改定課題と改定内容

□基準及び運用の解説（前ページからつづき）

＜改定案＞



改定課題③ 省力化、省エネルギー及び再生可能エネルギー利用の推進

管理要員の高齢化・減少を背景とした管理の省力化の推進、調達コストの高騰を踏まえた省エネルギー化、
また、気候変動リスクに対応するため、環境負荷を軽減する再生可能エネルギー利用の推進について記述

６ 土地改良施設管理基準－ダム編－の改定課題と改定内容

図5-4 土地改良区職員数及び土地改良区数の推移 19

・東日本大震災後、省エネル
ギー化対策の推進と再生可能
エネルギーの拡大は重要な課
題

・気候変動による大規模災害の
頻発、生物多様性の急速かつ
大規模な損失に対し、化学燃
料の使用抑制等を通じた環境
負荷の軽減を図り、カーボン
ニュートラル、生物多様性の
保全及び再生を促進していく
ことが重要

背 景

基準、運用等に省力化、省エ
ネルギー化、再生可能エネル
ギー利用の推進について具体
的な記載は無い

現 行

・基準「２ 管理の基本」に、省力
化、省エネルギー化及び再生可
能エネルギーの利用推進につい
て記述

・運用・解説「2.3 省力化、省エ
ネルギー化及び再生可能エネル
ギーの利用の推進」に、ＵＡＶ
活用などによる管理の省力化、
省エネルギー化による管理に要
する経費の節減及び環境負荷を
軽減する小水力、太陽光などの
再生可能エネルギー利用の推進
について記述

改定方針

出典：農林水産省農村振興局調べ
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□基準及び運用の解説

運用２．３は、省力化、省エネルギー化及び再生可能エネルギーの利用の推進に関する事項である。
管理要員の高齢化、減少等により、土地改良区等を中心に行われてきた施設の管理が困難になるおそれがあることから、UAV

（無人航空機）等のロボット、ICT等を活用した管理の省力化を推進していく必要がある。また、原子力発電の停止、原油価格
の高騰、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単価の上昇等による調達コストの高騰を想定し、省エネルギー化に努めるものと
する。これらの取組により、管理に要する経費の節減を図っていく。

さらに、気候変動による大規模災害の頻発、生物多様性の急速かつ大規模な損失に対し、化石燃料の使用抑制等を通じた環境
負荷の軽減を図り、カーボンニュートラル、生物多様性の保全及び再生を促進していくことが重要である。このため、小水力発
電、太陽光発電等の再生可能エネルギーの利用を積極的に進めることが望ましい。また、近年、自家消費及び地域内系統の活用
を含む需給一体型再生可能エネルギーの活用は、エネルギー供給の強靱化（レジリエンス）、地域内エネルギー循環、地域内の
経済循環などの点で有効と考えられる。

６ 土地改良施設管理基準－ダム編－の改定課題と改定内容

（出典）令和２年度エネルギーに関する年次報告（エネルギー白書2021）
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◇基準の運用
２．３ 省力化、省エネルギー化及び再生可能エネルギーの利用の推進

管理要員の高齢化、減少等を踏まえた管理の省力化及びエネルギーの需給構造の変化に伴う調達コストの高騰を踏まえた省エ
ネルギー化に努めるものとする。
また、気候変動リスクに対応するため、化石燃料の使用抑制等により環境負荷を軽減していく観点から、ダムの落差を活かし

た小水力発電の導入などによる再生可能エネルギー利用に努めるものとする。

◆基準「審議対象」

２ 管理の基本
（略） また、省力化、省エネルギー化及び再生可能エネルギーの利用を推進するものとする。

＜改定案＞



改定課題④ 業務継続計画（ＢＣＰ）の整備

豪雨や大規模地震等の不測の事態において、人的被害の防止や施設の機能回復のために優先
すべき業務を特定し、業務を継続させるために必要な措置を定める業務継続計画の整備につい
て記述

６ 土地改良施設管理基準－ダム編－の改定課題と改定内容

21

・豪雨や地震等による災害のお
それ、又は災害が発生した場
合における土地改良施設機能
の継続や早期回復が必要

・国土強靱化基本計画
(H30.12）
「農業水利施設を管理する土
地改良区等においても、業務
継続計画の策定を推進する必
要がある。」

背 景

・基準「３ 管理の組織及び体
制」において、「管理技術
の向上に努めるとともに、
ダムの機能、規模に見合っ
た管理要員を確保して、管
理体制の整備を図り、安全
で適切な管理を行うものと
する。」と記載

・解説「7. 5 臨時の計測、点
検、監視」等において、地
震、洪水、大雨時の計測、
点検、監視、応急措置等に
ついて記載

現 行

・基準「３ 管理の組織及び体制」
に、業務継続計画の整備により
自然災害等に対しあらかじめ備
えることを記述

・運用「3.3 業務継続計画
（Business Continuity Plan: 
BCP）の整備」に、施設管理者が
業務継続計画を整備することを
記述し、解説に、訓練・点検に
より継続的に問題点を把握して
改善し内容を向上させて体制を
整備する必要を記述

・解説「7.5 臨時の計測、点検、
監視」に、構造物の損壊等の異
常等が発見された場合は、速や
かに関係機関に報告することを
記述

改定方針

図5-6 BCPのPDCAサイクル

（出典）土地改良施設管理者のための業務継続計画
（BCP）策定マニュアル（平成28年３月 農村
振興局整備部防災課災害対策室）
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６ 土地改良施設管理基準－ダム編－の改定課題と改定内容

□基準及び運用の解説

運用３．３は、業務継続計画（Business Continuity Plan：BCP）の整備に関する事項である。
業務継続計画は、大規模災害、事故等によって施設が被災し、活用できる資源（ヒト、モノ、情報、ライフライン等）が制

限された状況において、二次災害の防止及び軽減、施設の機能回復のために優先すべき業務を特定するとともに、業務継続や
その復旧を図るために必要な方針、体制、手順等を示す計画である。
業務継続計画を整備し、危機的な重大災害への備えを行っていることは、土地改良区組合員、従業員、地域住民、地方自治

体等から高く評価されることであり、施設管理者への信頼性を高めることができる。また、業務継続計画の整備は、訓練等を
通じて、施設管理者としての社会的使命や責任者意識の共有が図られるほか、現場対応力の向上、管理要員のスキルアップ、
日常業務の効率化がもたらされる等のメリットも期待される。
まずは、できるだけ早期に簡易な業務継続計画を作成した上で、訓練及び点検により継続的に問題点を把握して改善し、業

務継続計画の最新性を保つとともにその内容を向上させ、災害等に対応し得る体制の整備を図っていく必要がある。

運用７．５は、臨時の計測、点検、監視に関する事項である。
また、臨時の計測、点検、監視に当たっては、次の事項に特に注意して行い、その結果、構造物の破損等の異常かつ重大な

状態が発見された場合には、速やかに関係機関に報告する。

◇基準の運用
３．３ 業務継続計画（Business Continuity Plan：BCP）の整備
施設管理者は、豪雨、大規模地震等により土地改良施設が被災するなどの不測の事態に直面し、人員、情報等に制約のある

状況下において、人的被害の防止及び施設の機能回復のために優先すべき業務を特定し、業務を継続させるために必要な措置
を定めるために、業務継続計画を整備するものとする。

◆基準「審議対象」
３ 管理の組織及び体制
また、施設管理者は、管理技術の向上に努めるとともに、ダムの機能、規模に見合った管理要員を確保して、管理体制の整

備を図り、業務継続計画 (Business Continuity Plan:BCP）の整備により自然災害等に対してあらかじめ備えるなど安全で
適正な管理を行うものとする。

＜改定案＞



改定課題⑤ 安全性評価を踏まえた点検

国営造成農業用ダムを対象に行われているダム設置者による安全性評価の結果を踏まえ、施
設管理者による計測及び点検を行うことについて記述

６ 土地改良施設管理基準－ダム編－の改定課題と改定内容

■ 南海トラフ巨大地震の被害想定範囲内の基幹的水利施設
■ それ以外のエリアの基幹的水利施設

〇 南海トラフ地震の被害想定エリア
には、全国の基幹的水利施設の約３
割が存在。

施設
数

着手

完了 継続

国営造成
農業用ダム

189 189 149 40

表5-1 令和３年度末の耐震性照査の実施状況
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・大規模地震が頻発しているこ
とやダムの重要性を踏まえ、
土地改良長期計画（平成28年
８月閣議決定）に基づき、国
営造成農業用ダム189基すべ
てを対象に、安全性評価を順
次実施（①造成時の設計・施
工内容の確認、②機能診断に
基づく健全性の確認及び③レ
ベル２地震動に対する耐震性
能照査）

背 景

・基準「７ 堤体等の安全管
理」に、ダムの堤体及び基
礎地盤等の安全を確保する
ための計測、点検等につい
て記載

現 行

・運用「7.4 堤体等の安全性の確
認」に、安全性評価の結果を踏
まえて計測及び点検を行うこと
について記述

・解説「7.4 堤体等の安全性の確
認」に、安全性評価の枠組みを
記述するとともに、この結果を
活用して、堤体等の計測、点検、
安全性を確認することについて
記述

改定方針
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図5-7 震度4以上の地震発生回数（過去50年）

データは気象庁ホームページより

図5-8 南海トラフ巨大地震の被害想
定範囲内の基幹的水利施設割合
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６ 土地改良施設管理基準－ダム編－の改定課題と改定内容

□基準及び運用の解説

運用７．４は、堤体等の安全性の確認に関する事項である。
堤体及び基礎地盤に機能上、構造上の変化が生ずる場合は、計測及び点検結果に何らかの徴候が現れるのが一般的である。
計測及び点検結果を整理、分析することにより堤体等の安全性の判定に資することができる。
また、東北地方太平洋沖地震をはじめとする近年頻発する大規模地震を踏まえて平成24年度以降、①設計・施工内容の確認、

②設計・施工により期待されている性能が発揮されていること（健全性）の確認、③レベル２地震動（ダム地点において現在か
ら将来にわたって考えられる最大級の強さを持つ地震動）に対する安全性の確認の３項目を内容とする国営造成農業用ダム安全
性評価が実施されている。この結果を活用して、堤体等の計測、点検、安全性を確認する。

◆基準「審議対象」
改定なし

◇基準の運用

７．４ 堤体等の安全性の確認
計測及び点検結果は、速やかに整理、分析し、既往の計測記録及び設計条件と比較して、変状及びその要因を把握し、堤体

等の安全性を判定するものとする。
また、施設管理者は、ダム設置者が行う安全性評価（「国営造成農業用ダム安全性評価の実施について（平成24年３月31日

農村振興局整備部長通知）」に基づき実施する大規模地震動に対する耐震性能照査等を踏まえた安全性評価のことをいう。）
の結果を踏まえ、計測及び点検を行うものとする。

＜改定案＞



改定課題⑥ 管理記録の保存、共有、活用及び報告

施設の保全管理を適切に行い、施設の長寿命化やライフサイクルコストの低減を図るため、
施設管理者による管理の記録と保存、ダム設置者との情報共有、蓄積された情報の利活用の重
要性を改めて記述

６ 土地改良施設管理基準－ダム編－の改定課題と改定内容

・劣化要因の推定
・劣化度の判定

支援

補修等情報

機能診断調査

点検情報

診断情報

機能保全計画
の策定

日常管理
（施設監視）

・巡回点検
・異常、変状の把握
・軽微な補修

対策工事

補修
補強
更新

機能診断評価

施設の立地条件等に応じ、
・現地踏査
・現地調査（目視を中心）

施設監視

連携

農業水利ストック情報データベース

施設監視記録
機能診断情報補修等履歴情報

施設基本情報

維持管理情報

図5-9 農業水利ストック情報データベースシステムの仕組み 25

背 景

・基準「11 管理の記録」に、
「点検、整備、補修、その
他の措置等の経過及び結果
は、これを記録し、整理、
保存するものとする」と記
載

現 行

・運用「11.2 管理の記録の保存と
活用及び報告」を｢11.2 管理の
記録の保存、共有、活用及び報
告｣に改め、ダム設置者との情報
共有と、蓄積された情報の利活
用の重要性を記述

・解説「11.2 管理の記録の保存、
共有、活用及び報告｣に、ストッ
クDBへの情報蓄積と活用につい
て紹介

改定方針

農業水利ストック情報データベース
（ストックDB）の内容

施設諸元・維持管理・補修履歴・機能診断
等の農業水利施設情報を一元的に管理・利
用するシステムとして平成19年度から運用
開始

①施設の基本情報
（施設名、造成年）

②補修等履歴
（補修・補強履歴、点検整備履歴等）

③維持管理情報
（計測履歴、操作履歴等）

④機能診断情報
（施設診断結果、機能保全計画等）

⑤監視記録票情報

・日常管理における点検や維持
管理、補修履歴等のデータを
将来の維持管理費の低減や施
設の長寿命化を図るための機
能保全計画の策定に活かせる
よう蓄積しておくことが大切
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６ 土地改良施設管理基準－ダム編－の改定課題と改定内容

□基準及び運用の解説

運用11．２は、管理の記録の保存、共有、活用及び報告に関する事項である。
記録は、施設管理者とダム設置者で共有した上で、農業水利施設の諸元、維持管理記録、補修等履歴、機能診断結果等の情

報の一元的な管理を目的として国が運用する農業水利ストック情報データベースシステムに蓄積し、これらの情報を適切に活
用することで、管理における安全性の向上、効率化が図られるように取り組む。

◆基準「審議対象」
改定なし

◇基準の運用

11．２ 管理の記録の保存、共有、活用及び報告
ダムの管理の記録は、適正な管理のため電子化等により活用しやすいように整理、保存しておくとともに、操作規程等に基

づき、関係機関に対して適時報告を行うものとする。
また、整理、保存された情報は、施設管理者とダム設置者で共有し、蓄積された情報を適切に活用することにより、ダムの

安全性及び機能を長期にわたり保持するものとする。

＜改定案＞



改定課題⑦ 利水調整規程の策定、土地改良施設の資産評価

平成30年度の土地改良法改正を踏まえ、①土地改良区における利水調整規程を踏まえた利水
調整及び②貸借対照表の作成により計画的な保全管理を進めていく重要性について記述

６ 土地改良施設管理基準－ダム編－の改定課題と改定内容
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・耕作者の経営規模の拡大に伴
う農作業の長期化、コメの作
付品種の多様化により、耕作
者の水需要（時期・水量）が
変化

・農業水利施設の老朽化が進行
する中で、施設の保全管理を
計画的に進めていく必要

・平成30年度の土地改良法改正
において、①土地改良区にお
いて利水調整規程の整備及び
②貸借対照表の作成を義務づ
け

背 景 現 行

・運用｢5.1 利水管理の一般事項｣
に、年間取水計画を作成するこ
と、解説に、利水調整規程を踏
まえた管理を行うことや、安定
供給のための必要水量の把握に
ついて記述

・運用・解説「12.9 貸借対照表の
作成」を追加し、貸借対照表を
活用した施設の計画的な保全管
理について記述

改定方針

・運用「5.1 貯水管理」、
「5.2 取水・放流管理」及
び「5.3 渇水時の管理」に、
貯水運用ルールの設定、末
端利水者との調整、利水調
整組織との調整について記
載

・運用「12.6 財産の改築、追
加工事等」及び「12.7 管理
台帳の具備」に、施設の維
持管理・更新について記載

（出典）農業基盤情報基礎調査（R2.3時点）による推計図5-10 農業水利施設の老朽化

既に標準耐用年数を超過した施設
全国全体の50%（11,581箇所）

今後10年のうちに標準耐用年数を超過する施設
全国全体の17%（4,102箇所）

○ 既に標準耐用年数を超過した施設及び今後
10年のうちに標準耐用年数を超過する施設の
割合は全国全体の67%（15,683箇所）
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６ 土地改良施設管理基準－ダム編－の改定課題と改定内容

運用12．９は、貸借対照表の作成に関する事項である。
管理受託者である土地改良区が将来にわたってダムの利用を継続していくためには、その保全管理を計画的に進めていく

ことが必要である。
ダムにおいて、貸借対照表は、将来の保全管理に必要となる費用の額及びそれに備えるための資産の状況を明らかにするも

のであり、将来の保全管理について計画的な積立てを行い、将来世代との間で費用の分担を図ることが可能となる。

◆基準「審議対象」
改定なし

◇基準の運用

□基準及び運用の解説

運用５．１は、利水管理の一般事項に関する事項である。
ダムの利水管理に当たっては、土地改良管理規程、操作規程等を遵守するとともに、作物の種類、作付面積、栽培体系等を

考慮した受益地の営農計画を基本として、当該ダム地点、その近傍の気象状況等から受益地における用水の必要量を把握し、土
地改良区が土地改良法第57条の３の２に基づき、農業用水の配分を適正に行うため、その決定方法等を定めた利水調整規程（以
下「利水調整規程」という。）との整合を図りつつ年間取水計画を作成するものとする。年間取水計画は、農業改良普及セン
ター、市町村、農業協同組合等から情報収集しながら、過去の取水実績を踏まえて作成するものとする。

12．９ 貸借対照表の作成、公表
管理受託者が土地改良区の場合は、将来にわたってダムの利用を継続し、その保全管理を計画的に進めていくために、管理

受託した財産について貸借対照表を作成し、公表しなければならない。

＜改定案＞

５．１ 利水管理の一般事項
ダムの利水管理に当たっては、土地改良管理規程、操作規程等を遵守するとともに、受益地の営農計画、気象の状況等から

受益地の農業用水の必要量等を踏まえて、年間取水計画を作成するものとする。
また、ダム下流の利水及び流水の正常な機能のため、下流に水利流量及び河川維持流量を放流するとともに、常に上・下流の
利水状況及び河川流量を把握して河川の環境や生態系にも配慮するものとする。



30歳未満 20%

30歳以上50歳未満 24%

50歳以上60歳未満 19%

60歳以上70歳未満 20%

70歳以上 17%

６ 土地改良施設管理基準－ダム編－の改定課題と改定内容

管理実態アンケートを踏まえた改定
＜改定内容＞管理員の高齢化、不足、後継者の育成への対応が課題。
管理人員に対する研修による技術力向上の必要性等について記述。また、調査及び点検頻度

について、他省庁通知を基に軽減できるものを適用。

□基準及び運用の解説

運用３．２は、管理体制の整備、確立に関する事項である。
洪水のほか地震等予期しがたい自然現象に際して、ダムの管理に支障が生じることとなれば、社会に及ぼす影響が甚大であ

る。このため、施設管理者は、平常時及び洪水時等の緊急時における管理体制を整備、確立し、ダム管理主任技術者をはじめ、
ダムの規模、機能に見合う管理要員を確保し、管理要員の育成、管理技術の向上に努めるものとする。また、経験豊富な管理
要員の交代後に支障が生じないよう、計画的な人員管理及び管理要員の研修の機会を確保するとともに、監視操作制御設備等
の情報機器の利用により管理内容の充実を図る必要がある。

運用７．５は、臨時の計測、点検、監視に関する事項である。
臨時の計測、点検、監視は、次に示す規模以上の場合に実施するものとする。
（略）

（一定規模以上の地震発生直後の臨時点検は、主に目視による外観点検を行う一次点検と、地震の規模、被災状況等に応じ
て、一次点検後の詳細な外観点検と計測による点検を行う二次点検に区分して実施する。
なお、「ダム等における地震発生後の臨時点検結果の報告について（令和３年３月31日付け国土交通省水管理・国土保全局

河川環境課長通知）」に基づく臨時点検の実施について、当該ダムが管理の期間の区分として第三期にあること等の適用条件
を満たす場合に限り、二次点検を省略できる。）

図5-11 土地改良区管理のダムの管理員の年齢構成

60歳以上
（37%）
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（出典）令和２年国営造成施設（ダム）
管理実態アンケート結果（水資
源課施設保全管理室）



７ 土地改良施設管理基準－ダム編－改定スケジュール（案）

○農業農村振興整備部会技術小委員会で審議の後、令和４年度内に同部会に結果を報告。
○審議結果（答申）を踏まえ、土地改良施設管理基準-ダム編-を改定予定。

【今後のスケジュール（案）】
＜令和４年度＞

７月 同部会 技術小委員会（１回目審議）
10月 〃 （２回目審議）
11月 パブリックコメント
２月 同部会 技術小委員会（３回目審議）
２月 農業農村振興整備部会答申（審議結果の報告）

上記の審議結果を踏まえ、土地改良施設管理基準-ダム編-を改定予定。
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