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2.2  地域実態調査等の実施 
2.2.1 地域実態調査等の概要 

 地域実態調査等は、補助教材の作成のため、急傾斜地やぜい弱地等での森林作業道の作設時の問題

点や工夫等を把握するもので、その調査内容は、以下のとおりである。

(1) 文献調査 

急傾斜地やぜい弱地等における森林作業道作設に関する資料を収集し、その内容を検討した。

(2) 森林作業道作設状況調査 

 急傾斜地やぜい弱地等での森林作業道作設について、その作設実績を都道府県担当者や指導的立

場にある技能者を対象にアンケート調査を実施した。アンケートは、森林作業道を作設する上で重

要とされる項目とし、その結果を、森林作業道作設指針及び「研修教材 2010 森林作業道づくり」

に照らして評価し、その適切な工法等を分類した。また、作設方法が補助教材の内容に適している

と考えられたものは、補助教材（案）として検討委員会に諮り、その内容を検討していただいた。 

(3) 地域実態調査 

文献調査やアンケート調査の結果をもとに、急傾斜地等で新たな工法等で作設された箇所や、作

設上の問題点がある箇所を 4 箇所選定し現地調査を行った。また、補足調査として 2 箇所を追加し

調査した。

2.2.2 文献調査の結果 

文献調査の結果については、巻末資料に示した文献を調査・検討し、補助教材作成の参考とした。 

2.2.3 森林作業道作設状況調査の結果 

2.2.3.1 都道府県担当者に対するアンケート調査 

(1) アンケート概要 

・アンケート回答期間：平成 26 年 8 月 13 日～9 月 5 日 

・アンケート回収率：38％（18 道府県／47 都道府県） 

(2) アンケート結果（急傾斜地） 

○作設状況

１．路線選定 

・出来る限り等高線に沿った線形にすることで、路面排水による山腹崩壊のリスクを軽減した。 

・スイッチバックを多用した。 

・集材等の施業が安全かつ効率的に行われるよう、等高線に沿った配置にした。 

・踏査の際は、地形や地質の安定している箇所の通過を心がけて路線を決定した。 

・林道のコンクリート構造物による制約があり、沢沿いの取り付けから急勾配を強いられた。

２．切土高、切土勾配 

・半切半盛を心掛け、切土高を抑制した。 

・切土高を極力抑えるため盛土を重きに考え、こまめに法尻工を敷設した。また、法尻工に使用し

た丸太は高さを確保するため20cm前後の大口な丸太を使用した。 

・岩が多かったため、石を並べて対応し、のり高0.75～1.00ｍに抑えた。 

・急傾斜地の場合は、切土高はできるだけ低く抑えたい。切土幅は半切半盛を目指したいが、急傾
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斜地の場合は8割～10割切幅になる。 

・切土高は1.5ｍを 大としている。切土勾配は基本的には垂直とし、地形によって変えているが切

土5分勾配以上は施工しないようにしている。

３．盛土のり面緑化 

・植生の自然侵入が期待でき、のり面等の緑化は必要ないと判断した。 

・早期緑化を図るため、表土を活用するとともに開設時に発生した根株を活用した。 

・盛土施工は、どうしても雨天時流れる恐れがあるので避けている。 

・のり面の表土は簡単に流亡してしまうと思われたので、床堀をしっかり行い締固めながら表土を

積み上げた。丸太による土留めの効果もあってか、急傾斜面にも関わらず草本の芽生えが確認で

きるが、緑化効果としては地表を覆うほどの成果は見られていない。 

４．締固め 

・盛土が高くなるところでは、段切、転圧を行った。 

・岩を崩したものを細かく砕き敷き詰め、固めた。

５．排水方法 

・地山で排水することを心掛けた。 

・横断排水施設の排水先ののり面に丸太4本を並べることでのり面保護を行った。 

・水の出やすい箇所はこまめに横断排水工（ゴム製の簡易横断排水）を施工した。 

・丸太横断溝の設置を100ｍ毎に1、2箇所施工した。 

・すり鉢状の窪地を横切るような作業道で、窪地の中へ排水すると水を過度に集中させてしまい、

作業道より低い部分の侵食を早めてしまうことが考えられた。また路肩からの排水も盛土のり面

を侵食し作業道の崩壊につながるおそれがあった。そこで作業道の横断勾配は山側を低くして側

溝として機能させ、尾根まで流してから排水するようにした。滞りなく尾根まで流せるように縦

断勾配はできるだけ一定の角度で尾根まで下がっていくようにした。

６．縦断勾配の考え方 

・ヘアピンカーブの施工箇所を選定するにあたり、施工し易さよりも前後の縦断勾配が急とならな

い箇所を選定するよう心がけた。縦断勾配は10％程度までとした。 

・フォワーダでの運搬を考えて急勾配を避けた。 

・集材機械の安定を考えて緩く単調な勾配とした。勾配に変化があると作業道の消耗も大きく走行

も不安定になりがちだと思う。水が溜まるのを防ぐ意味で、ある程度の勾配は必要だが、縦断勾

配を急角度にすることも作業道の消耗につながるので、できるだけ緩く一定の勾配が必要だった。

７．構造物 

・盛土部分の強度を向上するため、丸太組構造物を路肩部分に設置した。 

・構造物は必要 小限に抑えたが、横断排水溝をこまめに設ける等、水処理をしっかりと行った。

・ふとん籠や簡易コンクリート横断溝、ヒューム管等は、コスト高になるため、施工しない。 

・盛土部分の基礎に丸太の横木を埋設し、盛土のり面には根株を埋設した。

８．曲線部（ヘアピンカーブ、スイッチバック） 

・ヘアピンカーブでは、走行時の安全性を高めるため路面をコンクリートで舗装した。 

・傾斜から考えて、スイッチバックとした。 

・急傾斜地の場合は、極力カーブ等作らないようにしている。曲線部は、スイッチバックになる。
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・フォワーダでの運搬になるため、スイッチバックと一定の幅員を確保した。曲線部については幅

員4.0ｍで施工している。 

○損壊事例

・急傾斜地での施工のため、切土量が多くなり、礫も多く発生したことから、切土のり面が少しずつ

崩壊している。大規模な崩壊ではないことから、次回作業時には、簡易な不陸整正のみの対応と考

えている。 

・大雨で路肩部分に雨水が集中し、転圧が不十分だったと思われる箇所が一部崩落した。 

(3) アンケート結果（ぜい弱地） 

○作設状況

１．路線選定 

・一帯が黒土で水が多く湧き出る場所であるため、あまり延長をつけないようにした。 

・作設箇所は堆積土に覆われた緩傾斜地で、周囲の植生の状況等からも水分を多く含んでいることが

分かった。少し下がっていくと傾斜が急になって谷へと続いており、一見タナ地形のようにも見え

る箇所だった。土質は腐食を多く含んだ層と礫混じりの粘土の層があり、地中に地下水のあること

が疑われた。谷底の集材のための支線であり、どうしてもこの部分を通らなければならなかったの

でやむを得ず路線選定を行った。 

・間伐材搬出時にフォワーダが走行しやすい、線形や縦断勾配に配慮した。 

・集材等の施業が安全かつ効率的に行われるよう、等高線に沿った配置にした。 

２．切土高、切土勾配 

・極力切土高が1ｍ以内になるように配慮した。 

・1.4ｍ以下に徹したが、どうしても無理なところについては、3.0ｍ以内とする。 

・直切り～5分の間を樹幹と根張りを考慮してカットする。 

・土質が砂質のため、1.6m以上の切土高の場合は切土勾配を6分とした。

３．盛土のり面緑化 

・表土層が厚かったので路肩側へしっかり積み重ねて盛土のり面を作設した。しかしながら、植生の

繁茂はあまり見られなかった。 

・表土をのり面仕上げに散布する（埋土樹種の利用）。

４．締固め 

・近くの地山を掘って、良い土砂が出ればその土砂を入れ替えて路盤を固くしている。 

・重機(5tクラス)履帯による締固めを行ったが、ほとんど効果が見られなかった。 

・土の含水率が高いときは避けた。 

・天地返しを行い、均等に均し、均等に締める。 

・路体全体としての強度を高めるため、盛土・地山を区分しないで路体全体を概ね 30cm 程度の層ご

とに締固めた。 

・軟弱地盤である区間は、路盤工（鉄鋼スラグ）により対応した。

５．排水方法 

・実際掘削したときに水がでているところ等は、沢側に水が流れるようにした。 
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・路体を水が走る前に排水する事を基本とする。 

６．縦断勾配の考え方 

・間伐材搬出時にフォワーダが走行しやすい縦断勾配に配慮した。 

・一定勾配は作らず、緩い傾斜ほど勾配を付けて、水はけをよくする。 

・縦断勾配を8～10°までとし、車両の走行による路面が荒れるのを極力抑えるよう心掛けた。

７．構造物 

・作業時に重機が沈み、進めないので間伐材を１mおきに並べて、重機が沈まないようにした。 

・通行の度に下がっていくので丸太をハシゴ状に組んだものを埋設した。 

・黒色腐食岩が出た場合は、その切土のり面を覆うように、栗石を詰めた丸太積みを施工し、上部を

植生ネットで覆う工法を実施している。 

・流れ盤は切土のり面が崩壊しやすいため、切土部分に丸太組構造物を作設した。丸太組構造物を入

れることで、切土のり面を安定勾配に近づける効果がある。一部に粘土質の赤土があるため、滑り

止めとして路面をコンクリート舗装した。 

・トスコ PP シート、旭化成ポシブルを軟弱地盤の上に敷設した。その上には別現場から搬入した土

砂を敷設した。PPシートを敷設した箇所では、状況がかなり改善されるものの、荷重が掛かったト

ラック等が何度も往復した場合、轍部分に顕著な沈下が見られた。

８．曲線部（ヘアピンカーブ、スイッチバック） 

・ヘアピンカーブからの支線を作り、水はけ場所を作設する。 

・ヘアピンカーブでは、走行時の安全性を高めるため路面をコンクリートで舗装した。 

・ヘアピンカーブはフォワーダが旋回可能の施工とした。スイッチバックは施工していない。 

・ヘアピンカーブを連続させず、また、曲線半径も可能な限り大きくなるよう施工した。 

○損壊事例

・切土高が高くなった部分ではのり面の崩壊がみられた。原因は高すぎる切土高ではあるが、土質が

礫混じりで粘性が低かったことも原因だと思う。路線の選定も見直すべきだったと思う。 

・丸太組工法の剥き出し設置は７年目に崩壊した。使用木材がやせ細った隙間に土が落ち込んで水を

誘導していったのも原因である。 

・集水された雨水により、路面が損傷した。 

(4) アンケート結果（沢部や湧水地での作設事例） 

○沢部での作設状況

・吐口側に水たたきとして転石を設置することにより、沢部の崩壊及び洗越し沈下防止を図った。 

・材料は、主に現地で発生した転石を利用し、使用した転石等が降雨時に下流に流出しないように注

意する。 

・施工方法として洗越し部分は、前後の路面高より少し下げ、吐口部は洗越し基礎部の地盤確認を十

分行ってから、比較的大きな転石を使用することで、沈下防止の対策とした。 

・できるだけ地山勾配が緩い所を狙って、沢に対して直角に入り、水平で直線的になるように作設し

ている。基本的には洗越しで大きな石を組み合わせながら行っている。 

・水量が少なかったので、流れ込みから路肩の吐き出し口までに転石を敷き詰めた後、土を被せて路
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90%

9% 1%

ア ある

イ 無い

ウ 無回答

49%

17%

34% ア 傾斜30度以上

イ 傾斜35度以上

ウ 無回答

体とした。渇水期にはほとんど路体の上には水は流れなかったが、増水期には作業道を流れた水が

路肩から排水され、洗越しとして機能しているようだった。 

・洗越しは路面より低い流水面を設け、流水の路面へ流出しないようにした。洗越しの上流部には流

速を抑えるため水溜を設けた。 

○湧水地での作設状況

・踏査する時点で出来るだけ湧水場所を避けることや、排水処理を出来るかを確認しながら線形を

つけている。 

・湧水の量は少なかったが、土質はマサ土で流れやすく、放置すると作業道の崩壊を招く恐れがあ

った。湧水の出ている箇所を掘り下げて作業道を横切る暗渠構造にし、大きめの石、丸太を敷き

詰めて路体とした。 

・湧水箇所は山側に素掘り側溝を入れ、適所で水を沢側に横断させ排水する。 

・谷地形の集水箇所において、素掘りの溜桝を設置することで森林作業道への流水を制限するとと

もに、現地発生材を活用した簡易横断溝による排水処理を行い、路面の洗掘防止に努めた。

○損壊事例

・降雨による侵食により路体が一部損壊した。今年度間伐を予定しているため、補修して利用予定。

2.2.3.2 指導的立場の技能者に対するアンケート調査

(1) アンケート概要 

・アンケート対象者：指導者研修修了者 

(平成22年上・中級研修修了者、平成23～25年指導者研修修了者) 

・アンケート回答期間：平成26年 8月 13日～9月 5日 

・アンケート回収率：78％（126名／161名） 

(2) アンケート結果（急傾斜地） 

○作設実績

■ この1年間の急傾斜地での作設実績 ■ 作設した森林作業道の傾斜状況
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ア 2.5m 未満 

イ 2.5～3.0m 

ウ 3.0～3.5m 

エ 3.5m 以上 

ア施業方法の決定

イ路網計画の作成

ウ図面からの自然情報の把握

エ図上設計での路線適地の抽出

オ現地踏査

カその他

○急傾斜地における作設時の留意点

■ 土工に関するもの

・盛土基礎部分の段切り、締固めを十分行う。

・床掘りをする位置が軟弱ではないか、又は表層すべりを起こす場所ではないかをバケットで慎重

に探して締め固める。

・転圧の厚さを 30 ㎝以内で基礎部分の締固めを行う。 

・床掘りの出発点が地山であるかどうかが重要である。盛土の転圧を十分に行い、丈夫な道をつく

る。

・残土の発生や補充等に留意し、切盛土量がプラスマイナス０に近づける工夫を行う。

・地山を掘削した形状(盛土する基礎の形)を常に意識、確認しながら作業をする。 

■ 急傾斜地での幅員（複数回答）

急傾斜地での幅員については、回答者数（113名）に対する比率を求めると、「2.5～3.0m」が

6 割半程度であり、作設指針に概ね合致した幅員となっているが、「3.0～3.5m」との回答も 4

割程度であることから、森林作業道における傾斜と幅員について、再度確認すべきと考える。

■ 急傾斜地での路線選定の重要項目（2つ以内回答）

急傾斜地での路線選定について、回答者数（112 名）に対する比率を求めると、「現地踏査」

との回答が9割程度と も高く、次いで、「施業方法の決定」との回答が4割半程度となった。

このことから、急傾斜地での道づくりは、システム（車両系と架線系）の選択と、現地の詳細

な把握が必要であることがわかる。 
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67%

32%

1%

ア ある

イ 無い

ウ 無回答

8%

39%

24%

4%

10%

15%
ア 関東ローム

イ 黒ボク土

ウ まさ土

エ シラス

オ その他

カ 無回答

・段切段盛では、山側のほぐしが浅くなりがちである。

・土量のバランスでは、盛土のり尻の位置決めが難しい。

・3.0m 以上の幅員とした場合、谷側の床掘位置を間違えると、幅員が全然足らなくなる。 

・路面勾配はできる限り緩やかにする。

・大きな木があれば残して、のり面の保護をさせる。

・幅員 2.5m 以下を守り、土砂の安息角を重視する。 

・基礎となる床掘の位置や角度を注意して、段切段盛を丁寧に行う。

・土量のバランスを考え、伐根をうまく利用して、土を掘りすぎないように、少量の土量で作業道

を作る。

■ 構造物に関するもの

・丸太組工を 2m も 3m も積み上げない（将来腐るためであり、複数段に分けること）。 

・落石を発生させないように注意しているが、どうしても落ちてしまうので、先に落石防止丸太（犬

走り）を設置する。

・丸太組工では、犬走りの位置が遠くなりがちとなる。

・丸太組等を行って残土を少なくする必要がある。

・路面処理工の丸太組を行い、路肩部分の木は極力残す。

・切土のり面の高さを低く抑えるために、ふとん籠等を使った。

■ その他

・下方のり面にパイプ流の有無を見極めることが大事である。

・表土の処理を一箇所に集中しない。

・盛土をする際に床掘りが適切に行える地質か、山全体の水の流れ、堆積様式を見極める。

・湧水、雨水による水の処理、分散排水は短い間隔で行う。

(3) アンケート結果（ぜい弱地） 

○作設実績

■ この1年間のぜい弱地での作設実績 ■ 作設した森林作業道の土質状況
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ア 2.5m 未満 

イ 2.5～3.0m 

ウ 3.0～3.5m 

エ 3.5m 以上 

ア施業方法の決定

イ路網計画の作成

ウ図面からの自然情報の把握

エ図上設計での路線適地の抽出

オ現地踏査

カその他

○ぜい弱地における作設時の留意点

■ 土工に関するもの

・ぜい弱地では根株を利用して、路面のり面を強くするようにしている。

・フォワーダ運材が円滑にいくことを考えて、路面の強化を行う。

・ぜい弱地では土質の改良(他の土砂との混合、または入れ替え)による強化を特に意識している。 

・道がトラック道か運搬車（クローラー）道かで、路面の仕上げが変わる。

・路体の部分の強度を確保しなければならないが、確保できない場合は、無理に開設しない。

・まさ土の場合、粘り気を出すため、腐葉土等を混ぜながら締固めする。

・まさ土は掘削し易いが、締固めが困難であるから特に留意すべきである。一旦洗掘すると植生回復

■ ぜい弱地での幅員（複数回答）

ぜい弱地での幅員については、回答者数（80 名）に対する比率を求めると、「2.5～3.0m」が

6割程度であり指針に則していると考えられるが、「3.0m以上」の幅員の作設も5割程度あるこ

とから、その理由と路体強度の確保等の検討が今後必要と思われる。

■ ぜい弱地での路線選定の重要項目（2つ以内回答）

ぜい弱地での路線選定では、急傾斜地と同様に、「現地踏査」と「施業方法の決定」が重要項

目として挙げられており、ぜい弱地でも施業システムの検討と詳細な現地状況の把握が必要と

なっている。 
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が難しい。土質（路盤）の固化剤による改良等も粒形の均一なまさ土には有効であるから、今後は

このような土質改良も検討すべきである。

・風等により、立木と一緒に切土面が崩れるのを防ぐため、切土法頭から 1m 範囲の立木を伐採する。

・シラスでは、根株で表面の流出防止を図っている。

・シラスの場合は、直切り直盛りで作る。

■ 構造物に関するもの

・路面の強化のため、砕石を入れるのが困難である場合、材木を敷いてぜい弱地を強化している。

・整地しても路面がぜい弱な場合は丸太を幅員の幅で必要な分だけ敷設する。

・なるべく縦断勾配を小さく抑え、丸太及び砂利等を利用し、路面の安定を図る。

・路面に末梢木等を敷いて、その上に敷砂利をする。

■ その他

・線形は、分散排水やその場排水等、洗掘されないように水処理を十分考慮する。

・山側からの湧水による軟弱地には、有孔管を入れ、排水処理し対応した。

・どの土質にも、共通して留意すべきは排水である。路盤の横断、縦断勾配や素掘り側溝等走行性を

考慮しながら、いかに流水、停滞を防ぐかを常に考えるようにしている。

・のり面の緑化をしているが、表土が少ないので緑化に時間がかかり、その間、排水で路肩が傷みや

すい。

・雨の日の作業は避ける。

・過度の大型重機を使用しない。土質(CBR の低い)が悪いと地山ごと崩壊する可能性がある。 

・土質が軟弱になりやすいため、湧水箇所を避けて計画する。

・搬出車両の通過による路肩沈下や轍等に、絶えず修正しながら作業する。

・排水部分を立木の根元等に設置して洗掘を防ぐようにする。
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2.2.4 地域実態調査の結果 
１．調査地 

 地域実態調査は、急傾斜地やぜい弱地において、新たな工法や工夫された工法で森林作業道が作設

された箇所を、作設者及び検討委員の同行を求め、直接現地で調査した。調査地は、作設状況調査等

から地形や土質、工作物等の状況を把握して決定した。調査は、作設者から具体的な路線選定での留

意点や工法について聞き取りを行い、検討委員には、作設された森林作業道の課題の指摘や助言をい

ただいた。調査地は以下に示す4箇所とし、他に補足調査として2箇所を追加した。 

表 2.1 地域実態調査 調査地一覧表 

№ 調査箇所 調査目的 作設年月 幅 員 路網密度 土 質 平均傾斜 備 考

1 徳島県 急傾斜地 H11～ 2.5m 300m/ha 礫質土 35° 

2 静岡県 急傾斜

ぜい弱地

H25 3.0m 1,840m

（延長）

礫質土

スコリア

関東ローム

まさ土

30° 

3 広島県 ぜい弱地 H22.7～ 3.0m 6,700m

（延長）

黒ボク土

まさ土

礫質土

25° 

4 奈良県 急傾斜地 H24 他 2.5m 20,000m

（延長）

礫質土 30° 

5 鹿児島県 ぜい弱地 H21～22 3.0m 5,000m 

（延長）

粘性土

シラス

白土

25° 補足調査

6 奈良県 急傾斜地 H24～25 2.5m 800m 

（延長）

礫混じり土 40° 補足調査

ぜい弱地 H25～26 本 3.0m 

支 2.5m 

1,000m 

（延長）

粘性土

（赤土）

25° 

２．調査結果 

調査結果として、以下のような意見や助言を得ることができた。それらを参考として、補助教材の

作成を行った。 

(1) 急傾斜地 

① 路線選定

・タナ地形を結ぶイメージで線形を考える 

・土質を見極めて、縦断勾配を決める 

・斜面が緩勾配でも崩れる箇所があるので注意する 

・集材距離を考えて道間隔を決める 

・既設道の位置を把握し、効率的な施業ができる配置を考える 

・幹線は尾根、支線は等高線沿いに付ける 
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・上がれる尾根、渡れる沢を確認する 

・危険な箇所をいかに安全に通過させるかを考える 

・既設道からの進入箇所を確認する（容易に進入できる箇所） 

・施業のしやすさを考えた線形を考える 

② 土工

・片切片盛を基本とする 

・切土はすべて利用するイメージで「土」を大切にする 

・切土高に留意しながら作設する 

・林地を守るため、幅員は 小限にする 

・重機のアームが届かない箇所は、人力で施工する 

・切土勾配、盛土勾配を地山勾配に近づける 

・山の地形に沿って作設すれば、波型勾配に近い縦断勾配となる 

・良質（締め固まる）な土があれば、張り出しを大きくしたヘアピンカーブを作設する 

・必要な曲線半径が得られない場合には、スイッチバックを検討する 

・スイッチバックは、「ト」の字型の交差点を作るイメージを持つ 

・スイッチバックの奥行は、機械長＋αの感覚でつくる 

③ 構造物

・タナ地形を見つけて構造物を施工する 

・地山傾斜に戻すような構造が必要 

・高くなる丸太組は、小段を設ける 

・土留工の高さは2ｍまでとしている 

・盛土のり面に柵工を施工して、土砂の移動抑止を図る場合もある 

・ふとん籠の施工により盛土位置を上げ、重機のアームが届くようににする 

・立木に丸太を横置きする行為は危険であり、林業的にもマイナスである 

④ 水処理

・横断溝は水の流れに沿うように設置する 

・縦断勾配が急となる場合は、道の中央に溝を掘り排水する等して路面を保全する 

・横断溝間隔はおおむね20ｍ、縦断勾配が10％以上ならこまめに配置する 

・流末処理にも留意する、特に連続したカーブ箇所では土留めに落とさないようにする 

・ゴム板利用の横断溝では流速を早める等、土砂がたまらない工夫が必要 

・ゴム板利用の横断溝で12mmのゴム板を使用し、林業機械の走行にも耐えるような構造とした

⑤ その他

・急傾斜地で幅員3.0m以上の森林作業道を作設するなら、架線集材も検討する 

・路面に草が繁茂するのは、伐開幅が広すぎる場合がある 

・生産だけではなく、管理にも利用できる道が必要である 

・湧水等、水が流れた痕跡を見逃さない 

・下層植生で水の有無が確認できる 

・シダ類は活着が良いので、盛土のり面の緑化に利用している 

・急斜面での落石による被害を防止するため、小丸太による立木の保護を行った 
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(2) ぜい弱地 

① 土工

・沈降防止を図るため、丸太以外にも土木シートやトタン板等の入手できる資材の利用を考える

・切土のり面は6分以上の勾配をつけ、切土高は低くする 

・可能なら、切取のり面の剥落を考えて幅員を決める 

・黒ボク土の場合、盛土は困難だが、切土のり面は安定しやすい 

・黒ボク土での施業では、早めに作業道を作設して路体が安定させてから使用している 

・シラスの場合、切取勾配は直切とし、雨滴があたらないようにする 

・シラスでは、切土のり面にあるひげ根を残して表層の剥落を抑止する 

・ぜい弱な土質では、一箇所に留まって作業しないようにする 

・ぜい弱地でも基本を守ることが重要 

・路面が荒れるような場合には5ｍ程度の作設で仕上げる 

② 構造物

・まさ土やスコリアは6分の切土勾配でも安定しない場合があるので、土砂止め柵を施工する 

・まさ土やスコリアでは、丸太組の土砂流出防止のために、丸太間に植生土のうを入れる 

・黒ボク土やシラスでは丸太等による路面補強を検討する 

③ 水処理

・黒ボク土の場合、水は路面上を流すように分散排水させる 

・黒ボク土は、水を抜くことにより安定する（表面水の浸透を抑止する） 

・どれだけ入れるではなく、どこにいれるが重要 
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【地域実態調査】（平成 26 年 9 月～10 月）

№1徳島県 急傾斜地 №2静岡県 急傾斜地 

№2静岡県 ぜい弱地 №3広島県 ぜい弱地 

№4奈良県 急傾斜地 №5鹿児島県 ぜい弱地 

№6奈良県 急傾斜地 №6奈良県 ぜい弱地 




