
 

 

 

 

防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画 

 

山形県   

 

１ 防災工事等の推進に関する基本的な方針 

(1)  山形県における農業用ため池の概要 

ア 現状 

県内の農業用ため池は、１，０９３か所あり、そのうち３７０か所が防災重点農

業用ため池に指定されている。 

     

イ 所有者及び管理者の状況 

県内の半数以上の農業用ため池が、集落や個人が管理するため池であり、組織

の弱体化や高齢化により、ため池の適正な管理が懸念される。 

所有者別及び管理者別のため池か所数等については、別表１のとおり。 

 

(2)  山形県における防災工事等の実施状況等 

 「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」（令和元年７月１日施行）に基づき、

施設の管理者を明確にし、適切な管理及び保全のため、ハザードマップ作成等のソ

フト対策を支援するとともに、決壊した場合に下流域の家屋等に被害が及ぶ防災重

点農業用ため池３７０か所を選定し、集中的かつ計画的な防災工事を実施している。 

防災工事等の実施状況については、別表１のとおり。 

  

 (3) 今後の基本的な考え方 

    防災重点農業用ため池を対象として、劣化状況評価及び豪雨・地震耐性評価を実

施し、その結果を踏まえ防災工事等の必要性を判断して優先付けを行い、計画的に

対策を実施する。 

 

 

２ 劣化状況評価の実施に関する事項 

(1)  劣化状況評価の推進計画 

防災重点農業用ため池３７０か所のうち対象となるため池について、劣化状況評

価を行った上で防災工事の必要性を判断するため、令和７年度までに計画的に劣化

状況評価を実施する。 

 ○劣化状況評価の対象となるため池（防災工事実施中及び廃止を予定しているため

池を除く防災重点農業用ため池）：３０８か所 

 

   ※劣化状況評価とは、防災工事の必要性を判断するため、堤体、洪水吐き、取水放

流設備等を対象に漏水・変形等の変状を把握し、劣化による農業用ため池の決壊の

危険性を評価するもの。 

 

 



 

 

３ 豪雨耐性評価の実施に関する事項 

(1)  豪雨耐性評価の推進計画 

令和元年度から継続して評価を実施中であり、廃止工事を除く防災重点農業用ため

池３４３か所のうち、３３９か所のため池について、評価を実施済みである。今後

は、評価未実施のため池について、劣化状況評価の結果を踏まえ、評価の必要性を

判断して計画的に豪雨耐性評価を実施する。 

○豪雨耐性評価結果  

・評価を踏まえ、対策を必要としないため池：１１６か所 

・評価を踏まえ、対策を必要とするため池：２２３か所 

 ・評価未実施のため池：４か所 

 

  ※豪雨耐性評価とは、防災工事の必要性を判断するため、設計洪水量を安全に流下さ

せるために必要な洪水吐き能力、堤高等の施設構造等について、現地測量等により豪

雨による農業用ため池の決壊の危険性を評価するもの。 

 

 

４ 地震耐性評価の実施に関する事項 

(1) 地震耐性評価の推進計画 

平成２５年度から継続して評価を実施中であり、防災重点農業用ため池３７０か

所のうち９３か所のため池について、実施済である。今後は、工事実施中及び廃止

工事を除く評価未実施のため池について、劣化状況評価の結果を踏まえ、評価の必

要性を判断して計画的に地震耐性評価を実施する。 

○地震耐性評価結果 

 ・評価を踏まえ、対策を必要としないため池：４９か所 

・評価を踏まえ、対策を必要とするため池：４４か所 

・評価未実施のため池：２５７か所 

 

  ※地震耐性評価とは、防災工事の必要性を判断するため、堤体のすべり破壊及び浸透

破壊に対する安全性について、構造計算等により農業用ため池の決壊の危険性を評価

するもの。 

 

 

５ 防災工事の実施に関する事項 

(1)  防災工事の推進計画 

劣化状況評価及び豪雨・地震耐性評価において防災工事が必要と判断された防災

重点農業用ため池のうち、ため池が決壊した場合の下流域への影響度が大きいため

池について、優先的に防災工事を実施する。 

○防災工事を計画しているため池：３７か所 

 

※決壊した場合の下流域への影響度が大きいため池は、下流域に家屋等があり、堤

高１０ｍ以上又は貯水量１０万㎥以上の防災重点農業用ため池とする。 

 

 



 

 

(2)  廃止工事の推進計画 

農業用施設としての活用がなく、今後も活用する予定がない防災重点農業用ため

池については、計画的に廃止工事を実施する。 

○廃止工事を計画しているため池：２７か所 

 

(3)  防災工事の実施に当たっての配慮すべき事項 

ア  文化財保護担当部局との調整 

    防災工事の実施に当たっては、埋蔵文化財包蔵地に係る事業計画について文化

財保護担当部局と協議調整を図る。 

イ 環境担当部局との調整 

    防災工事の実施に当たっては、ため池周辺の環境調査を実施し、必要に応じて

環境担当部局と協議調整を図る。 

ウ  上水道担当部局との調整 

  防災工事の実施に当たっては、必要に応じて上水道担当部局と協議調整を図る。 

エ  その他 

    防災工事の実施に当たっては、必要に応じて関係部局と協議調整を図る。 

 

 

６ 定期点検・経過観察の実施に関する事項 

 (1) 定期点検・経過観察に関する事項 

防災重点農業用ため池施設の劣化の進行とともに、地震や豪雨等により不測の事

態が生じるおそれがあることから、防災重点農業用ため池について、定期的に点検・

経過観察を行い、ため池施設の劣化状況及び決壊の危険性を早期に把握する。 

〇定期点検・経過観察の頻度：２回／１年 

・５月（梅雨期前）及び９月（台風前）の年２回行うものとする。 

〇定期点検・経過観察を行う者：ため池管理者 

・ため池管理者を原則とし、必要に応じ市町村及びため池サポートセンター 

により指導・助言を行うものとする。 

 

 

７ 防災工事等の実施に当たっての市町村との役割分担及び連携に関する事項 

(1)  防災工事等の実施主体 

ア 劣化状況評価 

原則として県が実施主体となる。実施にあたっては、市町村、ため池サポートセ

ンター、土地改良区と協調して実施する。 

 

イ 地震・豪雨耐性評価 

原則として県が実施主体となる。実施にあたっては、市町村、ため池サポートセ

ンター、土地改良区と協調して実施する。 

 

ウ 防災工事（廃止工事を除く。） 

優先度の高いため池の工事については、原則として県が実施主体となる。実施

にあたっては、市町村、土地改良区等と協議調整のうえ実施する。 



 

 

 

エ 廃止工事 

原則として市町村又は土地改良区が実施主体となる。実施にあたっては、県、市

町村、土地改良区等と協議調整のうえ実施する。 

(2) 技術指導等の内容 

   山形県ため池保全管理協議会（令和元年７月２８日設置）に設置された「ため池サ

ポートセンター」により、ため池点検や応急措置等への助言、技術指導を行う。 

 

 

(3) 情報共有及び連携の方法 

    県、市町村、土地改良事業団体連合会の関係者で構成する山形県ため池保全管理

協議会により、防災工事等に係る情報共有を図り、連携して防災工事等を推進する。 

   【協議会業務内容】 

    ・「法律」の周知に関すること。 

    ・ため池の保全管理に関する実施計画の策定に関すること。 

    ・ため池に関係する施策や課題等の情報共有に関すること。 

    ・ため池の保全管理体制の強化支援に関すること。 

    ・ため池の管理者等に対する技術的助言に関すること。 

    ・ため池の適切な保全管理に係る普及啓発に関すること。 

 

 

８ その他防災工事等の推進に関し必要な事項 
(1)  応急的な防災工事又は地震・豪雨時の応急措置の実施 

原則として、ため池管理者が、山形県ため池保全管理協議会と連携して、ため池

サポートセンター（土地改良事業団体連合会）の各支所に配備された応急資材等を

活用し、応急工事等を実施する。 

 

(2)  管理・監視体制の強化 

 監視カメラや水位計等の機器設置を促進し、管理・監視体制の強化に努める。 

ア 監視カメラ、水位計等の機器設置済みため池  ： １９か所 

イ 監視カメラ、水位計等の機器設置予定ため池  ：  ２か所 



別表１

山形県
時点

1　農業用ため池の概要

　①所有者別の箇所数及び割合

区分 国又は地方公共団体 土地改良区 水利組合 集落又は個人 その他 不明 合計 備考

割合 22.7% 9.6% 2.5% 28.5% 0.9% 35.8% 100%

箇所数 248 105 27 312 10 391 1093

　②管理者別の箇所数及び割合

区分 国又は地方公共団体 土地改良区 水利組合 集落又は個人 その他 不明 合計 備考

割合 3.8% 26.5% 14.9% 46.7% 0.7% 7.4% 100%

箇所数 42 290 163 510 8 80 1093

　①所有者別の箇所数及び割合

区分 国又は地方公共団体 土地改良区 水利組合 集落又は個人 その他 不明 合計 備考

割合 31.1% 16.8% 1.9% 17.0% 1.1% 32.1% 100%

箇所数 115 62 7 63 4 119 370

　②管理者別の箇所数及び割合

区分 国又は地方公共団体 土地改良区 水利組合 集落又は個人 その他 不明 合計 備考

割合 5.4% 47.6% 16.8% 28.6% 0.3% 1.3% 100%

箇所数 20 176 62 106 1 5 370

2　防災重点農業用ため池に係る防災工事等の実施状況等

箇所数 備考

ア 0

イ 35

① 0

② 35

③ 0

④ 0

ウ 0

① 0

② 0

③ 0

④ 0

エ 61

① 30

② 31

オ 247

① 0

② 247

カ 27

① 27

② 0

370

防災工事等の推進に関する基本的な方針

※国：行政財産として所有するものに限る。

※地方公共団体：法定外公共物であって市町村への所有権移転登記が未了のものを含む。

区分 内容

令和3年3月

（１）農業用ため池

（２）防災重点農業用ため池

劣化状況評価等を実施し、両方又はいずれか一方の評価結果から防災工事が必
要であると判断されたもの

劣化状況評価及び地震・豪雨耐性評価を実施し、防災工事は不要であると判断さ
れたもの

地震・豪雨耐性評価を優先的に実施すべき基準に該当し、劣化状況評価の結果、
防災工事が必要であると判断されたもの

地震・豪雨耐性評価を優先的に実施すべき基準に該当し、劣化状況評価の結果、
防災工事は不要であると判断されたもの

地震・豪雨耐性評価を優先的に実施すべき基準に該当せず、劣化状況評価の結
果、防災工事が必要であると判断されたもの

地震・豪雨耐性評価を優先的に実施すべき基準に該当せず、劣化状況評価の結
果、防災工事は不要であると判断されたもの

廃止工事が未了のもの（継続中のものを含む）

廃止工事が完了したもの（指定解除手続きが未了のものに限る）

防災工事（廃止工事を除く）が未了のもの（継続中のものを含む）

防災工事（廃止工事を除く）が完了したもの

劣化状況評価を実施し、地震・豪雨耐性評価が未了

合　計

現に農業用水の貯水池として利用なし

今後廃止工事を行うもの

廃止工事が完了したもの（指定解除手続きが未了のものに限る）

地震・豪雨耐性評価を実施し、劣化状況評価が未了

地震・豪雨耐性評価の結果、防災工事は必要であると判断されたもの

地震・豪雨耐性評価の結果、防災工事は不要であると判断されたもの

劣化状況評価、地震・豪雨耐性評価がいずれも未了

地震・豪雨耐性評価を優先的に実施すべき基準に該当するもの

地震・豪雨耐性評価を優先的に実施すべき基準に該当しないもの


