
 

 

 

 

 

 

 

地下水注意報を発令します。 

～地下水位が低下しています。節水にご協力を！～ 

 

秋季の降水量が少ない影響を受け、地下水位が低下しています。基準観測井である春日公園観

測井において１１月２８日（木）現在、地下６．８７メートルであり、冬季間（１２月～３月）

の注意報発令基準の地下６メートルを下回っています。 

また、新潟地方気象台が発表した「向こう１か月の天候の見通し」によると向こう１か月の降

水量は平年並みか少ない見込みであり、１１月３０日～１２月６日には寒気の影響により雪の予

報もあり、地下水位が大きく回復することは見込めません。 

よって、注意報発令の基準が地下７ｍから６ｍに切り替わる１２月１日（日）には、春日公園

観測井の地下水位は地下６ｍを下回っていることが確実であり、１１月２９日（金）に地下水注

意報を発令します。 

つきましては、市民の生活用水を守るため、節水の呼びかけについてご協力をお願いします。 

 

記 

 

１ 地下水注意報発令日  令和元年１１月２９日（金） 

 

２ 節水の呼びかけについて 

  ・地下水を使った融雪はしない。 

  （大野市地下水保全条例により抑制地域内での地下水を使った融雪は禁止されています。） 

  ・水を出しっぱなしにしない。 

  ・洗車などの回数を減らす。 

  ・洗濯には風呂の残り湯を使用する。 

 

３ 春日公園観測井（大野市春日三丁目）の地下水位について 

令和元年１１月２８日  －６．８７ｍ 

平成３０年１１月２７日 －６．７２ｍ 

過去１０年の平均（平成２１年～３０年）１１月２７日  －５．３９ｍ 

 

４ 大野市の上水道加入率について（平成３１年３月３１日現在） 

  ・上水道加入率      ２０．０５％ 

  ・簡易水道＋上水道加入率 ３８．５４％ 

 

５ 市の節水広報の取り組み 

  ・市役所玄関（市民ホール）での春日公園の地下水位の周知 

  ・報道機関を通じた発令周知 

  ・簡易観測井地下水位表示板への注意報発令看板の設置 

  ・ホームページでの発令周知及び節水広報 

 

６ 冬季のかん養対策について 

  市では、市街地における冬季の地下水位低下を緩和することを目的に、地下水涵養地域であ
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【発信日】令和元年１１月２８日 

【問合わせ先】 

 大野市役所（１階 １０番窓口） 

 産経建設部建設整備課湧水再生対策室  伊戸、今村 

 電話 ０７７９－６６－１１１１ 内線１５０９ 



る木の本原において水田を借り上げ、１０月から翌年２月の５ヶ月の期間で水田湛水を行い、

地下水の涵養を図っています。水田湛水は、昭和５３年度から実施しており、平成２４年度か

らは約３０ヘクタールの規模で取り組んでいます。 

  今年度は、真名川頭首工の工事のため、１１月２７日から水田湛水を実施しています。 

 

７ 地下水位注意報・警報の発令について 

  大野市においては、地下水位の低下により井戸枯れが発生し、市民の生活用水の不足につな

がる恐れがあるため、地下水の現状や井戸設置状況を鑑みて、春日公園観測井を大野市の基準

観測井と定め、地下水位低下時には下表に示す基準で地下水注意報および警報を発令し、市民

啓発や節水対策を行うことを大野市地下水保全管理計画により定めています。 

 

【地下水注意報・警報発令基準】 

期 間 種 別 水 位 対   応 

降雪期以外 

（4月～11 月） 

注意報 7.0m 以上 

１．マスコミを通じた発令周知 

２．発令看板の設置 

３．ホームページでの発令周知 

警 報 7.5ｍ以上 

１．枯渇の動向、気象状況を勘案しながら、各戸にちらし配布、広

報車の出動 

２．マスコミを通じた発令周知 

３．発令看板の設置 

４．ホームページでの発令周知 

５．その他必要な措置 

降雪期 

（12 月～3月） 

注意報 6.0ｍ以上 

１．市役所玄関での地下水位表示 

２．マスコミを通じた発令周知 

３．発令看板の設置 

４．ホームページでの発令周知 

警 報 7.0ｍ以上 

１．枯渇の動向、気象状況を勘案しながら、各戸にちらし配布、広

報車の出動 

２．マスコミを通じた発令周知 

３．発令看板の設置 

４．ホームページでの発令周知 

５．必要に応じ、部内・部外関係者の対策会議等の開催 

 

８ 添付資料   ・２０１９年 春日公園観測井地下水位変動グラフ 

         ・２０１９年 御清水観測井地下水位変動グラフ 

         ・簡易観測井水位表 

         ・地下水位観測位置図 

・大野市の月別降水量 

・最近の地下水注意報、警報の発令状況 

・最近の地下水注意報、警報の発令日数 
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  市では、市街地における冬季の地下水位低下を緩和することを目的に、地下水涵養地域であ
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る木の本原において水田を借り上げ、１０月から翌年２月の５ヶ月の期間で水田湛水を行い、

地下水の涵養を図っています。水田湛水は、昭和５３年度から実施しており、平成２４年度か

らは約３０ヘクタールの規模で取り組んでいます。 

  今年度は、真名川頭首工の工事のため、１１月２７日から水田湛水を実施しています。 

 

７ 地下水位注意報・警報の発令について 

  大野市においては、地下水位の低下により井戸枯れが発生し、市民の生活用水の不足につな

がる恐れがあるため、地下水の現状や井戸設置状況を鑑みて、春日公園観測井を大野市の基準

観測井と定め、地下水位低下時には下表に示す基準で地下水注意報および警報を発令し、市民

啓発や節水対策を行うことを大野市地下水保全管理計画により定めています。 

 

【地下水注意報・警報発令基準】 

期 間 種 別 水 位 対   応 

降雪期以外 

（4月～11 月） 

注意報 7.0m 以上 

１．マスコミを通じた発令周知 

２．発令看板の設置 

３．ホームページでの発令周知 

警 報 7.5ｍ以上 

１．枯渇の動向、気象状況を勘案しながら、各戸にちらし配布、広

報車の出動 

２．マスコミを通じた発令周知 

３．発令看板の設置 
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観測井の地下水位は地下６ｍを下回っていることが確実であり、１１月２９日（金）に地下水注

意報を発令します。 

つきましては、市民の生活用水を守るため、節水の呼びかけについてご協力をお願いします。 
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２ 節水の呼びかけについて 

  ・地下水を使った融雪はしない。 

  （大野市地下水保全条例により抑制地域内での地下水を使った融雪は禁止されています。） 

  ・水を出しっぱなしにしない。 
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  ・簡易観測井地下水位表示板への注意報発令看板の設置 

  ・ホームページでの発令周知及び節水広報 

 

６ 冬季のかん養対策について 

  市では、市街地における冬季の地下水位低下を緩和することを目的に、地下水涵養地域であ
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３．ホームページでの発令周知 

警 報 7.5ｍ以上 

１．枯渇の動向、気象状況を勘案しながら、各戸にちらし配布、広

報車の出動 

２．マスコミを通じた発令周知 

３．発令看板の設置 

４．ホームページでの発令周知 

５．その他必要な措置 

降雪期 

（12 月～3月） 

注意報 6.0ｍ以上 

１．市役所玄関での地下水位表示 

２．マスコミを通じた発令周知 

３．発令看板の設置 

４．ホームページでの発令周知 

警 報 7.0ｍ以上 

１．枯渇の動向、気象状況を勘案しながら、各戸にちらし配布、広

報車の出動 

２．マスコミを通じた発令周知 

３．発令看板の設置 

４．ホームページでの発令周知 

５．必要に応じ、部内・部外関係者の対策会議等の開催 

 

８ 添付資料   ・２０１９年 春日公園観測井地下水位変動グラフ 

         ・２０１９年 御清水観測井地下水位変動グラフ 

         ・簡易観測井水位表 

         ・地下水位観測位置図 

・大野市の月別降水量 

・最近の地下水注意報、警報の発令状況 

・最近の地下水注意報、警報の発令日数 



 

 



 

 



 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

地下水注意報を発令します。 

～地下水位が低下しています。節水にご協力を！～ 

 

秋季の降水量が少ない影響を受け、地下水位が低下しています。基準観測井である春日公園観

測井において１１月２８日（木）現在、地下６．８７メートルであり、冬季間（１２月～３月）

の注意報発令基準の地下６メートルを下回っています。 

また、新潟地方気象台が発表した「向こう１か月の天候の見通し」によると向こう１か月の降

水量は平年並みか少ない見込みであり、１１月３０日～１２月６日には寒気の影響により雪の予

報もあり、地下水位が大きく回復することは見込めません。 

よって、注意報発令の基準が地下７ｍから６ｍに切り替わる１２月１日（日）には、春日公園

観測井の地下水位は地下６ｍを下回っていることが確実であり、１１月２９日（金）に地下水注

意報を発令します。 

つきましては、市民の生活用水を守るため、節水の呼びかけについてご協力をお願いします。 

 

記 

 

１ 地下水注意報発令日  令和元年１１月２９日（金） 

 

２ 節水の呼びかけについて 

  ・地下水を使った融雪はしない。 

  （大野市地下水保全条例により抑制地域内での地下水を使った融雪は禁止されています。） 

  ・水を出しっぱなしにしない。 

  ・洗車などの回数を減らす。 

  ・洗濯には風呂の残り湯を使用する。 

 

３ 春日公園観測井（大野市春日三丁目）の地下水位について 

令和元年１１月２８日  －６．８７ｍ 

平成３０年１１月２７日 －６．７２ｍ 

過去１０年の平均（平成２１年～３０年）１１月２７日  －５．３９ｍ 

 

４ 大野市の上水道加入率について（平成３１年３月３１日現在） 

  ・上水道加入率      ２０．０５％ 

  ・簡易水道＋上水道加入率 ３８．５４％ 

 

５ 市の節水広報の取り組み 

  ・市役所玄関（市民ホール）での春日公園の地下水位の周知 

  ・報道機関を通じた発令周知 

  ・簡易観測井地下水位表示板への注意報発令看板の設置 

  ・ホームページでの発令周知及び節水広報 

 

６ 冬季のかん養対策について 

  市では、市街地における冬季の地下水位低下を緩和することを目的に、地下水涵養地域であ

報 道 資 料 

【発信日】令和元年１１月２８日 

【問合わせ先】 

 大野市役所（１階 １０番窓口） 

 産経建設部建設整備課湧水再生対策室  伊戸、今村 

 電話 ０７７９－６６－１１１１ 内線１５０９ 



る木の本原において水田を借り上げ、１０月から翌年２月の５ヶ月の期間で水田湛水を行い、

地下水の涵養を図っています。水田湛水は、昭和５３年度から実施しており、平成２４年度か

らは約３０ヘクタールの規模で取り組んでいます。 

  今年度は、真名川頭首工の工事のため、１１月２７日から水田湛水を実施しています。 

 

７ 地下水位注意報・警報の発令について 

  大野市においては、地下水位の低下により井戸枯れが発生し、市民の生活用水の不足につな

がる恐れがあるため、地下水の現状や井戸設置状況を鑑みて、春日公園観測井を大野市の基準

観測井と定め、地下水位低下時には下表に示す基準で地下水注意報および警報を発令し、市民

啓発や節水対策を行うことを大野市地下水保全管理計画により定めています。 

 

【地下水注意報・警報発令基準】 

期 間 種 別 水 位 対   応 

降雪期以外 

（4月～11 月） 

注意報 7.0m 以上 

１．マスコミを通じた発令周知 

２．発令看板の設置 

３．ホームページでの発令周知 

警 報 7.5ｍ以上 

１．枯渇の動向、気象状況を勘案しながら、各戸にちらし配布、広

報車の出動 

２．マスコミを通じた発令周知 

３．発令看板の設置 

４．ホームページでの発令周知 

５．その他必要な措置 

降雪期 

（12 月～3月） 

注意報 6.0ｍ以上 

１．市役所玄関での地下水位表示 

２．マスコミを通じた発令周知 

３．発令看板の設置 

４．ホームページでの発令周知 

警 報 7.0ｍ以上 

１．枯渇の動向、気象状況を勘案しながら、各戸にちらし配布、広

報車の出動 

２．マスコミを通じた発令周知 

３．発令看板の設置 

４．ホームページでの発令周知 

５．必要に応じ、部内・部外関係者の対策会議等の開催 

 

８ 添付資料   ・２０１９年 春日公園観測井地下水位変動グラフ 

         ・２０１９年 御清水観測井地下水位変動グラフ 

         ・簡易観測井水位表 

         ・地下水位観測位置図 

・大野市の月別降水量 

・最近の地下水注意報、警報の発令状況 

・最近の地下水注意報、警報の発令日数 



 

 



 

 



 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

地下水注意報を発令します。 

～地下水位が低下しています。節水にご協力を！～ 

 

秋季の降水量が少ない影響を受け、地下水位が低下しています。基準観測井である春日公園観

測井において１１月２８日（木）現在、地下６．８７メートルであり、冬季間（１２月～３月）

の注意報発令基準の地下６メートルを下回っています。 

また、新潟地方気象台が発表した「向こう１か月の天候の見通し」によると向こう１か月の降

水量は平年並みか少ない見込みであり、１１月３０日～１２月６日には寒気の影響により雪の予

報もあり、地下水位が大きく回復することは見込めません。 

よって、注意報発令の基準が地下７ｍから６ｍに切り替わる１２月１日（日）には、春日公園

観測井の地下水位は地下６ｍを下回っていることが確実であり、１１月２９日（金）に地下水注

意報を発令します。 

つきましては、市民の生活用水を守るため、節水の呼びかけについてご協力をお願いします。 

 

記 

 

１ 地下水注意報発令日  令和元年１１月２９日（金） 

 

２ 節水の呼びかけについて 

  ・地下水を使った融雪はしない。 

  （大野市地下水保全条例により抑制地域内での地下水を使った融雪は禁止されています。） 

  ・水を出しっぱなしにしない。 

  ・洗車などの回数を減らす。 

  ・洗濯には風呂の残り湯を使用する。 

 

３ 春日公園観測井（大野市春日三丁目）の地下水位について 

令和元年１１月２８日  －６．８７ｍ 

平成３０年１１月２７日 －６．７２ｍ 

過去１０年の平均（平成２１年～３０年）１１月２７日  －５．３９ｍ 

 

４ 大野市の上水道加入率について（平成３１年３月３１日現在） 

  ・上水道加入率      ２０．０５％ 

  ・簡易水道＋上水道加入率 ３８．５４％ 

 

５ 市の節水広報の取り組み 

  ・市役所玄関（市民ホール）での春日公園の地下水位の周知 

  ・報道機関を通じた発令周知 

  ・簡易観測井地下水位表示板への注意報発令看板の設置 

  ・ホームページでの発令周知及び節水広報 

 

６ 冬季のかん養対策について 

  市では、市街地における冬季の地下水位低下を緩和することを目的に、地下水涵養地域であ

報 道 資 料 

【発信日】令和元年１１月２８日 

【問合わせ先】 

 大野市役所（１階 １０番窓口） 

 産経建設部建設整備課湧水再生対策室  伊戸、今村 

 電話 ０７７９－６６－１１１１ 内線１５０９ 



る木の本原において水田を借り上げ、１０月から翌年２月の５ヶ月の期間で水田湛水を行い、

地下水の涵養を図っています。水田湛水は、昭和５３年度から実施しており、平成２４年度か

らは約３０ヘクタールの規模で取り組んでいます。 

  今年度は、真名川頭首工の工事のため、１１月２７日から水田湛水を実施しています。 

 

７ 地下水位注意報・警報の発令について 

  大野市においては、地下水位の低下により井戸枯れが発生し、市民の生活用水の不足につな

がる恐れがあるため、地下水の現状や井戸設置状況を鑑みて、春日公園観測井を大野市の基準

観測井と定め、地下水位低下時には下表に示す基準で地下水注意報および警報を発令し、市民

啓発や節水対策を行うことを大野市地下水保全管理計画により定めています。 

 

【地下水注意報・警報発令基準】 

期 間 種 別 水 位 対   応 

降雪期以外 

（4月～11 月） 

注意報 7.0m 以上 

１．マスコミを通じた発令周知 

２．発令看板の設置 

３．ホームページでの発令周知 

警 報 7.5ｍ以上 

１．枯渇の動向、気象状況を勘案しながら、各戸にちらし配布、広

報車の出動 

２．マスコミを通じた発令周知 

３．発令看板の設置 

４．ホームページでの発令周知 

５．その他必要な措置 

降雪期 

（12 月～3月） 

注意報 6.0ｍ以上 

１．市役所玄関での地下水位表示 

２．マスコミを通じた発令周知 

３．発令看板の設置 

４．ホームページでの発令周知 

警 報 7.0ｍ以上 

１．枯渇の動向、気象状況を勘案しながら、各戸にちらし配布、広

報車の出動 

２．マスコミを通じた発令周知 

３．発令看板の設置 

４．ホームページでの発令周知 

５．必要に応じ、部内・部外関係者の対策会議等の開催 

 

８ 添付資料   ・２０１９年 春日公園観測井地下水位変動グラフ 

         ・２０１９年 御清水観測井地下水位変動グラフ 

         ・簡易観測井水位表 

         ・地下水位観測位置図 

・大野市の月別降水量 

・最近の地下水注意報、警報の発令状況 

・最近の地下水注意報、警報の発令日数 



 

 



 

 



 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

地下水注意報を発令します。 

～地下水位が低下しています。節水にご協力を！～ 

 

秋季の降水量が少ない影響を受け、地下水位が低下しています。基準観測井である春日公園観

測井において１１月２８日（木）現在、地下６．８７メートルであり、冬季間（１２月～３月）

の注意報発令基準の地下６メートルを下回っています。 

また、新潟地方気象台が発表した「向こう１か月の天候の見通し」によると向こう１か月の降

水量は平年並みか少ない見込みであり、１１月３０日～１２月６日には寒気の影響により雪の予

報もあり、地下水位が大きく回復することは見込めません。 

よって、注意報発令の基準が地下７ｍから６ｍに切り替わる１２月１日（日）には、春日公園

観測井の地下水位は地下６ｍを下回っていることが確実であり、１１月２９日（金）に地下水注

意報を発令します。 

つきましては、市民の生活用水を守るため、節水の呼びかけについてご協力をお願いします。 

 

記 

 

１ 地下水注意報発令日  令和元年１１月２９日（金） 

 

２ 節水の呼びかけについて 

  ・地下水を使った融雪はしない。 

  （大野市地下水保全条例により抑制地域内での地下水を使った融雪は禁止されています。） 

  ・水を出しっぱなしにしない。 

  ・洗車などの回数を減らす。 

  ・洗濯には風呂の残り湯を使用する。 

 

３ 春日公園観測井（大野市春日三丁目）の地下水位について 

令和元年１１月２８日  －６．８７ｍ 

平成３０年１１月２７日 －６．７２ｍ 

過去１０年の平均（平成２１年～３０年）１１月２７日  －５．３９ｍ 

 

４ 大野市の上水道加入率について（平成３１年３月３１日現在） 

  ・上水道加入率      ２０．０５％ 

  ・簡易水道＋上水道加入率 ３８．５４％ 

 

５ 市の節水広報の取り組み 

  ・市役所玄関（市民ホール）での春日公園の地下水位の周知 

  ・報道機関を通じた発令周知 

  ・簡易観測井地下水位表示板への注意報発令看板の設置 

  ・ホームページでの発令周知及び節水広報 

 

６ 冬季のかん養対策について 

  市では、市街地における冬季の地下水位低下を緩和することを目的に、地下水涵養地域であ

報 道 資 料 

【発信日】令和元年１１月２８日 

【問合わせ先】 

 大野市役所（１階 １０番窓口） 

 産経建設部建設整備課湧水再生対策室  伊戸、今村 

 電話 ０７７９－６６－１１１１ 内線１５０９ 



る木の本原において水田を借り上げ、１０月から翌年２月の５ヶ月の期間で水田湛水を行い、

地下水の涵養を図っています。水田湛水は、昭和５３年度から実施しており、平成２４年度か

らは約３０ヘクタールの規模で取り組んでいます。 

  今年度は、真名川頭首工の工事のため、１１月２７日から水田湛水を実施しています。 

 

７ 地下水位注意報・警報の発令について 

  大野市においては、地下水位の低下により井戸枯れが発生し、市民の生活用水の不足につな

がる恐れがあるため、地下水の現状や井戸設置状況を鑑みて、春日公園観測井を大野市の基準

観測井と定め、地下水位低下時には下表に示す基準で地下水注意報および警報を発令し、市民

啓発や節水対策を行うことを大野市地下水保全管理計画により定めています。 

 

【地下水注意報・警報発令基準】 

期 間 種 別 水 位 対   応 

降雪期以外 

（4月～11 月） 

注意報 7.0m 以上 

１．マスコミを通じた発令周知 

２．発令看板の設置 

３．ホームページでの発令周知 

警 報 7.5ｍ以上 

１．枯渇の動向、気象状況を勘案しながら、各戸にちらし配布、広

報車の出動 

２．マスコミを通じた発令周知 

３．発令看板の設置 

４．ホームページでの発令周知 

５．その他必要な措置 

降雪期 

（12 月～3月） 

注意報 6.0ｍ以上 

１．市役所玄関での地下水位表示 

２．マスコミを通じた発令周知 

３．発令看板の設置 

４．ホームページでの発令周知 

警 報 7.0ｍ以上 

１．枯渇の動向、気象状況を勘案しながら、各戸にちらし配布、広

報車の出動 

２．マスコミを通じた発令周知 

３．発令看板の設置 

４．ホームページでの発令周知 

５．必要に応じ、部内・部外関係者の対策会議等の開催 

 

８ 添付資料   ・２０１９年 春日公園観測井地下水位変動グラフ 

         ・２０１９年 御清水観測井地下水位変動グラフ 

         ・簡易観測井水位表 

         ・地下水位観測位置図 

・大野市の月別降水量 

・最近の地下水注意報、警報の発令状況 

・最近の地下水注意報、警報の発令日数 



 

 



 

 



 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

地下水注意報を発令します。 

～地下水位が低下しています。節水にご協力を！～ 

 

秋季の降水量が少ない影響を受け、地下水位が低下しています。基準観測井である春日公園観

測井において１１月２８日（木）現在、地下６．８７メートルであり、冬季間（１２月～３月）

の注意報発令基準の地下６メートルを下回っています。 

また、新潟地方気象台が発表した「向こう１か月の天候の見通し」によると向こう１か月の降

水量は平年並みか少ない見込みであり、１１月３０日～１２月６日には寒気の影響により雪の予

報もあり、地下水位が大きく回復することは見込めません。 

よって、注意報発令の基準が地下７ｍから６ｍに切り替わる１２月１日（日）には、春日公園

観測井の地下水位は地下６ｍを下回っていることが確実であり、１１月２９日（金）に地下水注

意報を発令します。 

つきましては、市民の生活用水を守るため、節水の呼びかけについてご協力をお願いします。 

 

記 

 

１ 地下水注意報発令日  令和元年１１月２９日（金） 

 

２ 節水の呼びかけについて 

  ・地下水を使った融雪はしない。 

  （大野市地下水保全条例により抑制地域内での地下水を使った融雪は禁止されています。） 

  ・水を出しっぱなしにしない。 

  ・洗車などの回数を減らす。 

  ・洗濯には風呂の残り湯を使用する。 

 

３ 春日公園観測井（大野市春日三丁目）の地下水位について 

令和元年１１月２８日  －６．８７ｍ 

平成３０年１１月２７日 －６．７２ｍ 

過去１０年の平均（平成２１年～３０年）１１月２７日  －５．３９ｍ 

 

４ 大野市の上水道加入率について（平成３１年３月３１日現在） 

  ・上水道加入率      ２０．０５％ 

  ・簡易水道＋上水道加入率 ３８．５４％ 

 

５ 市の節水広報の取り組み 

  ・市役所玄関（市民ホール）での春日公園の地下水位の周知 

  ・報道機関を通じた発令周知 

  ・簡易観測井地下水位表示板への注意報発令看板の設置 

  ・ホームページでの発令周知及び節水広報 

 

６ 冬季のかん養対策について 

  市では、市街地における冬季の地下水位低下を緩和することを目的に、地下水涵養地域であ

報 道 資 料 

【発信日】令和元年１１月２８日 

【問合わせ先】 

 大野市役所（１階 １０番窓口） 

 産経建設部建設整備課湧水再生対策室  伊戸、今村 

 電話 ０７７９－６６－１１１１ 内線１５０９ 



る木の本原において水田を借り上げ、１０月から翌年２月の５ヶ月の期間で水田湛水を行い、

地下水の涵養を図っています。水田湛水は、昭和５３年度から実施しており、平成２４年度か

らは約３０ヘクタールの規模で取り組んでいます。 

  今年度は、真名川頭首工の工事のため、１１月２７日から水田湛水を実施しています。 

 

７ 地下水位注意報・警報の発令について 

  大野市においては、地下水位の低下により井戸枯れが発生し、市民の生活用水の不足につな

がる恐れがあるため、地下水の現状や井戸設置状況を鑑みて、春日公園観測井を大野市の基準

観測井と定め、地下水位低下時には下表に示す基準で地下水注意報および警報を発令し、市民

啓発や節水対策を行うことを大野市地下水保全管理計画により定めています。 

 

【地下水注意報・警報発令基準】 

期 間 種 別 水 位 対   応 

降雪期以外 

（4月～11 月） 

注意報 7.0m 以上 

１．マスコミを通じた発令周知 

２．発令看板の設置 

３．ホームページでの発令周知 

警 報 7.5ｍ以上 

１．枯渇の動向、気象状況を勘案しながら、各戸にちらし配布、広

報車の出動 

２．マスコミを通じた発令周知 

３．発令看板の設置 

４．ホームページでの発令周知 

５．その他必要な措置 

降雪期 

（12 月～3月） 

注意報 6.0ｍ以上 

１．市役所玄関での地下水位表示 

２．マスコミを通じた発令周知 

３．発令看板の設置 

４．ホームページでの発令周知 

警 報 7.0ｍ以上 

１．枯渇の動向、気象状況を勘案しながら、各戸にちらし配布、広

報車の出動 

２．マスコミを通じた発令周知 

３．発令看板の設置 

４．ホームページでの発令周知 

５．必要に応じ、部内・部外関係者の対策会議等の開催 

 

８ 添付資料   ・２０１９年 春日公園観測井地下水位変動グラフ 

         ・２０１９年 御清水観測井地下水位変動グラフ 

         ・簡易観測井水位表 

         ・地下水位観測位置図 

・大野市の月別降水量 

・最近の地下水注意報、警報の発令状況 

・最近の地下水注意報、警報の発令日数 



 

 



 

 



 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

地下水注意報を発令します。 

～地下水位が低下しています。節水にご協力を！～ 

 

秋季の降水量が少ない影響を受け、地下水位が低下しています。基準観測井である春日公園観

測井において１１月２８日（木）現在、地下６．８７メートルであり、冬季間（１２月～３月）

の注意報発令基準の地下６メートルを下回っています。 

また、新潟地方気象台が発表した「向こう１か月の天候の見通し」によると向こう１か月の降

水量は平年並みか少ない見込みであり、１１月３０日～１２月６日には寒気の影響により雪の予

報もあり、地下水位が大きく回復することは見込めません。 

よって、注意報発令の基準が地下７ｍから６ｍに切り替わる１２月１日（日）には、春日公園

観測井の地下水位は地下６ｍを下回っていることが確実であり、１１月２９日（金）に地下水注

意報を発令します。 

つきましては、市民の生活用水を守るため、節水の呼びかけについてご協力をお願いします。 

 

記 

 

１ 地下水注意報発令日  令和元年１１月２９日（金） 

 

２ 節水の呼びかけについて 

  ・地下水を使った融雪はしない。 

  （大野市地下水保全条例により抑制地域内での地下水を使った融雪は禁止されています。） 

  ・水を出しっぱなしにしない。 

  ・洗車などの回数を減らす。 

  ・洗濯には風呂の残り湯を使用する。 

 

３ 春日公園観測井（大野市春日三丁目）の地下水位について 

令和元年１１月２８日  －６．８７ｍ 

平成３０年１１月２７日 －６．７２ｍ 

過去１０年の平均（平成２１年～３０年）１１月２７日  －５．３９ｍ 

 

４ 大野市の上水道加入率について（平成３１年３月３１日現在） 

  ・上水道加入率      ２０．０５％ 

  ・簡易水道＋上水道加入率 ３８．５４％ 

 

５ 市の節水広報の取り組み 

  ・市役所玄関（市民ホール）での春日公園の地下水位の周知 

  ・報道機関を通じた発令周知 

  ・簡易観測井地下水位表示板への注意報発令看板の設置 

  ・ホームページでの発令周知及び節水広報 

 

６ 冬季のかん養対策について 

  市では、市街地における冬季の地下水位低下を緩和することを目的に、地下水涵養地域であ

報 道 資 料 

【発信日】令和元年１１月２８日 

【問合わせ先】 

 大野市役所（１階 １０番窓口） 

 産経建設部建設整備課湧水再生対策室  伊戸、今村 

 電話 ０７７９－６６－１１１１ 内線１５０９ 



る木の本原において水田を借り上げ、１０月から翌年２月の５ヶ月の期間で水田湛水を行い、

地下水の涵養を図っています。水田湛水は、昭和５３年度から実施しており、平成２４年度か

らは約３０ヘクタールの規模で取り組んでいます。 

  今年度は、真名川頭首工の工事のため、１１月２７日から水田湛水を実施しています。 

 

７ 地下水位注意報・警報の発令について 

  大野市においては、地下水位の低下により井戸枯れが発生し、市民の生活用水の不足につな

がる恐れがあるため、地下水の現状や井戸設置状況を鑑みて、春日公園観測井を大野市の基準

観測井と定め、地下水位低下時には下表に示す基準で地下水注意報および警報を発令し、市民

啓発や節水対策を行うことを大野市地下水保全管理計画により定めています。 

 

【地下水注意報・警報発令基準】 

期 間 種 別 水 位 対   応 

降雪期以外 

（4月～11 月） 

注意報 7.0m 以上 

１．マスコミを通じた発令周知 

２．発令看板の設置 

３．ホームページでの発令周知 

警 報 7.5ｍ以上 

１．枯渇の動向、気象状況を勘案しながら、各戸にちらし配布、広

報車の出動 

２．マスコミを通じた発令周知 

３．発令看板の設置 

４．ホームページでの発令周知 

５．その他必要な措置 

降雪期 

（12 月～3月） 

注意報 6.0ｍ以上 

１．市役所玄関での地下水位表示 

２．マスコミを通じた発令周知 

３．発令看板の設置 

４．ホームページでの発令周知 

警 報 7.0ｍ以上 

１．枯渇の動向、気象状況を勘案しながら、各戸にちらし配布、広

報車の出動 

２．マスコミを通じた発令周知 

３．発令看板の設置 

４．ホームページでの発令周知 

５．必要に応じ、部内・部外関係者の対策会議等の開催 

 

８ 添付資料   ・２０１９年 春日公園観測井地下水位変動グラフ 

         ・２０１９年 御清水観測井地下水位変動グラフ 

         ・簡易観測井水位表 

         ・地下水位観測位置図 

・大野市の月別降水量 

・最近の地下水注意報、警報の発令状況 

・最近の地下水注意報、警報の発令日数 



 

 



 

 



 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

地下水注意報を発令します。 

～地下水位が低下しています。節水にご協力を！～ 

 

秋季の降水量が少ない影響を受け、地下水位が低下しています。基準観測井である春日公園観

測井において１１月２８日（木）現在、地下６．８７メートルであり、冬季間（１２月～３月）

の注意報発令基準の地下６メートルを下回っています。 

また、新潟地方気象台が発表した「向こう１か月の天候の見通し」によると向こう１か月の降

水量は平年並みか少ない見込みであり、１１月３０日～１２月６日には寒気の影響により雪の予

報もあり、地下水位が大きく回復することは見込めません。 

よって、注意報発令の基準が地下７ｍから６ｍに切り替わる１２月１日（日）には、春日公園

観測井の地下水位は地下６ｍを下回っていることが確実であり、１１月２９日（金）に地下水注

意報を発令します。 

つきましては、市民の生活用水を守るため、節水の呼びかけについてご協力をお願いします。 

 

記 

 

１ 地下水注意報発令日  令和元年１１月２９日（金） 

 

２ 節水の呼びかけについて 

  ・地下水を使った融雪はしない。 

  （大野市地下水保全条例により抑制地域内での地下水を使った融雪は禁止されています。） 

  ・水を出しっぱなしにしない。 

  ・洗車などの回数を減らす。 

  ・洗濯には風呂の残り湯を使用する。 

 

３ 春日公園観測井（大野市春日三丁目）の地下水位について 

令和元年１１月２８日  －６．８７ｍ 

平成３０年１１月２７日 －６．７２ｍ 

過去１０年の平均（平成２１年～３０年）１１月２７日  －５．３９ｍ 

 

４ 大野市の上水道加入率について（平成３１年３月３１日現在） 

  ・上水道加入率      ２０．０５％ 

  ・簡易水道＋上水道加入率 ３８．５４％ 

 

５ 市の節水広報の取り組み 

  ・市役所玄関（市民ホール）での春日公園の地下水位の周知 

  ・報道機関を通じた発令周知 

  ・簡易観測井地下水位表示板への注意報発令看板の設置 

  ・ホームページでの発令周知及び節水広報 

 

６ 冬季のかん養対策について 

  市では、市街地における冬季の地下水位低下を緩和することを目的に、地下水涵養地域であ
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る木の本原において水田を借り上げ、１０月から翌年２月の５ヶ月の期間で水田湛水を行い、

地下水の涵養を図っています。水田湛水は、昭和５３年度から実施しており、平成２４年度か

らは約３０ヘクタールの規模で取り組んでいます。 

  今年度は、真名川頭首工の工事のため、１１月２７日から水田湛水を実施しています。 

 

７ 地下水位注意報・警報の発令について 

  大野市においては、地下水位の低下により井戸枯れが発生し、市民の生活用水の不足につな

がる恐れがあるため、地下水の現状や井戸設置状況を鑑みて、春日公園観測井を大野市の基準

観測井と定め、地下水位低下時には下表に示す基準で地下水注意報および警報を発令し、市民

啓発や節水対策を行うことを大野市地下水保全管理計画により定めています。 

 

【地下水注意報・警報発令基準】 

期 間 種 別 水 位 対   応 

降雪期以外 

（4月～11 月） 

注意報 7.0m 以上 

１．マスコミを通じた発令周知 

２．発令看板の設置 

３．ホームページでの発令周知 

警 報 7.5ｍ以上 

１．枯渇の動向、気象状況を勘案しながら、各戸にちらし配布、広

報車の出動 

２．マスコミを通じた発令周知 

３．発令看板の設置 

４．ホームページでの発令周知 

５．その他必要な措置 

降雪期 

（12 月～3月） 

注意報 6.0ｍ以上 

１．市役所玄関での地下水位表示 
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３．発令看板の設置 
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５．必要に応じ、部内・部外関係者の対策会議等の開催 

 

８ 添付資料   ・２０１９年 春日公園観測井地下水位変動グラフ 

         ・２０１９年 御清水観測井地下水位変動グラフ 

         ・簡易観測井水位表 

         ・地下水位観測位置図 

・大野市の月別降水量 

・最近の地下水注意報、警報の発令状況 

・最近の地下水注意報、警報の発令日数 



 

 



 

 



 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

地下水注意報を発令します。 

～地下水位が低下しています。節水にご協力を！～ 
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観測井の地下水位は地下６ｍを下回っていることが確実であり、１１月２９日（金）に地下水注

意報を発令します。 

つきましては、市民の生活用水を守るため、節水の呼びかけについてご協力をお願いします。 
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２ 節水の呼びかけについて 

  ・地下水を使った融雪はしない。 
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  ・簡易観測井地下水位表示板への注意報発令看板の設置 

  ・ホームページでの発令周知及び節水広報 

 

６ 冬季のかん養対策について 

  市では、市街地における冬季の地下水位低下を緩和することを目的に、地下水涵養地域であ
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がる恐れがあるため、地下水の現状や井戸設置状況を鑑みて、春日公園観測井を大野市の基準

観測井と定め、地下水位低下時には下表に示す基準で地下水注意報および警報を発令し、市民

啓発や節水対策を行うことを大野市地下水保全管理計画により定めています。 

 

【地下水注意報・警報発令基準】 

期 間 種 別 水 位 対   応 

降雪期以外 

（4月～11 月） 

注意報 7.0m 以上 

１．マスコミを通じた発令周知 

２．発令看板の設置 

３．ホームページでの発令周知 

警 報 7.5ｍ以上 

１．枯渇の動向、気象状況を勘案しながら、各戸にちらし配布、広

報車の出動 

２．マスコミを通じた発令周知 

３．発令看板の設置 

４．ホームページでの発令周知 

５．その他必要な措置 

降雪期 

（12 月～3月） 

注意報 6.0ｍ以上 

１．市役所玄関での地下水位表示 

２．マスコミを通じた発令周知 

３．発令看板の設置 
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２．マスコミを通じた発令周知 

３．発令看板の設置 

４．ホームページでの発令周知 

５．必要に応じ、部内・部外関係者の対策会議等の開催 

 

８ 添付資料   ・２０１９年 春日公園観測井地下水位変動グラフ 

         ・２０１９年 御清水観測井地下水位変動グラフ 

         ・簡易観測井水位表 

         ・地下水位観測位置図 

・大野市の月別降水量 

・最近の地下水注意報、警報の発令状況 

・最近の地下水注意報、警報の発令日数 



 

 



 

 



 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

地下水注意報を発令します。 

～地下水位が低下しています。節水にご協力を！～ 

 

秋季の降水量が少ない影響を受け、地下水位が低下しています。基準観測井である春日公園観

測井において１１月２８日（木）現在、地下６．８７メートルであり、冬季間（１２月～３月）

の注意報発令基準の地下６メートルを下回っています。 

また、新潟地方気象台が発表した「向こう１か月の天候の見通し」によると向こう１か月の降

水量は平年並みか少ない見込みであり、１１月３０日～１２月６日には寒気の影響により雪の予

報もあり、地下水位が大きく回復することは見込めません。 

よって、注意報発令の基準が地下７ｍから６ｍに切り替わる１２月１日（日）には、春日公園

観測井の地下水位は地下６ｍを下回っていることが確実であり、１１月２９日（金）に地下水注

意報を発令します。 

つきましては、市民の生活用水を守るため、節水の呼びかけについてご協力をお願いします。 

 

記 

 

１ 地下水注意報発令日  令和元年１１月２９日（金） 

 

２ 節水の呼びかけについて 

  ・地下水を使った融雪はしない。 

  （大野市地下水保全条例により抑制地域内での地下水を使った融雪は禁止されています。） 

  ・水を出しっぱなしにしない。 

  ・洗車などの回数を減らす。 

  ・洗濯には風呂の残り湯を使用する。 

 

３ 春日公園観測井（大野市春日三丁目）の地下水位について 

令和元年１１月２８日  －６．８７ｍ 

平成３０年１１月２７日 －６．７２ｍ 

過去１０年の平均（平成２１年～３０年）１１月２７日  －５．３９ｍ 

 

４ 大野市の上水道加入率について（平成３１年３月３１日現在） 

  ・上水道加入率      ２０．０５％ 

  ・簡易水道＋上水道加入率 ３８．５４％ 

 

５ 市の節水広報の取り組み 

  ・市役所玄関（市民ホール）での春日公園の地下水位の周知 

  ・報道機関を通じた発令周知 

  ・簡易観測井地下水位表示板への注意報発令看板の設置 

  ・ホームページでの発令周知及び節水広報 

 

６ 冬季のかん養対策について 

  市では、市街地における冬季の地下水位低下を緩和することを目的に、地下水涵養地域であ
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 電話 ０７７９－６６－１１１１ 内線１５０９ 



る木の本原において水田を借り上げ、１０月から翌年２月の５ヶ月の期間で水田湛水を行い、

地下水の涵養を図っています。水田湛水は、昭和５３年度から実施しており、平成２４年度か

らは約３０ヘクタールの規模で取り組んでいます。 

  今年度は、真名川頭首工の工事のため、１１月２７日から水田湛水を実施しています。 

 

７ 地下水位注意報・警報の発令について 

  大野市においては、地下水位の低下により井戸枯れが発生し、市民の生活用水の不足につな

がる恐れがあるため、地下水の現状や井戸設置状況を鑑みて、春日公園観測井を大野市の基準

観測井と定め、地下水位低下時には下表に示す基準で地下水注意報および警報を発令し、市民

啓発や節水対策を行うことを大野市地下水保全管理計画により定めています。 

 

【地下水注意報・警報発令基準】 

期 間 種 別 水 位 対   応 

降雪期以外 

（4月～11 月） 

注意報 7.0m 以上 

１．マスコミを通じた発令周知 

２．発令看板の設置 

３．ホームページでの発令周知 

警 報 7.5ｍ以上 

１．枯渇の動向、気象状況を勘案しながら、各戸にちらし配布、広

報車の出動 

２．マスコミを通じた発令周知 

３．発令看板の設置 

４．ホームページでの発令周知 

５．その他必要な措置 

降雪期 

（12 月～3月） 

注意報 6.0ｍ以上 

１．市役所玄関での地下水位表示 
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３．発令看板の設置 
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報車の出動 

２．マスコミを通じた発令周知 

３．発令看板の設置 

４．ホームページでの発令周知 

５．必要に応じ、部内・部外関係者の対策会議等の開催 
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５ 市の節水広報の取り組み 

  ・市役所玄関（市民ホール）での春日公園の地下水位の周知 

  ・報道機関を通じた発令周知 

  ・簡易観測井地下水位表示板への注意報発令看板の設置 
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６ 冬季のかん養対策について 

  市では、市街地における冬季の地下水位低下を緩和することを目的に、地下水涵養地域であ
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啓発や節水対策を行うことを大野市地下水保全管理計画により定めています。 
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