
第 1 編  調査の概要 

1.  調査の目的 

 荒廃地や荒廃渓流において施工する治山施設について、生物多様性保全、獣害対策、

低コスト等を目的とする新たな工種・工法を開発するとともに、本調査により得られた

知見を治山事業計画に反映させるための指針を作成すること。 

 

2.  調査の内容 

 (1)新技術の工種・工法の分析・評価 

以下の内容に関する工種・工法について、平成 22 年度以降逐次設置したモデル

施設についてモニタリング調査を継続して実施するとともに、過年度の調査成果を

含め新技術の工種・工法の効果の分析・評価を行った。 

    ①魚類の移動に資する治山施設(部分魚道、全断面魚道、複断面魚道) 

    ②在来種を用いた緑化工(播種工、植栽工、植生誘導工) 

   ③治山事業におけるシカ被害対策(獣害対策防止伏工、不嗜好性植物植栽等) 

    ④生物多様性保全に資する木製構造物の工法や施工技術の検討(ログダム、木工

沈床工) 

   ⑤下流法を緩くして低コスト化を図る治山堰堤((安全性)越流石礫等からの構造

物の保護) 

 

(2)新技術の工種・工法手引書の作成 

(1)の①から⑤までの工種・工法について、治山事業において積極的に活用され

るよう、治山技術者等向けに本事業で得られた知見を取りまとめ、設計・施工等に

当たっての要点を解説した手引書を作成した。 

 

(3)生物多様性保全型治山対策指針(仮称)の作成 

    平成 23 年度に選定したモデル流域で調査・検討してきた成果を含め、生物多様

性の保全に関する知見に基づき、都道府県等による治山事業全体計画(整備目標、

整備方針、工種選定、施設配置等)の作成における生物多様性保全への配慮の考え

方を示す、生物多様性保全型治山対策指針(仮称)を作成する。 

 

 (4)検討委員会の開催 

   調査に当たって幅広い検討を行うため、有識者 5 名からなる検討委員会を開催

した。 
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(5)とりまとめ 

上記(1)～(3)について、(4)の検討委員会検討結果を踏まえ、とりまとめた。 

 

3.  調査期間 

 平成 26年 7 月 25 日から平成 27年 3月 13 日まで 

 

4.  調査の進め方 

(1) 新技術の工種・工法の検証・分析に関する調査 

平成 22 年度から実施している工種・工法は、これまでにもモニタリング調査を実施

しているが、これまでのモニタリング調査の結果等を評価して、調査項目を絞るなど、

調査の効率化・成果の向上を図った。 

また、モニタリング調査は、モデル施設を施工した実証事業担当道県の協力を得て実

施した。 

 

(2) 生物多様性保全型治山対策指針(仮称)の作成に関する調査 

平成 24 年度調査では、横河川流域の本流において調査検討を進めた結果、モデル流

域における渓流環境の評価手法として、渓畔林には RHS を、魚類には PVA を用いること

が決定された。平成 25年度調査においては、24 年度に行った本流における調査結果を

踏まえ、支流を含めた横河川流域でさらに詳細に評価手法の適用性を検討した。 

平成 26 年度はこれらの結果を踏まえ、生物多様性保全型治山対策指針(仮称)の内容

について、指針の位置付け、活用に当たっての基本的考え方、評価基準、選択すべき調

査、配慮すべき場所の抽出等について検討委員会での議論等により検討を行った。 
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(3)検討委員会の設置 

有識者から構成する「治山技術高度化調査検討委員会」を設置し、以下について御

検討いただき、円滑・ 適な調査の実施を図った（表 1-4-1、表 1-4-2参照）。 

 

○調査結果の評価 

○課題解決等のための解決策の検討 

○調査手法や方向性の決定 

 

表 1-4-1 平成 26 年度治山技術高度化調査検討委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 名前 所属 

委員長 太田 猛彦 東京大学名誉教授 

委員 

石川 芳治 東京農工大学 大学院 教授 

中村 太士 北海道大学 農学研究院 教授 

落合 博貴 森林総合研究所 企画部長 

江坂 文寿 林野庁 治山課 水源地治山対策室長 
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表 1-4-2 平成 26 年度治山技術高度化調査検討委員会の開催状況 

開催回 開催日時・場所 協議の内容 

第 1 回 

平成 26年 11月 21日 

文京区後楽 

「林友ビル」 

1 業務の経緯と全体の流れ 

2 生物多様性保全型治山対策について 

3 新技術の工種・工法の検討について 

1)魚類の移動に資する治山施設 

2)在来種を用いた緑化 

3)治山事業におけるシカ被害対策 

4)生物多様性保全に資する木製構造物の工法及び

施工技術の検討 

5)下流法を緩くして低コスト化を図る治山ダム 

第 2 回 

平成 27 年 2 月 19 日 

文京区後楽 

「林友ビル」 

1 生物多様性保全型治山対策について 

2 新技術の工種・工法の検討について 

1)魚類の移動に資する治山施設 

2)在来種を用いた緑化 

3)治山事業におけるシカ被害対策 

4)生物多様性保全に資する木製構造物の工法及び

施工技術の検討 

5)下流法を緩くして低コスト化を図る治山ダム 
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【参考】 表 1-4-3  これまでの治山技術高度化調査対象道県 

道県名 市町村名 テーマ 調査の内容 

北海道 中川郡美深町
びふかちょう

 

① 渓流の連続性を回復させるための施設改良(魚道設置) 

② 植栽工（密植）による緑化 

秋田県 仙北市 ⑤ コスト縮減の観点から下流法を緩傾斜とする谷止工設置 

福島県 富岡町 ② 植栽工（密植）による緑化(東日本大震災により中断) 

茨城県 日立市 ② 植生誘導工（自然侵入促進工）による緑化 

栃木県 鹿沼市 ⑤ コスト縮減の観点から下流法を緩傾斜とする谷止工設置 

群馬県 
渋川市 ② 播種工（在来＋外来）、植生誘導工（自然侵入促進工）による緑化 

利根郡みなかみ町 ② 植生誘導工（自然侵入促進工）による緑化 

山梨県 甲府市 ① 渓流の連続性を回復させるための施設改良(魚道設置) 

長野県 
上伊那郡箕輪町

みのわちょう

 

⑤ コスト縮減の観点から下流法を緩傾斜とする谷止工設置 

② 播種工（在来）、植生誘導工（自然侵入促進工）による緑化 

岡谷市 ④ 生物多様性保全に資する木製構造物の設置 

静岡県 駿東
すんとう

郡小山町 ⑤ コスト縮減の観点から下流法を緩傾斜とする谷止工設置 

三重県 松阪市 ⑤ コスト縮減の観点から下流法を緩傾斜とする谷止工設置 

滋賀県 大津市 ② 植生誘導工（自然侵入促進工）による緑化 

奈良県 吉野郡下北山村 ③ 治山事業におけるシカ被害対策 

広島県 
庄原市
しょうばらし

 ② 播種工（地域性系統）による緑化 

府中市 ⑤ コスト縮減の観点から下流法を緩傾斜とする谷止工設置 

徳島県 那賀郡那賀町
なかちょう

 ② 植栽工（密植）による緑化 

高知県 
高岡郡梼 原 町

ゆすはらちょう

 ⑤ コスト縮減の観点から下流法を緩傾斜とする谷止工設置 

吾川郡仁
に

淀川
よどがわ

町 ② 植生誘導工（自然侵入促進工）による緑化 

福岡県 大野城
おおのじょう

市 

② 播種工(在来)及び植生誘導工（自然侵入促進工）による緑化 

⑤ コスト縮減の観点から下流法を緩傾斜とする谷止工設置 

大分県 

竹田市 ② 植栽工（養生苗と通常挿し木）による緑化 

中津市 ① 渓流の連続性を回復させるための施設改良(魚道設置) 

由
ゆ

布
ふ

市 ② 植生誘導工（森林表土利用工）による緑化 

日田市 ② 植生誘導工（自然侵入促進工）による緑化 

別府市 ③ 治山事業におけるシカ被害対策 

宮崎県 日南市 ② 植栽工（密植）による緑化 

鹿児島県 鹿児島市 ② 植栽工（密植）による緑化 

30 箇所(19 道県)     ①魚類の移動に資する治山施設の改良・新設：3箇所（3道県）  ② 在来種を用いた緑化：

16箇所（13道県）  ③治山事業におけるシカ被害対策：2箇所（2県）  ④生物多様性保全に資する木製構造物の

設置：1箇所（1県）  ⑤下流法を緩くして低コスト化を図る治山ダム: 8 箇所（8県） 
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5. 調査結果の概要 

 26 年度に実施した調査の内容は以下のとおりである。 

 

5-1．新技術の工種・工法の検討 

 (1) 魚類の移動に資する治山施設の改良・新設 

1) モニタリング調査（1 地区） 

北海道仁宇布辺渓地区において、平成 24 年度施工の魚道モニタリング調査を実施。

専門委員（日本大学・安田教授）が同行する現地検討会を兼ねたモニタリングだった。

この中で、ポイントブック(案)作成に向けて、「魚道」だけでなく「魚道を含む上下流

の流れの連続性確保」の重要性に関する技術的指導を受けた。この指摘事項について、

ポイントブックの中で「基本的な考え」としてイメージ図と合わせて明示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1-5.1 治山施設に設置する魚道のイメージ図 

魚道の上下流の｢流れの連続性｣を継続且つ安定的に確保する 
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2) 新技術の工種・工法手引書の作成（ポイントブック(案)の作成） 

「ポイントブック・治山施設に設置する魚道の考え方(素案)」の内容について、検討委

員会での決定事項を反映させたうえでポイントブック(案)を作成した。なお、今回の主

な指摘事項（決定事項）は以下の 2 点であった。 

〇魚道以外の型式として、「複断面化（北海道）」、「放水路の“切り欠き”と“切り下げ”（世

界自然遺産･知床）」、「治山ダムの中央部撤去（赤谷プロジェクト･茂倉沢川）」につい

てコラム内で言及する。ただし、いずれの型式も防災上の機能を下げないことが前提

条件であることを明示する。 

〇施工後はモニタリングだけではなく、「維持管理」に関する項目を追記する。 

 

(2) 在来種を用いた緑化 

1） 実証事業を実施した道県のうち、本年度は 10 道県(表 1-5-1 参照)において、緑化

の進捗状況をモニタリングし、その結果を工種・地区毎にとりまとめた。 

 

表 1-5-1 在来種を用いた緑化の 26 年度モニタリング実施県とその主な結果 

 
道県 緑化の種別 モニタリング結果のポイント 

茨城県 

(常陸太田) 

実播工(外来+在来、在来) 

自然侵入促進工 

①緑化速度は、外来＞在来＞自然侵入の順。 

②切土の面の自然侵入は侵食が課題。 

③表土を含む盛土では自然侵入が容易。 

群馬県 

(吉平沢) 

自然侵入促進工 ①流路工周辺の土砂法面は自然侵入が容易。 

滋賀県 

(南庄) 

自然侵入促進工 ①谷止工袖部の土砂部は自然侵入が容易。 

②シカの被害は一様では無く、どの程度の被害が発

生するか予想は困難である。 

広島県 

(西城) 

実播工（地域性種子配合） ①外来草本（オオアレチノギク、アメリカセンダン

グサなど）が繁茂したが、徐々に衰退し在来種に遷

移していた。 

高知県 

(用居) 

実播工(外来＋在来、在来) 

自然侵入促進工 

①崩壊跡の土砂斜面における緑化は、外来、在来、

自然侵入のいずれも緑化速度に大差はなかった。 

②緑化条件によっては、無播種である自然侵入促進

工においても比較的早期に緑化される場合がある。

福岡県 実播工(在来) ①崩壊跡の土砂斜面に中国産コマツナギを導入す
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(大野城) 自然侵入促進工 ると単一群落となり、自然侵入区にコマツナギが侵

入した。 

②在来種の種子を利用する場合は、その産地を確認

することが重要である。 

北海道 

(美深) 

植栽工(標準植栽、密植) ①山取り苗の生存率は樹種により異なる 

②生残は施工 1 年目でほぼ決まる。 

③高密度の効果に関しては、今後の継続的調査が必

要である。 

徳島県 

(那賀) 

植栽工(標準植栽) ①植栽木 10 樹種の内、アキグミ以外はシカ食害で

ほとんど枯死した。 

②シカ被害地における緑化工は、計画段階からシカ

被害対策を立案する必要がある。 

宮崎県 

(鵜戸) 

植栽工(密植、標準植栽) ①密植区に外来草本（アメリカセンダングサなど）

が繁茂し、特にクロマツの多くが枯死した。 

②強被圧型草本類について、あらかじめ施工地周辺

の状況を踏まえ、保育・管理手法を計画段階から検

討する必要がある。 

③植栽密度の効果については長期的なモニタリン

グが必要。 

鹿児島県 

(西佐多) 

植栽工(密植、標準植栽) ①植栽密度の比較では無く、クズの被圧害の経過調

査となっている。 

②強被圧型草本類について、あらかじめ施工地周辺

の状況を踏まえ、保育・管理手法を計画段階から検

討する必要がある。 

③植栽密度の効果については長期的なモニタリン

グが必要。 

 

2） 「林野公共事業における生物多様性保全に配慮した緑化工の手引き(平成 23年 1月)」、

「林野庁公共事業における生物多様性保全に配慮した緑化工の手引きにそって実

行する工事の施工、保育・管理ガイドブック（平成 23 年 1 月）」を補完する技術

資料として、「ポイントブック 林野公共事業における生物多様性保全に配慮した

緑化工（素案）」を策定した。 
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 (3) 治山事業におけるシカ被害対策 

 1) 事業のモニタリング 

平成 23 年度から 24 年度にかけて事業を実施した大分県（不嗜好性植物の植栽）

において、26 年度はモニタリングを実施した。 

  ①大分県が別府市内で実施した復旧治山事業において施工した不嗜好性苗植栽工

実証試験箇所の植栽木の生育状況について調査した。主な結果を以下に述べる。 

 

○植栽木の生存率は、標準植栽区（対策なし）、食害防止ネット区ともに低下し

ていた。 

 標準植栽区で生存率が高い樹種は、ウリハダカエデ（90％）、アセビ（55.6％）

であった。 

 食害防止ネット区で生存率が高い樹種は、ウリハダカエデ（100％）、ヤマ

モミジ（100％）、アセビ（80％）、シロダモ（66.7％）であった。 

 

○植栽木の樹高の生長は、標準植栽区（対策なし）、食害防止ネット区、樹種に

より異なっていた。 

 標準植栽区では、ウリハダカエデ及びシロダモは樹高の伸長が確認できた。

その他の樹種は、樹高伸長が見られないまたは低下していた。 

 食害防止ネット区では、ウリハダカエデ、シデ、ヤマモミジ、シロダモは樹

高の伸長が確認できた。アセビは樹高の伸長はみられず、クロモジは樹高が

低下していた。 

 

○植栽木への食害の影響は、樹種によって異なる傾向がみられた。 

 ウリハダカエデは、食害防止ネットの有無に関係なく生存率が高い。 

 アセビ、シデ、ヤマモミジ、シロダモは、食害防止ネットがあることにより

生存率が高い。 

 クロモジは、食害防止ネットの有無に関係なく生存率が低い。 

 

②同箇所においては植栽木に食害防止ネットを被覆する試験も行われたが、被覆し

たネットのシカによる破損状況についても調査した。主な結果を以下に述べる。 

 

○植栽木の支柱が原因と考えられるネットの破れが多く確認できた。 

  

2) ポイントブック「治山事業におけるシカ被害対策」の作成 

  過年度に実施した各都道府県へのアンケート調査や、実証事業のモニタリング結

果から得られた知見を基に、治山事業の特徴を踏まえたシカ被害対策について、ポ
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イントを取りまとめた。 

 

 

 (4) 生物多様性保全に資する木製構造物の工法や施工技術の検討 

過年度の調査により、木柵ダムの設置や木工沈床を階段状に設置することが渓流魚の

生息環境の改善に寄与している例があった。また、海外でも渓流魚の生息環境を改善す

るために木製構造物を積極的に設置している事例があった。そこで、長野県諏訪地方事

務所が施工中の床固工の堆砂敷に木柵ダム及び中詰の石を粒径の小さなものに置き換

えた木工沈床を試験的に設置し、その効果について調査した。 

平成 26 年度においては以下の調査を行った。 

 

1) 微地形の変化の調査、渓流魚の生息状況調査 

長野県横河川上流部萱の沢第３号床固工上流堆砂地に生物多様性保全に資す

る木製構造物として設置した、小型木製構造物(木柵ダム)並びに、中詰の石を粒

径の小さなものに置き換えた木製沈床工(置換沈床)について、 

 測量による堆砂敷の微地形の変化、 

  捕獲による渓流魚の生息状況 

を調査し、これら木製構造物が渓流魚の生息環境の改善に効果があるかを検証し

た。 

以下にその結果の概要を述べる。 

 

ア 木柵ダム 

 工事により改変され、単調となった渓流区間に木柵ダムを設置することにより

短期間のうちにプールが形成され、渓流魚の生息環境を改善することに寄与でき

たと判断された。 

イ 木工沈床 

 木工沈床を設置してから調査するまでの間の日雨量（諏訪アメダス）は、年

大日雨量の平均値、10 年確率日雨量を下回る値であったため、置換沈床の侵食

により形成されたプールは、部分的で深いところでも 15cm 程度であり、一定の

大きさのプールが形成されるにはしばらく時間を要するとみられることから、渓

流魚の生息環境に対する改良効果の 終判定にはしばらく時間が必要であるが、

木工沈床間の流れが緩やかな場所や小型の淵でサイズの小さな渓流魚が捕獲さ

れており、現時点においても、プールの形成による渓流魚（稚魚）の生息環境改

善の効果は高いと考えられた。 
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2) 水産関係者からの聞き取り調査 

  林野サイドでのこれら生物多様性保全に資する木製構造物への取り組みを水

産サイドはどう評価するかを確認するため、水産関係者から聞き取りを行った。 

ア 独立行政法人水産総合研究センター増養殖研究所内水面研究部 中村智幸

氏 

 堆砂敷の単調な環境となった部分に構造物を設置することにより、サイズの大

小にかかわらず渓流魚が集まり、その密度が増える。とてもいい試みだと思う。

魚の生息場所を新たに創出するという意味で意義がある。 

イ 長野県水産試験場 

 この施工事例は、平坦化したところを階段状にすることであるが、単調な堆砂

敷の水の流れに変化を持たせることは魚の生息環境の改善につながると考えら

れる。こういった取組みはこれから発展性があり、いい取り組み事例となると思

う。 

 

3) 事例の作成 

平成 24 年度から「生物多様性保全に資する木製構造物」をテーマに取り組ん

できたが、これまでの調査から得られた知見を「渓流魚の生息環境改善を図る木

製構造物事例」として整理し、治山技術高度化調査検討委員会に提案した。 

その結果、概ね了承をいただき、これを踏まえて以下の内容で事例集を作成し

た。 

 

 渓流魚の生息環境改善を図る木製構造物の概要 

  小型木製構造物―木柵ダム－ 

 床固工と組み合わせた木工沈床 

  コラム  水産関係機関の評価 

 

 

(5)下流法を緩くして低コスト化を図る治山ダム 

1）8 県の実証試験治山ダムに関するモニタリング調査の結果について分析・検討し

た。 

①秋田県を除く、7 県（栃木県、長野県、静岡県、三重県、高知県、広島県、福岡

県）については、下流面に損傷は認められなかった。 

②秋田県については、平成 23 年 2 月に完成後、平成 24 年～平成 26 年の 3 回のモ

ニタリングによって、衝突痕が確認された。衝突痕の大きさは軽微であり、治山

ダムの安定性には影響しないと考えられる。 
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③秋田県治山ダムの衝突痕は、各年でその分布に偏りが認められたことから、降水

量による流量の違いが礫の飛び出し距離や、移動する礫径に影響していると推測

された。 

④礫飛び出しの初速を水平投射として求めると、V0=0.9～1.1m/s と V0=1.3～

1.5m/s の 2 つのピークを示す。既設治山ダムの水叩き調査を実施した広島県と

三重県の礫飛び出しの初速は 1.0～3.5m/sの範囲で、1.5～2m/sが も多かった。 

⑤初速と流域面積及び渓床勾配との間には高い相関性が認められる。秋田県では初

速が遅いが、これは広島県や三重県に比較し、渓床勾配が緩いためと考えられる。 

⑥秋田県の非礫当たり勾配は 1:0.21 であり、標準勾配に近い値を示す。 

⑦既設治山ダムの水叩き調査から求めた摩耗速度は、水叩きの厚さを決定する際に

参考とできる可能性がある。このため、今後の課題として落下水や越流砂礫の影

響について現地調査を実施し、 低な水叩きの厚さの決定方法について検討する

ことを提案する。 

 

2）平成 22 年～平成 26 年の成果に基づき、マサ土・シラス分布地域における治山ダ

ムの下流のりの緩勾配を検討する際の留意事項を整理した「ポイントブック治山ダ

ム下流のりの緩勾配化」をとりまとめた。 

 

 

5-2．生物多様性保全型治山対策 

(1)生物多様性保全型治山対策指針(案)の内容検討 

生物多様性保全型治山対策指針(案)（以下、「指針(案)」）の内容について検討委員

会での決定事項を以下に示す。 

〇指針(案)は「治山技術基準解説 総則・山地治山編（以下、「治山技術基準」）」を

補完するものとする。 

〇指針(案)では、特に「生物多様性の保全に配慮する治山事業計画」に対する考え

方を示す。具体的には、第一に現状把握のために収集した資料・調査結果に関し

て、ある一定の基準で現状評価を行い、この評価結果を可視化する（＝環境評価

マップの作成）。第二に治山事業計画の立案段階において、この環境評価マップを

「現状の診断記録（カルテ＝生物多様性にとっての重要箇所を明示したもの）」と

して活用し、環境への負荷を軽減することで、生物多様性保全の推進を図るもの

である。 
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図-1-5-2 生物多様性に配慮した治山事業の考え方 

 

〇調査は、「治山技術基準」と同様、概略調査（事前調査）から実施し、必要に応じ

て詳細現地調査を行う。同指針(案)では、概略調査の現状評価の結果から、対象

地区における生物多様性保全への配慮方針を決定し、詳細現地調査の実施、環境

評価マップ作成の必要性について判断する。 

〇モデル渓流における今回の検討が他の現場でも活用できるように、調査・解析方

法について「ケーススタディ」として指針(案)内に詳述する。 

〇環境評価マップが負担とならないように、高度な調査・解析を行わなくても作成

可能な「簡易版・環境評価マップ」を参考資料として掲載する。 

 

(2) 生物多様性保全型治山対策指針(素案)作成 

検討委員会での合意事項を踏まえ、「生物多様性保全型治山対策指針案（素案）－生

物多様性の保全に配慮した治山事業の考え方－」を作成した。 
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