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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

第  1  章 総 論 

1.1 この基準の目的 

 この基準は、土地の一部が地下

水等に起因してすべる現象又はこ

れに伴って移動する現象（以下「地

すべり」という。）を防止するため

の対策（以下「地すべり防止対策」

という。）に係る計画（以下「事業

計画」という。）を作成するに当た

り必要となる調査計画手法の基本

的事項を定めることにより、地す

べり等防止法（昭和33年法律第30

号）及び農地保全に係る地すべり

等防止事業実施要綱（昭和42年3

月8日付け42農地Ｄ第24号農林水

産事務次官依命通知）に基づく地

すべり防止工事の適正かつ効率的

な施行に資することを目的とす

る。 

また、この基準は、地すべり地

域における土地改良法（昭和24年

法律第195号）に基づく土地改良事

業計画の作成に当たって、地すべ

り防止対策上の配慮すべき点等を

定めることにより、事業の適正か

つ効率的な施行に資することを目

的とする。 

第1章  総 論 

1.1 基準の運用の目的 

 地すべりを防止するための対策（以下「地すべり防止対策」

という。）に係る計画（以下「事業計画」という。）の作成

は、土地改良事業計画設計基準・計画「農地地すべり防止対

策」（以下「基準」という。）とこの基準の運用により作成

するものとする。 

また、地すべり防止地域における土地改良事業計の中で実

施される地すべり防止対策上の配慮する点等についてもこの

基準の運用を適用するものとする。 

 この基準の運用は、調査・計画作業の手順、事業計画作成

の考え方及び適用すべき技術的基礎諸元の基本的事項を定め

たものであり、この基準の運用の適用に当たっては、自然的・

社会経済的諸条件の異なる個々の事業計画を画一的に拘束す

るものではなく、地域の実情や技術の進展等に応じて創造的

に対処することが必要である。 

 また、基準と関連するその他の土地改良事業計画設計基準

については、相互に組み合わせて適用するものとする。 
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基準及び運用の解説 

 土地改良事業計画設計基準・計画「農地地すべり防止対策」（以下「基準」という。）1.1では、

基準の目的を規定し、基準の運用（以下「運用」という。）1.1では、運用の目的及び内容を明ら

かにしている。 

1.基準及び運用の適用 

 基準及び運用は、計画内容に事業間の齟齬や精粗の差をきたすことなく、一貫した考え方の下

で効率的に計画作成を行い、地すべり防止対策に係る事業の適正かつ効率的な施行に資するとと

もに、地すべり等防止法及び土地改良法の目的が達成されるよう地すべり防止対策に係る計画（以

下「事業計画」という。）の作成に当たって必要となる調査計画手法の基本的事項とその運用を定

めたものである。 

 なお、基準及び運用で定めていない事項については、この基準及び運用の解説、別途作成して

いる土地改良事業計画設計基準・計画「農地地すべり防止対策」技術書（以下「技術書」という。）、

関連する技術文献等を参照して、計画担当者が的確な判断を個別に行っていく必要がある。 

 事業計画の作成に当たり、調査については、経済性を考慮しながら計画との連携を保ちつつ概

査から精査へと段階的に精度を上げて、調査によって得られる情報・数値等を勘案して、効率的

な調査方法の選定に留意することが必要となる。また、計画については、地すべりの機構の特性

に応じて、経済的、効果的な計画を立案するため、地すべり地域全体における安定性の確保を勘

案して、個々の地すべりブロックについて地すべり防止対策の工法選定を行っていくが、先行施

工した施設の効果や状況の変化に的確に対応し必要に応じて全体計画にフィードバックしながら

立案するよう心がけることが肝要となる。 

 さらに、この基準の適用に当たっては、地すべりが固有の特性を持つことを十分念頭に置いて、

この基準の示す方向に沿いながら、担当者自身の知識と経験に基づく判断と創造力並びに互いの

知識と経験の交流によって、現地の実情に即した最良の地すべり防止対策を講ずるように努める

ことが必要である。 

 

2.基準に関連する土地改良事業計画設計基準等 

 この基準に関連する主な土地改良事業計画設計基準は、以下のとおりである。 

○ 土地改良事業計画設計基準・設計「ダム」基準書・技術書（平成14年 月 日制定） 

○ 土地改良事業計画設計基準・設計「水路工」基準書・技術書（平成13年2月21日制定） 

○ 土地改良事業計画設計基準・設計「農道」基準書・技術書（平成10年3月31日制定） 

○ 土地改良事業計画設計基準・計画「農道」基準書・技術書（平成13年8月29日制定） 

○ 土地改良事業計画設計基準・計画「ほ場整備(畑)」（昭和53年9月12日制定） 

○ 土地改良事業計画設計基準・計画「ほ場整備(水田)」基準書・技術書（平成12年１月17日制

定） 

○ 土地改良事業計画設計基準・計画「農地開発(開畑)」（昭和52年１月18日制定） 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

1.2 農地地すべり防止対策の目的 

 農地地すべり防止対策は、地す

べりによる農地・農業用施設等の

被害を防止又は軽減するための施

設（以下「地すべり防止施設」と

いう。）を設置すること等により、

国土の保全と民生の安定に資する

ことを目的とする。 

 

 

1.2 農地地すべり防止対策の目的 

 地すべりによる被害は、周辺地域の社会、経済活動に及ぼ

す影響が大きく、復旧に多大な費用と時間を必要とする。こ

のため、国土の適正な管理に資する観点から地すべり防止施

設を設置することによって、農地・農業用施設等の被害を未

然に防止するとともに、併せて関連事業の一体的な実施によ

り地すべり地域の生産基盤・生活基盤の質的向上と地域の活

性化にも寄与するものである。 
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基準及び運用の解説 

 基準1.2及び運用1.2では、地すべり防止対策の目的を明らかにしている。 

ここでいう農地・農業用施設等とは、農地及び農業用施設、並びに事業として施行されること

が相当とされる家屋、交通・運輸施設、その他公共施設、林地等である。 

関連事業とは、地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）及び農地保全に係る地すべり等防止

事業実施要綱（昭和42年3月8日付け42農地Ｄ第24号農林水産事務次官依命通知）に基づく事業で

ある。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

1.3 事業計画作成の基本 

 事業計画の作成に当たっては、

あらかじめ調査を行うこととし、

地すべりの要因、機構、規模及び

社会経済条件や関連する他の事業

を考慮の上、地すべり防止施設が

将来にわたって必要な機能と安全

性を有し、かつ、その工法が経済

的に妥当なものとなるよう、周辺

環境との調和への配慮にも努めつ

つ、総合的な観点から十分な検討

を行わなければならない。 

1.3 事業計画作成の基本 

 総合的な観点から事業計画の検討を行うための基本となる

留意事項を以下に示す。 

① 地すべり防止対策は、局所的な観点にとどまらず、地

すべり地域全体を考慮する。 

② 地すべり地域は、全域にわたって同等の危険度を有す

ることはまれであることから、地すべりブロックごとの

危険度及び保全すべき対象物件等の重要度を考慮の上、

地すべり防止対策を検討する。 

③ 地すべり防止対策の工法は、効果の程度、発現時期、

継続期間等に差異があるので、工法の選定に当たっては、

その経済性を十分に検討する。 

④ 地すべり防止対策は、その施工順序によっては効果の

発現が緩慢であったり、後に追加の対策が必要となるこ

ともあるので、施工順序は十分に検討する必要がある。 

⑤ 地すべり防止施設の完成後も観測、監視を行い所定の

機能が発揮されていることを確認するための、維持管理

の体制、費用等について十分に検討する必要がある。 

⑥ 自然現象としての地すべりは、その規模、機構等多種

多様な特性を持つことから、十分に解明されていない部

分があるため、現段階においては、地すべりを防止する

万全な対策計画を定めることは困難な場合が多い。この

ため、被害の防止が困難な場合は、当該地すべり地域の

地すべりの特性及び経済性を考慮の上、被害の軽減が図

られるよう、その対策について十分に検討する。 

⑦ 関連事業が行われる場合にあっては、地すべり防止対

策と相まって相乗的な効果を発揮するよう事業計画を作

成する必要がある。 

⑧ 生態系、景観等の周辺環境との調和に配慮するよう努

める。 
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基準及び運用の解説 

 基準1.3及び運用1.3は、事業計画の作成に当たっての留意事項を明らかにしている。 

 

1.事業計画作成の基本 

① 地すべりを発生させる要因は、地すべりブロックだけでなく、その周辺にも広く分布して

いる。例えば、地すべりブロック周辺に存在する地下水あるいは地表水は地すべりブロック

に地下水を供給し地すべりを助長・誘発する危険性が高い。したがって、既存の資料から地

すべり地域全体の概要を把握した後に詳細調査を実施する。 

また、施工中に得られた各種データについても適宜解析に反映させる。 

② 地すべり地域には、複数の地すべりブロックが存在することが多い。各々の地すべりブロ

ックは、固有のすべり面と活動特性を持っており安定度も異なる。各地すべりブロックの危

険度、保全対象の重要度に応じて、工法上の特性を十分検討する。 

③ 地すべり防止対策の工法は、各々の地すべり機構に適合した、最も効果的、かつ経済的な

ものとするため、調査に基づき適切な工法を選択することが必要である。しかし、地すべり

防止対策の工法は、その対象となる地すべり機構の多様性と経済性の立場から画一的な工法

をとりえない場合が多い。したがって、地すべり防止施設を設計するにあたっては、その地

区の地すべり機構に適合した各種工法を組み合わせて、最も経済的に効果を発現できるよう

検討する。 

④ 地すべり発生の危険性、地すべりにより予想される被害の程度等を考慮し、工法上の特性

を十分検討し、施工順序等を検討する。 

⑤ 地すべり防止施設の効果は、地すべり活動の抑制ないし停止の結果によって評価される。

設計諸元どおりに完成した施設であっても、効果が十分に発現しないことがある。このため、

施設は常時適切な管理に努める。 

⑥ 地すべりそのものが、地域単位、あるいは個別単位の特性を持つことから、より現地に即

した対策とするためには、この基準で示す標準的な事項、考え方、諸元値等に関して、更に

検討を加えることが必要である。 

⑦ 地すべり地域における、関連事業は、地すべり防止対策工の計画と密接な関連を有する事

業であり、地すべりを不安定化させない方向で計画しなければならない。関連事業で実施す

る施設と地すべり防止施設が重複しないよう、一体的な事業計画としなければならない。 

⑧ 事業計画の作成に当たっては、地すべり防止工事を行う周辺を対象に環境調査を行い、そ

の調査結果を踏まえ、周辺環境との調和に配慮するよう努める必要がある。 

ここで、生態系、景観等の周辺環境とは、地すべり防止工事を行う箇所の周辺における自

然環境、生活環境及び生産環境をいう。また、埋蔵文化財の取扱いについては、関係法令等

に基づき適切に対処しなければならない。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

第  2  章 調 査 

2.1 調査の基本と手順 

 調査は、計画対象地域（以下「地

区」という。）の自然条件及び社会

経済条件の特性が事業計画に反映

されるよう適切な手順で実施する

ものとする。 

 このため、当該調査については、

計画との連係を保ちつつ、合理的

かつ効率的に進めることができる

よう、まず予備的な調査として概

査を行い、その結果を踏まえて、

必要と認められる調査事項を明確

にした上で精査を行うものとす

る。 

 

第  2  章 調 査 

2.1 調査の基本と手順 

 調査を合理的かつ効率的に行うために、調査段階に応じて

概査と精査に区分する。 

 概査は、地域のおおまかな現況を把握し、この結果に基づ

き事業の必要性を判断するとともに、地すべりによる被害が

想定される主要な農地、農業用施設等を保全する基本的構想

（以下「基本構想」という。）を策定するための調査である。

基本構想に基づき精査の実施計画を作成した上で、精査を行

う。 

 精査は、計画を樹立するために必要なデータを収集するた

めの調査である。精査の結果に基づき計画を樹立するが、「調

査」と「計画」は常に連係を保ちつつ並行的に進め、計画作

成の途上で生じてくる新たな事態に応じて、所定の調査が円

滑に実施できるよう心掛けることが必要である。 
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基準及び運用の解説 

 基準2.1及び運用2.1では、一般的な調査の区分及び手順等の基本的事項を明らかにしている。 

 標準的な調査の手順を、図-2.1.1に示す。 

 

 地すべり防止対策を要する地域の発生  

 

 概     査                 調査に係るもの 

 

 地すべり防止対策の必要性の判断             計画に係るもの 

 基本構想の作成  

 

 精査の実施計画作成  

 

 精     査  

   (連係) 

 事業計画の作成  

 

図-2.1.1 調査の手順 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

2.2 概 査 

 概査は、3.1の基本構想の作成に

当たり必要となる調査で、地すべ

り被害、地形、地質、地下水及び

関連する他の事業に関する予備的

調査を行うものとする。 

2.2 概 査 

 概査は、地すべりの規模及びその範囲に応じて明らかにす

べき事項を考慮の上、以下に示す調査を行う。 

① 地形、地質及び地下水の概要を把握するため、地形図、

地質図、土地分類図及び既存資料の収集を行い、必要に

応じて主要な地形変状を把握するための現地踏査等を行

う。 

② 地すべりの被害状況を把握するため、地すべり防止区

域指定申請書（地すべり防止区域に指定されている場

合）、災害復旧関係資料、既往地すべり事業報告書、伝承

等の過去の地すべりの状況に関する研究文献等の収集を

行う。 

③ 関連する他の事業に関する既存資料の収集及び聞き取

り調査を行う。 
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基準及び運用の解説 

 基準2.2及び運用2.2では、概査の基本的事項を明らかにしている。 

1.概査の手順 

 概査は、地すべり防止対策を要する地域が発生した場合に、当該地すべり防止対策の必要性に

ついて、概略の判断を行うとともに基本構想を作成するに当たり必要となる調査であり、その手

法は、既存資料の収集、関係機関及び農家等の聞き取り等により行い、必要に応じて現地踏査を

行うものとする。 

2.概査の内容 

 地すべりの規模及び範囲に応じて、下記事項の中で必要なものについて調査する。なお、基本

構想に相当するものが、他の整備構想等において既に作成されており、それが利用できる場合は、

その調査事項を活用し、代替とすることができる。 

(1) 地形調査 

① 各種地形図（1/25,000･1/50,000････国土地理院、1/2,000････地すべり防止区域指定申

請図面、その他） 

② 空中写真（白黒、カラー） 

③ 土地分類図（1/200,000････国土交通省、1/50,000････都道府県・国土交通省、その他） 

④ 地すべり地形分布図 

⑤ 研究文献 等 

(2) 地質調査 

① 各種地質図（都道府県別地質図･･都道府県、出版会社、1/50,000 地質図･･産業技術総合

研究所地質調査総合センター、その他） 

② 既往地すべり事業報告書 

③ 研究文献 等 

(3) 地下水調査 

① 既往地すべり事業報告書 

② 研究文献 等 

(4) 地すべり被害調査 

① 地すべり防止区域指定申請書 

② 災害復旧関係資料 

③ 既往地すべり事業報告書 

④ 伝承等 

⑤ 研究文献 等 

(5) 関連する他の事業調査 

実施中もしくは、調査中の関連する各種事業計画について調査する。 

3.概査に基づく判断 

 概査によって明らかになった事項を基に精査を必要とする地すべり地域の抽出を行い、地すべ

り防止対策の基本構想を作成するとともに、精査の実施計画を作成する。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

2.3 精 査 

 精査は、地区現況の把握及び事

業計画の作成に当たり必要となる

調査で、地すべり資料、地形、地

すべり被害、地質、土質、気象、

水文、地下水、地すべり移動に関

する詳細な調査、及び周辺環境に

関する調査を行うものとする。 

 

2.3 精 査 

 精査の調査内容を、以下に示す。 

1.地すべり資料調査 

 地すべりに関する各種既存資料の収集及び整理を行う。 

2.地形調査 

 地すべりに特有な地形から地すべりの範囲、活動特性等を

把握するため、地形図や空中写真の判読、現地踏査、地形測

量等を行う。また、必要に応じて調査、計画、設計の基図と

して用いる地形図を作成する。 

3.地すべり被害調査 

 地すべりによる被害を把握するため、地すべり地域におけ

る農地・農業用施設等の現況及び被害状況を調査する。 

4.地質調査 

 地すべりの要因となる地質の状況を明らかにするため、地

質の分布・性状を調査する。 

5.土質調査 

 地すべりブロックにおける土の物理的・力学的性質を明ら

かにするため、試料を採取し、土質試験等により土質を調査

する。 

6.気象・水文調査 

 地すべり地域の水循環を把握するため、気象及び地表水の

流況を調査する。 

7.地下水調査 

 地すべりの要因となる地下水の状況を明らかにするため

に、地下水賦存形態及びすべり面に作用する間隙水圧を調査

する。 

8.地すべり移動量調査 

 地すべりの動きを総合的に把握するため、地表及び地中の

移動方向と移動量を測定する。 

9.周辺環境調査 

 周辺環境との調和に配慮した事業計画を作成するための基

礎資料として、生態系及び景観等の周辺環境に関する調査を

行う。 

 



 

 

15 

基準及び運用の解説 

 基準2.3及び運用2.3では、精査の基本的事項を明らかにしている。 

1.精査の区分  

精査は、地すべりの被害、形状、移動状況、発生原因等の実態を把握する計画調査、地すべ

り防止施設の設計に必要な諸数値を得る設計諸元調査及び地すべり防止施設の設置による効果

を確認する施設効果調査に分けられる。 

(1) 計画調査 

計画調査は、次に示すような目的を持っている。 

 ① 地すべりによる被害の実態を把握する。 

 ② 地すべりの形状及び移動状況を正確に把握する。 

 ③ 地すべり発生の場となる基本的な要因（素因）と、地すべりを誘発・促進する要因（誘

因）の種類、分布、程度を把握する。素因、誘因は基準3.3.2地すべり機構の解析参照。 

この調査結果を基礎として、地すべりの機構解明、安定解析及び適切な地すべり防止施設の

選択、配置計画を策定する。 

(2) 設計諸元調査 

設計諸元調査は、地すべり防止施設の主要工事計画に必要な諸数値を得る目的で行う調査で

ある。主要な地すべり防止施設（集水井工、排水トンネル工、堰堤工、杭工、アンカー工等）

について、当該施設に応じその主要工事計画に必要な諸数値の決定のため、適切な調査項目を

選択して実施する。 

 (3) 施設効果調査 

施設効果調査は、地すべり防止施設設置後の効果を継続的に確認し、その後の防止効果の推

移を把握することを目的として実施し、気象・水文・地下水・地すべり移動量等の観測を主体

とする。通常、計画調査及び設計諸元調査の段階で設置した主要観測施設により継続観測を行

い、その観測結果を用いて計画の修正を行う。 

精査の調査区分及び項目別の調査の方法及び目的の概要を表-2.3.1に示す。 

表-2.3.1 調査区分及び項目別の調査の方法及び目的の概要 

区分 調査項目 調査の方法 調査の目的 

資料調査 既存資料の収集 合理的な調査計画をたてる基礎とする 

地形図作成 調査計画基図の作成 

地形測量 縦横断面図の作成 

地形図の判読 

空中写真の判読 

地すべり地域周辺の地形・地すべりの範囲・地すべり

ブロック区分・地すべりの概略の危険度を把握する 
地形調査 

現地踏査 

地すべり地域・地すべりブロック区分の確認、地すべ

りに伴う地表の変状・河川侵食状況の調査・移動方向・

移動速度の概要把握・植生の乱れの把握及び過去の移

動履歴の聞き取り 

地域現況の調査 地域の社会条件・保全物件の把握 地すべり被

害調査 被害実態の調査 被害発生地点・その程度・緊急性の把握 

地表地質踏査 

地すべり地域周辺の地質分布・地質構造・裂か系の状

況の把握及び地すべり地域内の崩土の分布と性状・崖

錐等の分布と性状・基盤岩の種類（分布及び風化の程

度）・断層等の有無及び位置・湧水の状況等の把握 

計 
 

 

画 
 

 

調 
 

 

査 

地質調査 物理探査 

① 電気探査 

 ② 弾性波探査 

 ③ 自然放射能探査 

 ④ 2 次元比抵抗電気探査 

 

地すべり崩土の厚さ・風化の深度と厚さ・新鮮岩の深

度・断層破砕帯の有無等の推定 

断層破砕帯等の位置推定 

地質構造の推定  
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 
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基準及び運用の解説 

 

区分 調査項目 調査の方法 調査の目的 

ボーリング調査 

① 垂直ボーリング 

   ア．コア採取（通常掘削） 

 

   イ．コア採取（特殊掘削） 

   ウ．標準貫入試験 

   エ．電気検層 

   オ．孔内水平載荷試験 

 ② 水平・斜めボーリング 

地下地質分布・すべり面位置・すべり面性状の確認 

各種試験・検層・観測の実施 

 →地すべり崩土・風化岩・新鮮岩の深度・土質岩質

の判定及びすべり面の推定 

  →上記に加えすべり面の判定 

  →地すべり崩土と基盤の境界推定、崩土の強度推定 

  →地層区分の判定 

  →地盤の変形係数・静弾性係数の測定 

地下水排水量の測定及び地層の区分 

試掘調査 

地すべり崩土・風化岩・新鮮岩の深度・土質岩質・亀

裂の状態・地下水の湧水状態の直接確認 

すべり面の判定と性状観察 

不攪乱試料の採取及び原位置せん断試験の実施 

スウェーデン式サウンディング 
浅い地すべりの崩土と基盤の境界推定及び崩土等の強

度推定 

地質調査 

粘土鉱物分析 崩土・基盤岩・すべり面粘土中の粘土鉱物組成の判定 

サンプリング 物理試験・力学試験に適した試料の採取 

物理試験 
崩土及びすべり面粘土の比重・コンシステンシー・粒

度分布・自然含水比・密度の測定 

室内力学試験 

土質調査 

原位置力学試験 
すべり面粘土等の粘着力・内部摩擦角の測定 

気象調査 

 ① 降水量観測 

 ② 積雪深観測 

 ③ 気温観測 

降雨・融雪と地すべり活動の相関関係の解明及び水循

環過程を把握するための資料を得る 

 

 

気象・水文調査 地表水調査 

 ① 河川流況調査 

 ② 豪雨時地表水状況調査 

 ③ 湧水調査 

 ④ 水質調査 

地表水の流路・流況・河川による堆砂状況等の把握 

水循環過程を把握するための資料を得る 

 

 

 

地表型地下水追跡調査 

 ① 電気探査 

 ② 地温調査 

孔内型地下水追跡調査 

 ① トレーサー調査 

主な地下水流動経路の平面的把握 

 

 

 

 

ボーリング孔内検層 

 ① 地下水検層 

地下水流動経路の垂直的把握及び地下水流動の程度の

推定 

透揚水試験 

 ① 簡易揚水試験 

 ② 注水試験 

透水係数の概略の把握及び地下水流動量の把握 

間隙水圧調査 

 ① 地下水位測定 

 ② 間隙水圧計による測定 

すべり面の間隙水圧の把握、崩土内及び地すべりブロ

ック周辺の地下水位把握 

地下水調査 

水質調査 水循環過程を把握するための資料を得る 

地表移動量調査 

 ① 空中写真の判読 

 ② 移動杭による観測 

 ③ 伸縮計による観測 

 ④ 地表面傾斜計による観測 

 ⑤ ＧＰＳによる観測 

地表面における移動方向・移動量の水平的分布の把握 

 

 

 

 

 
地すべり移動

量調査 
地中移動量調査 

 ① すべり面測定管による測定 

 ② パイプひずみ計による観測 

 ③ 鉛直方向伸縮計による観測 

 ④ 孔内傾斜計による観測 

地中における移動方向・移動量の垂直的分布の把握及

びすべり面位置の確認 

 

 

 

計 
 

 
 

 

画 
 

 
 

 

調 
 

 
 

 

査 

周辺環境調査 踏査、文献及び聞き取り 生態系、景観等の周辺環境の把握  
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 
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基準及び運用の解説 

 

区分 調査項目 調査の方法 調査の目的 

地形調査 

地形測量 

 ① 斜面縦横断測量 

 ② 河川縦横断測量 

 

承水路工・暗きょ工・集水井工・排土工・押え盛土工・ 

排水路工・渓流護岸工・堰堤工・渓流暗渠工・河川付

替工・海岸浸食防止工・湖岸浸食防止工・杭工・シャ

フト工・アンカー工・擁壁工 

地質調査 

物理探査 

① 2 次元比抵抗電気探査 

ボーリング調査 

 ① 垂直ボーリング 

   ア．コア採取（通常掘削） 

   イ．コア採取（特殊掘削） 

   ウ．標準貫入試験 

   エ．電気検層 

   オ．孔内水平載荷試験 

 ② 水平・斜めボーリング 

浸透防止工・深層暗きょ工・水抜きボーリング工・集

水井工・排水トンネル工・堰堤工・杭工・シャフト工・

アンカー工  

 

 

 

 

 

 

サンプリング 

物理試験 

室内力学試験 
土質調査 

原位置力学試験 

暗きょ工・明暗きょ工・深層暗きょ工・水抜きボーリ

ング工・渓流暗きょ工・排土工・押え盛土工・杭工・

シャフト工・アンカー工 

 

気象調査 

気象・水文調査 地表水調査 

 ① 河川流況調査 

排水路工・堰堤工・渓流暗きょ工・浸透防止工・河川

付替工・海岸浸食防止工・湖岸浸食防止工 

 

ボーリング孔内検層 

透揚水試験 

 ① 簡易揚水試験 

 ② 注水試験１） 

地下水調査 

間隙水圧調査 

深層暗きょ工・集水井工・排水トンネル工 

 

 

 

 

設 
 

計 
 

諸 
 

元 
 

調 
 

査 

アンカー工 アンカー引抜き試験等 アンカー工 

気象調査 

 ① 降水量観測 

 ② 積雪深観測 

 ③ 気温観測 

地下水位・移動量観測の検討資料 

 

 

 
気象・水文調査 

地表水調査 

 ① 湧水調査 

地下水排除工排水量の測定による効果の確認・孔詰ま

りのチェック 

地下水調査 

間隙水圧調査 

 ① 地下水位測定 

 ② 間隙水圧計による測定 

地下水排除工の施工による初期の間隙水圧低下等の効

果発現の確認及び地下水排除工による効果の経年変化

モニター 

地表移動量調査 

 ① 空中写真の判読 

 ② 移動杭による観測 

 ③ 伸縮計による観測 

 ④ 地表面傾斜計による観測 

 ⑤ ＧＰＳによる観測 
地すべり移動

量調査 
地中移動量調査 

 ① すべり面測定管による測定 

 ② パイプひずみ計による観測 

 ③ 鉛直方向伸縮計による観測 

 ④ 孔内傾斜計による観測 

防止施設の設置前後における移動量変化のモニター及

び事業完了までの移動量変化モニター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土圧・荷重等の調査 

 ① 土圧計・荷重計による調査 

 ② 歪計による調査 

施 
 

設 
 

効 
 

果 
 

調 
 

査 

構造物調査 

変形調査 

 ① 傾斜計による調査 

構造物（杭、アンカー、集水井等）にかかる土圧の把

握（アンカー工では必須、その他は場合により実施）

と変状の把握 

 

 

1) 注水は、亀裂を押し広げたり、新たな亀裂を発生させ割裂しないように低圧・低量で注入する。 

【関連技術書等】 
 技術書「Ⅱ 調査編1.調査手法の選択～11.調査結果の整理」 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

第3章 計 画 

3.1 基本構想の作成 

 基本構想は、地すべり防止対策

に関する骨格を定めるものとし、

その作成に当たっては、関連する

各種事業計画との整合性及び地す

べりの規模を考慮しなければなら

ない。 

 

第3章 計 画 

3.1 基本構想の作成 

 基本構想で定める一般的な計画事項の内容を以下に示す。 

① 既往の地すべり被害状況等を踏まえ、地すべり防止対

策を必要とする区域を概定するとともに、その地すべり

機構を推定する。 

② 地すべりにより被害が想定される主要な農地、農業用

施設等を保全するための地すべり防止対策を概定する。 
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基準及び運用の解説 

 基準3.1及び運用3.1では、基本構想の作成の基本的事項を明らかにしている。 

 

 地すべり防止対策に係る基本構想は、地すべり防止工事では地すべり防止工事基本計画の骨格

を定めるものとして位置づけることとする。 

 なお、地すべりの規模及び範囲が明らかな場合、あるいは、地すべり防止対策の緊急性が高い

場合は、基本構想の作成を省くことができる。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

3.2 事業計画作成の手順 

 事業計画の作成は、基本構想に

基づき、事業計画の各要素の関連

性を考慮しつつ、効率的かつ効果

的な手順で行わなければならな

い。 

 また、その構成は、一般計画及

び主要工事計画に分けてそれぞれ

作成するものとする。 

 

3.2 事業計画作成の手順 

 事業計画の各要素の決定段階においては、地すべりの規模

及び範囲に応じて都道府県、市町村、土地改良区及び関係農

家等との連絡調整を行い、事業計画にそれらの意向が十分反

映されるよう配慮する。 
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基準及び運用の解説 

  基準3.2及び運用3.2では、一般的な事業計画の作成手順を明らかにしている。 

 一般的な事業計画の作成手順は、図-3.2.1のとおりである。 

図-3.2.1 事業計画の作成手順 

  

※1）重要ブロックとは、①地すべり地域内における各地すべりブロックの中で、規模が大きく

移動量も著しいもの、②他の地すべりブロックとの相互関係で、その地すべりブロックが滑

動すると、その背後地にある多くの地すべりブロックが移動を生じるようなもの、③公共施

設、人家等の重要保全物件の背後にある移動中、若しくは移動のおそれの強いものをいう。 

※2) その他ブロックにおける事業計画は、当該地すべり地域で安定解析を行った重要ブロック

の安定解析結果、近傍事例等を参考にして作成する。 

計　画　調　査

地すべり機構の解析

ブロック別危険度分級

重要ブロック　※1)

安定解析の要否の判断

その他ブロック　※2)

ＮｏＹｅｓ

現況安定計算 初期安全率の推定

目標安全率の設定 目標安全率の設定

（地すべりの形態・移動状況）

地すべりの要因に応
じた対策工法の選定

地すべりの要因に応
じた対策工法の選定

参　　考

安定計算に基づく必要位
置・規模・数量の決定

必要位置・規模・数量
の決定

参　考

施工順序の決定

工法ごとの細部計画・設計

　施　工　

効果確認

（施設効果調査）

（施工中の観測）

設計諸元調査

（地下水状況） （地形・地質等）

： 計画

： 調査又は設計・施工
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

3.3 一般計画 

3.3.1 一般計画の作成 

 一般計画は、基本構想に即し、

地すべり地域全体を対象とする地

すべり機構の解析及び個々の地す

べりブロックを対象とする安定解

析を行い、地すべり防止対策の工

法選定を行うとともに、地すべり

防止施設の配置計画を定めるもの

とする。 

3.3 一般計画 

3.3.1 一般計画の作成 

 一般計画は、地すべり機構を把握し、効果的かつ経済的な

地すべり防止対策の工法選定を行うとともに、現地の状況に

応じて工事の施工順序等を考慮の上、地すべり防止施設の配

置計画を定めるものとする。 

 一般計画作成の手順は、まず、地すべり地域を全体として

とらえ、調査結果に基づき地すべり機構を解明する。次に、

地すべり機構に応じて、個々の地すべりブロックの安定解析

を行い、地すべり防止対策の工法選定を行い、それらを適切

に組み合わせて配置することにより、地すべり防止効果を最

大限に発揮させるものとする。 
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基準及び運用の解説 

 基準3.3.1及び運用3.3.1では、一般計画の作成の基本的事項を明らかにしている。 

 

1.一般計画の内容 

 地すべり防止対策の計画は、その性格上二つに大別できる。一つは、地すべり地域全体につい

ての対策工法、配置、規模、施工順序等を定める計画である。この段階においては、地すべり地

域全体を対象とし、地すべり機構に応じた地すべり防止対策の計画を、個々の地すべりブロック

のみならず、全体としての位置づけに留意しつつ作成する。すなわち、ここでは、地すべりブロ

ック間の重要度の判定とそれに応じた工法選定、組合せが主体となる。 

 もう一つは、地すべり地域全体についての対策の中に位置づけられた個々の地すべりブロック

について、地すべり防止対策の工法選定及び地すべり防止施設の配置を定める計画である。ここ

では、地すべり防止施設の工法特性に応じた計画の作成が主体となる。 

 

2.一般計画作成上の留意点 

 地すべり機構や地すべり防止対策の効果等については、現状では未解明の点も多く残されてい

る。このため、現段階においては、完全な対策計画を定めることは困難な点が多く、対策工事の

実施と効果を常にフィードバックさせ、より効果的なものとしていくことが必要である。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

3.3.2 地すべり機構の解析 

 地すべり機構の解析は、地すべ

りブロックの状況及び地すべりの

発生機構を明らかにするため、地

すべりの要因の解明、すべり面の

形状把握、地下水の状態把握及び

地すべりブロックの危険度分級を

行うものとする。 

3.3.2 地すべり機構の解析 

 地すベり機構の解析は、諸調査結果を総合し、これらの応

力状態を生じさせている諸要因とその相互関係を明らかにす

ることにより、具体的にどのような過程でせん断応力の増大

や、せん断抵抗力の低下につながるかを解明することである。

応力状態の数値的な表現は、安定解析により行うことになる

ので、ここでは地すベりの要因を明らかにし、安定解析に直

接関連するすべり面の形態や地下水賦存状態を把握するとと

もに、地すベりブロック相互間の位置づけを明らかにするた

め、危険度分級を行うものとする。 

 

1.地すべりの素因・誘因の解明 

 地すベりの要因は、素因と誘因に分けることができる。素

因とは、地すベり地域に本来から備わった要因であって、地

質的要素ということもできる。誘因とは、素因に刺激を与え

地すベりを起こさせたり、地すベり運動を活発にさせる要因

であって、主として気象的な要素ということができる。 
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基準及び運用の解説 

 基準3.3.2及び運用3.3.2では、地すべり機構の解析の基本的事項を明らかにしている。 

 地すベりの発生は、大局的にみて、斜面内部のせん断応力とせん断抵抗力分布の均衡度合に支

配される。斜面物質内のせん断応力がせん断抵抗力を上回ったときに斜面内部に変形や破壊が生

じ、それが地すベりにつながると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

1.地すべりの素因・誘因の解明 

 地すベりの素因としては、次に示すように岩質的なものと構造的なものに区別される。 

① 岩質的素因 

・未固結堆積物（崩積土、崖錐堆積物、火山砕屑物、未固結堆積層） 

・粘土化の進んだ岩類（断層粘土等の軟質粘土、熱水変質帯（温泉余土）、蛇紋岩等の膨張

性岩、強風化帯） 

・軟質岩（第三系泥質岩・凝灰岩、風化岩） 

・割目の発達した岩石（断層破砕帯、節理の発達した岩石） 

・片理構造の発達した岩石（片岩類、千枚岩） 

② 構造的素因 

・褶曲構造帯 

・断層構造帯 

・流れ盤構造 

 ここでいう岩質的素因とは、岩石（土層）の中のせん断抵抗力が低くなっている部分をいう。

しかしながら、実際には上記のような岩質で地すベりが発生せず、これ以外の岩質で地すベりが

発生していることもある。例えば、新第三系の泥岩地帯でも、後述するような構造的素因が顕著

でないときは地すベりの発生はまれで、また砂岩・礫岩といった一般的にはすべりにくい岩質の

所でも構造的素因が顕著であれば地すベりが発生している。 

 構造的素因とは、地殻変動の応力を強く受けている所で、岩盤が変形あるいは破壊して粘土化

や細片化が進み、地すベりが発生しやすい条件を備えている褶曲、断層などの構造帯の所や、地

層が単一方向に傾斜しているため、地層の境界に沿ってすべりやすい条件を備えている流れ盤構

造の所をいう。その他、これらの構造帯が現在も地殻変動の応力を受けている場合（活構造）は、

この部分で地盤の変形や破壊が生ずることが多いので、それが地すベりと結びつくことが十分考

えられる。  
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 
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基準及び運用の解説 

以上のような地すベりの素因についての広域的な情報は、既往文献等によって知ることができ

る。したがって、まず当該地すベり地域が広域的にどのような地質構造帯に属し、どんな岩質か

ら成っているかを明らかにし、次いで地すベりブロック内及びその周辺の地質踏査によって岩質

の分布や性状を明らかにし、地すべり対策の参考とする。 

 一方、地すベり発生の誘因としては、 

① 降雨、融雪などの水の作用 

② 侵食、人工掘削・盛土などの斜面の変形作用 

③ 地震や火山爆発による振動の作用 

が考えられる。①は主として降雨や地下水の作用などによる斜面物質内の間隙水圧の上昇、粘着

力の減少として現れる内部的な誘因である。②、③は応力状態を乱す外部的な誘因である。 

 これらの誘因は、一般に図-3.3.1のような作用過程を経て、地すベりの発生につながると考え

られている。したがって、当該地すベり地域における素因のみならず、主な誘因とその作用過程

を明らかにすることによって、初めて適切な対策工法が計画できる。具体的には、安定計算の各

項にこれらの素因・誘因の性質が反映されることになり、主として素因は地すベり面の形状とせ

ん断強度に、誘因は斜面形状と地下水状況によって表現される。いずれも調査結果から明らかに

されるべきであるが、ここではすべり面形状と地下水状況の把握について述べる。 

 

図-3.3.1地すべりの誘因と作用過程 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

 
2.すべり面形状の把握 

 地すベり防止対策の計画設計に当たっては、地すベり運動

を力学的に解析するため、すべり面の深さ及び形状を推定す

る。 

 なお、実際の地すベり現象においては、ある一面のすべり

面に沿って地すベりブロックが移動する例は必ずしも多くな

く、一般に、複数の不連続なすべり面やクリープ帯を作りな

がら地すべりが進行することに留意する。 

 

3.地下水賦存状態の把握 

 地すベり活動の直接の誘因として、地下水が極めて重要で

あることはよく知られている。特に地すベり地域の地下水が

裂か水、層状水、宙水のいずれの形で賦存するのか、被圧地

下水なのか、不圧地下水なのか、といった地下水の在り方が

重要である。 

 また、地下水は、間隙水圧として有効応力を減少させる働

きを持っているので、地すベり機構の解析に当たってはこれ

を間隙水圧分としてとらえ、それがすべり面に与える影響を

解明する必要がある。 
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基準及び運用の解説 

2.すべり面形状の把握 

 すべり面を決定する際には、一般に地すベりブロックの上端部は地表に現れた亀裂や変状を、

下端部は隆起帯や亀裂等をすべり面の露頭とする。すべり面の左右端は、通常、側端亀裂や道路、

畦畔等の食い違い等から定める。ただし、古い地すベりでは側端部に沢が発達し、明確な境界が

不明となっているものもある。その場合には、ボーリング調査結果等から推定する。 

地表面下におけるすべり面の位置については、ボーリングコア、各種検層結果、孔内傾斜計や

ひずみ計の観測結果等から決定する。明確な連続したすべり面が認められない場合は、すべり面

に転化しそうな地質の不連続面や弱層をつなげて、すべり面を仮定する。 

 

3.地下水賦存状態の把握 

 地下水の主要な流動経路及び流動量を把握することは、地すベりブロックの危険度分級、対策

工法選定に役立つ。さらに、地すベり地域への他の地下水流域から地下水を供給する断層破砕帯

（あるいは亀裂帯）等の有無、キャップロック（地層を覆って地形上、頂部に分布し地下水を貯

留又は下位の地層に地下水を供給する岩層、地層を指す）の存在の有無等は地すベり地域の水収

支や水の作用を考えるうえで重要である。図-3.3.2は、地すベり地域における地下水の賦存状態

や流動経路等を模式的に示したものである。 

 

図-3.3.2 地すべり地域における地下水の賦存状態模式図 

 

 地下水の賦存状態を把握する際の一般的な手順は、まず、地形図及び現地踏査によって透水層、

不透水層の区分、その分布及び関係を明らかにし、地下水の入れ物としての地盤の性状を把握す

る。同時に地下水の露頭である湧水、沼沢地、湿地、井戸等の位置から地域の水文環境を明らか

にする。 

 次に、現地踏査によって概定された水文条件について、ボーリング、各種検層、観測等によっ

て帯水層の広がり、地下水位、間隙水圧等地下水の性質を確認する。また、透水（揚水）試験、

トレーサ法、水質分析等によって帯水層の透水性の評価や流動経路の推定を行う。 

 以上の諸調査によって地下水の挙動を的確に把握し、最も効果的な地下水排除の方法や位置を

計画する。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

 
4.地すべりブロックの危険度分級 

 地すべり防止対策の工法選定、施工順序、地すべりの予測

等の検討に先立ち、地すベりブロックの危険度分級を行う。 
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基準及び運用の解説 

4.地すべりブロックの危険度分級 

(1) 危険度分級の必要性 

地すべり地域には、複数の地すべりブロックが存在することが多い。各々の地すべりブロッ

クは、固有のすべり面と活動特性を持っており安定度もそれぞれ異なる。地すベりブロック区

分を行った後、各ブロックの活動状況、地すベりの履歴、地形、地質、地下水等の要因を手が

かりにして、地すベりブロックを危険度に応じて分級することができる。 

 地すベり地域で、ほ場整備、農道整備等による土地の改変、ダムによる貯水を行う場合等も

事前に地すベりブロックを含む斜面の危険度分級を行って、事業への影響の評価や対策工法の

検討の基礎資料を得る必要がある。 

(2) 危険度分級の表現法 

 危険度分級は、地すベりブロックの運動の状況、履歴、地すベり地形等から判読される斜面

そのものの安定度と想定される地すベり被害の影響を考慮した重要度を組み合わせて行うこと

が多い。 

 分級の表現方法としては、安定度及び地すべり被害の影響を考慮した重要度を組み合わせた

判断基準に基づき危険度を 3～4 ランクに区分して説明する方法と、地形、地質、地下水、地す

ベり状況、地すべり被害の影響を考慮した重要度の評定要素について各要素ごとの配点、重み

付けを行いそれに基づいて点数をつけ、総合点を求めて分級する方法等があるが、それぞれ一

長一短がある。 

 一般に、危険度分級は自然状態の斜面の保全を対象とした評価であり、これにダムや道路の

建設、ほ場整備等による斜面の改変を行う場合やダムへの貯水等の人為的な影響を加える場合

の評価は別途行うものとする。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

3.3.3 安定解析 

 地すべり機構に応じた地すべり

防止対策の工法選定及び地すべり

防止施設の配置計画を作成するた

め、重要な地すべりブロックを対

象として安定解析を行うものとす

る。 

 

3.3.3 安定解析 

 安定解析は、当該地すべりブロックの現状の安定性と地す

べり防止対策後の安定性を安定計算により推定するものであ

る。 

1.安定解析の要否の判断 

 地すべり地域の個々の地すべりブロックの安定解析は、当

該地すべりブロックの規模、範囲、危険度分級等を勘案して、

その要否を判断する。 

 以下に示す地すべりブロックは原則として安定解析を行う

ものとし、その他の地すべりブロックは安定解析を省略する

ことができる。 

 ① 地すべり地域全体を代表する重要な地すべりブロック 

 ② 地すべり防止施設の計画設計に安定解析を必要とする

地すべりブロック 

 

2.安定解析の手法 

 安定解析では、当該地すべりブロックの安定性を示す指標

となる安全率を算定するため、2 次元断面のスライス法（簡

便法）による安定計算を行うものとする。 

 なお、地すべり機構、土質、地下水等の条件によっては、2

次元断面のスライス法（簡便法）以外の安定計算の手法を適

用することができる。 
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基準及び運用の解説 

 基準3.3.3及び運用3.3.3では、安定解析の基本的事項を明らかにしている。 

 

 

 

1.安定解析の要否の判断 

 安定解析の要否の判断は、特に慎重に行う必要があり、安定解析に値する十分なデータを得ず

に安定解析を行って、それに頼るべきではない。 

 安定解析の対象となる重要な地すべりブロックは、基準3.3.2事業計画作成の手順参照。 

  

 

 

 

 

 

 

2.安定解析の手法 

 2次元断面のスライス法（簡便法）は、スライスに作用する力の平衡を完全には考慮していない

ので、すべり面の法線方向に作用している力Ｎを一般に真の値より過小評価している。したがっ

て、圧密排水せん断試験により求めた地すべり粘土のｃ’、φ’（完全軟化強度定数ｃｓ、φｓや残留

強度定数ｃr、φrなど）を用いて標準スライス法で安全率Ｆｓを求めると、他の、より厳密な方法

の式で求めた安全率より一般に小さめの値が得られる。しかし、せん断試験を行わず、2次元断面

のスライス法の式でＦｓ＝0.95～1.0と置いて逆算法でｃ’、φ’を求めた場合は、（Ｎを真の値より

過小評価しているため）他の、より厳密な方法の式で逆算して求めたｃ’、φ’より大きめの値が得

られる。このとき、地下水の排水による間隙水圧Ｕの減少値ΔＵや抑止工による抑止力ＰＲの値が

同じだと、安全率Ｆｓは、他の、より厳密な方法による場合より大きめの値が得られる場合があ

る。すなわち、この場合は防止工の効果を過大に評価することとなり、危険側の設計になる可能

性が高い。したがって、利用に当たっては計算誤差の影響を十分検討する必要がある。逆算法に

よるだけでなく、地すべり粘土のせん断試験も行い、逆算時の間隙水圧Ｕの値の信頼性について

も十分に検討を行った上で、最も妥当と思われる強度定数を用いて地すべり防止対策に関する安

定解析を行うことが望ましい。 

斜面の安定解析を行う手法としては、このほか次のものがある。 

①  2次元断面で行う簡便法以外のスライス法(Bishop法、 Janbu法、 Spencer法、

Morgenstern-Price法、Sarma法等) 

② スライス法やBishop法を3次元に拡大したHovland法１）やHungr法２）等 

③ 有限要素法をはじめとする応力・変形解析による安定解析 

④ 均一勾配の長大斜面で用いられる層すべりの式や円弧すべりで用いられる摩擦円法等の①

～③以外の方法 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.すべり面形状の設定 

 安定計算におけるすべり面形状の設定は、当該地すべりブ

ロックを代表するすべり面について、解析断面及び解析断面

上におけるすべり面の位置を決定するとともに、地すべり機

構、地表地形等の条件に応じて、安定計算に必要となるスラ

イス分割を行う。 
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基準及び運用の解説 

これらのうちのいくつかは、現在のところ研究段階にあり、また全般的には対策方法の検討ま

で行えるほど普及するには至っていないと考えられる。これらの手法を用いて有用な結果が得ら

れた場合には、この基準で用いる手法による解析結果の参考とする。 

なお、地すベりブロックの安定計算を行う場合には、原則として地震力は考慮しない。 

 ただし、ダム貯水池内の安定計算については、「土地改良事業計画設計基準・設計「ダム」技術

書」によるものとする。 

1）H.J.Hovland(1977)：Three-Dimensional Slope Stability Analysis Method,ASCE GT9,pp.971-986  

2) Hungr(1987)：An extension of Bishop’s simplified methop of slope stability analysis to three  

dimensions.Geotechnique,Vol37,pp.113-117  

 

3.すべり面形状の設定 

(1)解析断面の設定 

 安定計算は、2次元断面で行うことを基本とし、対象とする地すベりブロック内に解析断面を

設定する。通常は調査時の主測線に一致させる場合が多いが、原則としてすべり面が最深とな

る断面、又は土塊の移動方向に即した断面とする。 

(2)すべり面の位置 

 すべり面の位置の決定については、移動量調査(特に孔内傾斜計等による地中部の調査)が有

力となる場合が多いが、地形調査による地表部の概略調査が有効であることも多く、地質調査

の結果等を総合して決定する。試掘調査で薄層の粘土が発見され、その部分に移動が認められ

たり、粘土層内に鏡肌が見られることがあるが、このような位置は、すべり面の位置として最

も可能性の高いことがある。なお、すべり面が一枚とは限らない場所もあるので注意する必要

がある。また、対策工事の施工に伴って、逆に不安定化するおそれのある部分では、現況で活

動度の低いすべり面についても注意し、新たなすべり面が形成される可能性について検討する

ことが必要である。 

 複数のすべり面が認められたり、明確なすべり面が確かめられない場合には、移動量調査等

を参考にして想定されるすべり面の位置から安全率の低くなる部分を試行的に求めてすべり面

の位置とする。地すべりは脆弱な特定のすべり面により発生するので、あらかじめ、想定すべ

り面の位置を何箇所か決めた後に試行計算を行う。均質な地盤や盛土を対象として行う臨界す

べり面を求めるような試行計算方法は地すべりでは不適当である。 

(3)スライスの分割 

 スライスの分割は、すべり面の形状、規模、地表地形に応じ決定する。間隙水圧分布の均等

な層すべりに近い場合を除くと、極端に粗い分割は望ましくない。また、安全率を算定するの

に十分な程度とすることが必要である。 

 

 

【関連技術書】 

技術書「Ⅲ 計画設計編 1.強度定数 3.安定解析」 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

 4.強度定数の設定 

 安定計算における強度定数は、原則として土質試験の結果

と逆算法から決定する。 

 なお、土質試験を行うための試料採取ができない等の理由

によりやむを得ない場合には、逆算法のみから強度定数を決

定する。 

 

5.間隙水圧の設定 

 安定計算における間隙水圧は、地すべり防止対策前後の値

を設定するものとし、地すべり防止対策前にあっては、当該

地すべりブロックの地すべり移動と最も相関する地下水位又

は間隙水圧測定地点の値を用いるものとし、地すべり防止対

策後にあっては、地すべり防止対策による地下水位又は間隙

水圧の低下量を考慮した値を用いる。 

 

6.目標安全率の設定 

 安定計算における当該地すべりブロックの地すべり防止対

策後に目標とする安全率（以下「目標安全率」という。）は、

地すべり機構、保全対象等を考慮の上、設定する。 

 

 

 

7.安定計算 

 地すべり防止対策後の当該地すべりブロックの安全率を安

定計算により算出する。 

 安定計算は、地すべり防止対策後の地形の改変、地下水の

変動等を考慮して行い、そこで算定された安全率が目標安全

率以上となるよう、当該地すべりブロックの地すべり防止対

策計画を作成する。 
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基準及び運用の解説 

4.強度定数の設定 

 強度定数の設定は、技術書「Ⅲ計画設計編、1.強度定数」を参照する。 

 

 

 

 

 

5.間隙水圧の設定 

 間隙水圧の具体的な設定は、技術書「Ⅲ計画設計編、2.間隙水圧」を参照する。 

 

 

 

 

 

 

6.目標安全率の設定 

 一般に、目標安全率は、保全対象の重要度、経済性等を総合的に勘案すると、おおむね次のよ

うに示される。 

① 家屋、道路、鉄道、河川その他公共施設等の重要な物件がある場合1.20 

② 農地が主たる対象の場合1.10～1.15 

③ 林地等が主たる対象の場合1.10 

 

7.安定計算 

 安定計算により算定される安全率の精度は、その手法よりも設定するデータ(すべり面形状、強

度定数、間隙水圧、対策工法の諸元等)に影響される面が強いが、現状では、これらのデータの精

度が必ずしも十分といえない場合も多く、その点に特に留意する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連技術書】 

技術書「Ⅲ 計画設計編 1.強度定数 2.間隙水圧 3.安定解析」 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

3.3.4 地すべり防止対策の工法選

定及び施設の配置計画 

 地すべり防止対策は、地すべり

機構の解析及び安定解析の結果を

踏まえ、地すべりの要因の軽減、

除去及び抵抗力の付加による地す

べり地域全体の安定化を図るた

め、効果的かつ経済的な地すべり

防止対策の工法選定及び地すべり

防止施設の配置計画を行うものと

する。 

3.3.4 地すべり防止対策の工法選定及び施設の配置計画 

 

1.地すべり防止対策の工法選定 

 地すべり防止対策の工法選定に当たっては、以下の事項に

留意する。 

① 地すべり機構に適合した効果的かつ経済的なものとす

る。 

② 基本的には、長期的な安定確保の観点から抑制工中心

の工法選定が望ましい。 
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基準及び運用の解説 

 基準3.3.4及び運用3.3.4では、地すべり防止対策の工法選定及び施設の配置計画の基本的事項

を明らかにしている。 

1.地すべり防止対策の工法選定 

(1)対策工法の分類 

 対策工法には、大別して地すベり活動を促す要因を軽減若しくは除去することにより、間接

的に地すベりを安定させる抑制工と、地すベりに対する抵抗力を付加することで、その安定化

を図る抑止工とがあり、それぞれの機能に応じ図-3.3.3のように分類される。 

 

対策工法   抑制工   地表水排除工 

           →承水路工 

          →排水路工 

          →浸透防止工 

       →地下水排除工 

         →暗きょ工 

          →明暗きょ工 

          →深層暗きょ工 

          →水抜きボーリング工 

        →集水井工 

       →排水トンネル工 

       →侵食防止工 

          →渓流護岸工 

          →堰堤工 

         →渓流暗渠工 

        →河川付替工 

          →海岸侵食防止工 

          →湖岸侵食防止工 

       →斜面改良工 

           →排土工 

          →押え盛土工 

抑止工─―──――→杭工 

       ─――─→シャフト工 

       ─――─→アンカー工 

       ─――─→擁壁工 

             図-3.3.3 地すべり防止対策工法の種類 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 
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基準及び運用の解説 

(2)工法選定の基本 

 対策工法は、それぞれの地すベりブロックの地すベり機構に適合した最も効果的かつ経済的

なものでなければならない。 

 基本的には、抑制工を中心に対策を講じることが地すベりの長期的安定確保の立場から望ま

しいことであるが、地すベりの状況や対策の緊急度、地形、土質条件等のいかんによっては、

抑止工が主体とならざるを得ない場合も生じている。 

(3)対策工法の特性 

ア．抑制工 

 抑制工は、地すべりの誘因を除去する方法であるため永続性があり一般的である。しか

し、地すべりに対し直接力で抵抗する工法ではないため、抑止工に比べて効果の発現が遅

く、速効性の面でやや劣らざるを得ず、特に、地すべりの安定に重要な係わりを持つ地下

水を対象とする場合には、地すべり地域の特殊かつ複雑な土質、地下水状況からして、抑

止工並みの速効性を地下水排除工に求めることは、現状において困難なことが多い。 

 しかしながら、抑止工が自然力に逆らって地すべり土塊の移動を強制的に抑え、長期的

にはかえって内部応力の増加を招く工法であるのに対し、抑制工は、自然営力の速度を制

御し、内部応力を緩やかに減少させるとともに、土のせん断強度を増加させる工法である

ため、長期的な観点に立った場合には抑止工と比べると望ましい工法といえる。 

イ．抑止工 

 抑止工は、地すべりに対し直接力で抵抗するという工法の特性上、効果の発現が一般的

に速く、速効性の面で優れている。 

 反面、施設の規模は、地すべりの規模に比例して増大する。また、杭工、シャフト工、

アンカー工等、基盤の根入れ部に地すべり応力を分担させる工法は、応力集中や負荷が基

盤に継続的に作用するため、基盤の根入れ部の劣化が自然条件に比べて著しく進行する危

険性が高く、地すべりの長期的安定維持の面で問題を生じてくる場合もある。過大な応力

を長期的に受ける場合には、基盤の根入れ部より深い規模のより大きな地すべりが一定期

間経過後に発生する事例が少なからず認められるので、そのことにも配慮して対策工を考

える必要がある。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 
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基準及び運用の解説 

(4)工法選定の留意点 

 それぞれの地すべりブロックに求められる地すべり防止対策工法の機能は、地すべり状況（移

動量の大小、危険度）や、対策の重要度の違い等によりおのずから異なってくるので、その特

性に応じた対策工法の採用が必要である。 

 例えば、抑止工は次に示すように地すべりの活動を早急かつ確実に停止させなければ他に重

大な被害が及んだり、大規模な地すべりに発展する危険性が高い場合に求められるものである

が、その場合であっても抑制工を併用し、長期的な安定を図ることが望ましい。 

① 対象地すべりブロック内、あるいはそれに連続する地すべりブロックに家屋や公共施設、

あるいは下流域に被害が及ぶため池等が存在し、その保全が必要な場合。 

② 対象地すべりブロックが複数の地すべりブロックと連続しており、その活動が継続すれ

ば、連鎖的に他の地すべりブロックの活動が誘発され、全体的な大規模地すべりに発展す

るおそれがある場合。 

 一方、地すべりが活発で容易に衰えない状況のもとでは、抑止工自体の施工が困難な場合も

ある。このような場合、地すべりの活動を抑制工により沈静化し、ついで抑止工により確実に

停止を図ることも必要となってくる。なお、抑止工における杭工、シャフト工等の基盤に応力

を分担させる工法の採用に当たっては、長期的な斜面安定維持の立場から、地表水排除工、地

下水排除工、斜面改良工等の抑制工を併用し、基盤が過大な応力集中を長期にわたって受けな

いよう配慮する必要がある。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 
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基準及び運用の解説 

(5)工法選定の手順 

 地すべり防止対策の工法選定に当たっては、地すべりの不安定化要因を明らかにした上 で、

それぞれの要因に応じて最も適切と考えられるものを計画する。 

 地すべり要因と対応策及び工法選定の関連を、図-3.3.4 に示す。ここには、安定計算式の各

項に対応する要因と対策工法の選択を示した。 

 

 

図-3.3.4 地すべりの要因と対応策及び工法選定の概念 

 

※) 杭工、シャフト工、アンカー工等の抑止工は、基本的に抵抗力の付加を目的としているため、

要因との直接的な結びつきを持っていない。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

  



 

 

49 

基準及び運用の解説 

(6)地すべりの誘因と工法選定 

 地すべりの誘因を水の作用との関係から見ると、以下のように大別できる。 

  ① 河川、渓流、海岸、湖岸等の侵食 

  ② 降水、融雪水、表流水等の浸透 

  ③ 地下水（すべり面に作用する間隙水圧） 

 個々の誘因とそれに応じた標準的な抑制工の選定を図-3.3.5に示す。 

 

図-3.3.5 地すべりの誘因と対応する抑制工の選定 

 

(7)対策工法と安定解析 

 対策工法の効果と安定解析における安定計算因子への影響を、表-3.3.1に示す。 

 地すべり防止対策工法は、その効果に応じて安定計算因子に直接的な影響のある対策工法と

直接的な影響のない対策工法がある。前者の直接的な影響のある対策工法を選定した場合は、

安定解析により地すべり防止対策後の安全率を算定し、その安全率は目標安全率以上でなけれ

ばならない。 

 また、後者の直接的な影響のない対策工法を選定した場合は、安定解析を要しないものとす

るが、地すべり防止対策後における当該地すべりブロックの安定性の向上について整理する。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

 
2.地すべり防止施設の配置計画 

 地すべり防止施設の配置計画に当たっては、以下の事項に

留意する。 

① 地すべり防止施設の機能が発揮されるよう計画する。 

② 地すべり防止施設の施工条件を十分に検討する。 
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基準及び運用の解説 

2.地すべり防止施設の配置計画 

地すべり防止施設の配置計画に当たり、施設の施工に際して、選定した最適箇所の安全性が施

設の効果発現に至るまで確保できない場合は、地すべり防止施設を安全地帯に回避し、その位置

で効果を挙げる手段を講じるか、他の工法との組合せにより相乗効果を図るかにより、各々の施

設の安全性を確保する。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

3.3.5 地すべり地域における土地

改良事業の工事計画 

 地すべり地域において実施する

土地改良事業の工事計画の作成に

当たっては、十分な調査を実施し、

地すべりを誘発、助長しないよう

に考慮し、計画しなければならな

い。 

3.3.5地すべり地域における土地改良事業の工事計画 

 

 地すべり地域において、実施する土地改良事業には、かん

がい排水事業（貯水池建設計画）、ほ場整備事業、農道整備事

業等があげられる。これらについての留意点を以下に示す。 

1.貯水池建設計画 

 貯水池の周辺において地すベりが発生した場合には、地す

ベりブロック周辺の被害のみならず、貯水池自体が重大な災

害を被ることになるので、格別の配慮を払わなければならな

い。したがって、地すベり地域内において貯水池の建設を計

画する場合には、地すベりを助長、誘発するおそれがないか、

十分慎重な検討が必要である。 
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基準及び運用の解説 

 基準3.3.5 及び運用3.3.5 では、地すべり地域における土地改良事業の工事計画の基本的事項

を明らかにしている。 

地すべりに影響を与える土地改良事業での工事計画の代表的なものとして、斜面の水没、地下

水位の昇降を伴う貯水池建設、大規模な切土・盛土を伴うほ場整備、農道整備等があげられる。 

 

1.貯水池建設計画 

 地すベり地域での貯水池建設による地すベりブロックの影響の現れ方には、次のようなものが

考えられる。図-3.3.6にその各例を示す。 

 

図-3.3.6 貯水池による地すべりブロックの影響要因 

① 水没斜面の崩壊：地すベりブロックの末端部が貯水により水没した場合は、まず水没部分

が飽和軟化して小崩壊を起こし、逐次ブロック全体に崩壊が及んで安定が失われる。 

② 水圧による急激な載荷・除荷の繰り返しに伴う地すベりブロック内のひずみの累積：貯水

位の昇降は、斜面の切土・盛土と同様、地すベりブロックに急激な外力の変化となって作用

する。特に、短期間に貯水位が昇降するものでは、貯水圧による荷重変化や地山地下水圧の

昇降現象によりパイピング等が生じ、貯水池斜面が劣化する。 

③ 貯水位の急激な低下による間隙水圧の残留：貯水位が急激に低下した場合、地すベりブロ

ックの透水係数が小さければ地すベりブロック内の地下水位が貯水位の低下に追随できな

い。この結果、間隙水圧の減少が貯水位の低下に比較して大幅に遅れ、その差分だけ残留間

隙水圧として有効応力を低下させ、安定が失われる。 

 これらは、いずれも地すベりブロックの末端部が河床付近に達している場合である。末端部が

常時満水位と最低水位の中間にある場合、あるいは常時満水位付近にある場合等、すべり面と貯

水位の位置関係によって貯水から受ける影響の程度には大きな違いがある。 

 

 地すべり地域の貯水池建設計画は、土地改良事業計画設計基準・設計「ダム」基準書・技術書

により作成する。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

 2.ほ場整備計画 

 地すベり地域のほ場整備計画は、地すベりを誘発しないよ

うにすること、及び地すベりの被害すなわちほ場や道路、か

んがい施設、営農用施設（建物等）の変形、破壊等を受ける

ことのないようにしなければならない。特に、激しく活動し

ている地すベり、規模の大きい地すベりを誘発するおそれの

ある地すベり、公共性の高い道路、学校、人家、河川等に社

会的に影響の大きい被害が想定される地すベりブロックは原

則として避けるべきである。 
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基準及び運用の解説 

2.ほ場整備計画 

 地すベり地域は、傾斜地であること、地すベり活動を受けていること等によって、棚田地形に

代表される小区画農地として開発されていたが、近年、農業の機械化と土木技術の発達によって

ほ場の大型化が進むにつれ、地すベり地域でもほ場整備等が計画されるようになり、従来地すベ

り地域では見られなかった大規模な切土・盛土工を伴う斜面改変が行われるようになった。 

ほ場整備計画における斜面保全の検討は図-3.3.7のように行われる。 

 

 
 

図-3.3.7 ほ場整備計画における斜面保全検討の手順 
 

 なお、計画設計については、技術書「Ⅲ計画設計編、9.地すべり地域のほ場整備」を参照する。 

 

 

 

 

 

【関連技術書】 

技術書「Ⅲ計画設計編 9.地すべり地域のほ場整備」 

斜面保全工決定 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

 3.農道整備計画 

 地すベり地域のうち、比較的急傾斜の地域で農道建設を行

う場合には、大規模な切土・盛土が必要となり、地すベりを

誘発、助長することがあるので注意を要する。特にこのよう

な地域における農道では、比較的緩傾斜の部分を選んで急角

度の屈曲部（ヘアピンカーブ）を選定することが多いが、こ

のような地域での緩傾斜部分は往々にして地すベりにより形

成されているものであるため、施工に伴い地すベりを誘発し

た事例が多いことに留意する。 
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基準及び運用の解説 

3.農道整備計画 

 地すべり地域における農道整備に伴う地すベりの誘発、助長を防ぐには、以下の点に留意する。 

① 路線選定に際しては、事前に地形・地質調査等に基づき地すベりの分布と危険度を把握し、

危険度の高い大規模な地すベり地域は避けることが望ましい。 

② 特に危険な地すベりブロックに大規模な切土・盛土を施工する必要があるときは、ボーリ

ング等による事前調査及び安定解析を行い、適切な対策を講じる。 

③ ヘアピンカーブは、可能な限り切土や盛土が少なくなる位置に設置する。 

④ 路線上に分布する地すベりブロックでは、頭部が切土、末端部が盛土となるよう路線変更

も検討する。 

⑤ 農道建設後5年程度を経た後に地すベりが生じた例もあり、地すベり発生のおそれが残る地

点では、地すベりの観測を継続して行い、変位が生じた時は必要な対策を講じる。 

⑥ 崩壊が生じた場合には、見かけ上小規模なものであったとしても、背後に大規模な地すベ

りが発生している可能性があるので、相当広範囲に亀裂の発生等を調査し、必要な対策を講

じる。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

3.3.6 関連事業計画 

 地すべり地域において実施する

関連事業計画の作成に当たって

は、地すべり防止対策計画を勘案

して、地すべりの防止及び被害の

軽減に役立つようにしなければな

らない。 

3.3.6 関連事業計画 

 関連事業は、直接地すべり防止を目的として計画される事

業ではないが、地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）及

び農地保全に係る地すべり等防止事業実施要綱（昭和42年3

月8日付け42農地Ｄ第24号農林水産事務次官依命通知）に基づ

き、農業基盤の整備を図るとともに、地すベり防止対策と相

まって、地すベりの防止、被害の軽減になお一層の効果を発

揮させるものである。 
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基準及び運用の解説 

 基準3.3.6及び運用3.3.6では、関連事業計画の基本的事項を明らかにしている。 

 元来、地すベり等防止法に係る地すベり防止区域は、被害の有無を基準とせず、行為規制の必

要性の有無を基準として指定され、被害区域であっても行為制限の必要のない部分は防止区域外

とされる。よって、ここでいう関連事業を地すベり防止区域及び周囲の関連範囲に施行すること

により、防止区域に係る工事との相乗効果を期するものとしている。 

 関連事業の種類としては、おおむね次のものがある。 

① 暗渠排水、ため池の移転又は漏水防止、浸透の著しい水田の床締め又は畑地転換とこれに

伴う区画整理、浸透の著しい用排水路の改修又は移転等地すべり防止工事と直接関連して行

われ、地すベり防止の機能を果たすもの。 

② ため池の移転、用排水路の移転等地すべりによる二次被害を軽減することに役立つもの。 

③ 農道の整備、区画整理等地すべり地帯において土地利用を合理化することにより地すベり

防止工事と同様地すべりによる被害を軽減することに役立つもの。 

 関連事業計画の作成に当たっては、地すベり防止施設の機能を十分発揮するよう、用排水施設、

農道等の配置を計画する必要がある。また、地すベり防止対策工事を実施する場合においても、

将来の関連事業計画を考慮して計画を策定しなければならない。このように双方の計画が十分調

整され、かつ相互に補完しあうことで、事業の効率化、地すベり防止効果の増強に努めることが

必要である。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

3.4 主要工事計画 

3.4.1 主要工事計画の基本 

 地すべり防止対策に関する主要

工事計画の作成に当たっては、地

すべり地域全体を対象とした対策

における個々の地すべり防止施設

の役割を考慮し、施設等の構造、

配置を適切に定め、施設が所定の

機能を有し、かつ、十分な安全性

を保つことを基本とする。 

3.4 主要工事計画 

3.4.1 主要工事計画の基本 

 地すベり防止施設は、個々の施設が所定の機能を有し、か

つ十分な安全性を保つよう設計するものとする。そのとき、

計画の時点から施工の時点までの間、あるいは先行した地す

ベり防止施設の施工によって地すベりの状況が大きく変化す

る場合があることに留意する。 

 なお、急激な移動を伴う地すべりや突発的に発生した地す

べりに対しては、恒久的な地すべり防止対策に先行して応急

対策を行うものとし、地すべりの沈静化を図り被害を最小限

にとどめることを基本として対策を講じる。 
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基準及び運用の解説 

 基準3.4.1及び運用3.4.1 では、主要工事計画の基本的事項を明らかにしている。 

ここでいう安全性とは、施設としての安全性及び施工時、施工後の経時上の安全性をいう。 

地すべりの状況変化を把握するには、設置された諸観測施設のデータを十分に解析する必要が

ある。その結果大きな状況変化が確認された場合には、個々の地すベり防止施設の配置、構造等

について再考することが必要である。 

1.工事期間中の観測の継続と地すベり現象の解析 

地すベり防止工事の施工に応じて地下水の水位、水量及び流動経路等に変化が現れるなどして、

効果の発現が設計時に予期したとおりの結果にならないことが少なくない。 

また、移動量の変化についても場所により発現の時間的遅れや規模にかなりの差があるのが通

常である。このため調査段階において行われた水文、移動量等の観測については工事期間中も継

続して観測を行い、工事の進行に伴う地すベり現象の変化を把握する必要がある。工事期間中の

観測値と調査段階との値を比較することにより、工事と地すベり現象の因果関係について解析を

行う。 

なお、工事期間中の観測値については季節的変化、気象変動の影響などの要素をできるだけ取

り除いて地すベり防止工事の影響と認められる変動量だけを取り出すようにする。 

工事中の標準的な観測要領を表-3.4.1に示す。 

 

表-3.4.1 観測要領（主として調査時点に設置された施設の継続観測） 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 
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基準及び運用の解説 

2.解析結果に基づく地すベり防止工事の修正 

 地すベり防止工事の施工と工事の進行に伴う地すベり現象の因果関係を解析し、その結果に基

づいて既に施工した部分の工事の評価を行うとともに、未施工部分の工事の工法について修正を

行う。例えば地下水排除工において、工事計画に従い順次施工を進めているにもかかわらず、地

下水位の低下が予期したものより著しく小さい場合、あるいは推定地質と異なる地質であること

が明らかになった場合などには、当該工事の見直しが必要となる。また、杭工では施工中に抑止

効果を判断することは困難であるが、工事の進行に伴って、すべり面の深さ、根入れ地盤の強度

などに予測値と大きな差異があることが判明した場合には、杭長、列数、施工位置の修正、ある

いは工法変更の検討が必要となる。 

 

3.応急対策 

 応急対策は、地すべりの移動状況に応じて調査を行い、地すべりによる被害を最小限にとどめ

るための地すべり防止対策を講じる。 

 なお、詳細については技術書「Ⅲ計画設計編、10.応急対策」を参照する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連技術書】 

技術書「Ⅲ 計画設計編 10.応急対策」 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

3.4.2 抑制工 

 抑制工については、地すべりの

誘因を効果的に排除する計画とす

るとともに、効果の持続性につい

ても考慮の上、選定された地すべ

り防止施設の構造等を定めるもの

とする。 

3.4.2 抑制工 

抑制工の工法を以下に示す。 

 

1.地表水排除工 

 地表水排除工は、地表水の地下浸透を抑え、これを速やか

に地すべり地域以外に排除できるよう地表水の形態、地表面

の形状及び地すべりの状況に応じて工法、構造、位置を定め

るものとする。 

 

2.地下水排除工 

 地下水排除工は、地下水を効果的に排除できるよう地下水

の供給、流動及び貯留の状況に応じて工法、構造、位置を定

めるものとする。 

 

3.侵食防止工 

 侵食防止工は、流水等による地すべりブロック末端の侵食

を効果的に防止できるよう工法、構造、位置を定めるものと

する。 

 

4.斜面改良工 

 斜面改良工は、排土又は盛土によって地すべり斜面の安定

化を図れるよう排土・盛土の範囲、形状等を定めるものとす

る。その際、排土周辺斜面、盛土基盤への影響及び排土、盛

土斜面の保護についても留意しなければならない。 
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基準及び運用の解説 

 基準3.4.2及び運用3.4.2 では、抑制工の基本的事項を明らかにしている。 

 抑制工は、各工法の特性を考慮の上、所定の機能が発現できるよう十分な検討を行い、地形条

件等の諸条件に応じて、安全かつ経済的な地すべり防止施設として計画する必要がある。 

1.地表水排除工 

降雨や地すべりブロック内外から浸透、再浸透によって地すべりが誘発されるのを防止するた

め、地すべりブロック外からの流入水を遮断すること、地すべりブロック内の表流水が地中へ浸

透する前に地すべりブロック外へ排除させることを目的とする。 

 

 

2.地下水排除工 

地下水排除工は、地すべりの不安定化の要因となる地下水を地すべり地域から排除するか又は

地すべり地域内への供給を阻止することにより、すべり面に作用する間隙水圧ならびに地すべり

土塊内の地下水位を低下させることを目的とする。 

 

3.侵食防止工 

侵食防止工は、地すべり末端部や側方部が、渓流・河川・海岸等により侵食され、地すべり土

塊全体のバランスが崩れることの防止や、局部的な斜面崩壊の防止を目的とする。 

 

 

4.斜面改良工 

斜面改良工は、排土、盛土により地すべりブロック自体の重量分布を調整することにより、す

べりに対する推進力と抵抗力のバランスを改善し、斜面の安定化を図ることを目的とする。 

原則として地すべり斜面の全体的バランスを根本的に改良しなければ安定が得られない場合、

若しくは他事業との関連で本工法が望ましい場合に用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連技術書等】 

 技術書「Ⅲ 計画設計編 4.地表水排除工、5.地下水排除工、6.侵食防止工、7.斜面改良工」 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

3.4.3 抑止工 

 抑止工については、地すべり防

止効果発現の速効性を十分生かし

た計画とするとともに、効果の持

続性についても考慮の上、選定さ

れた地すべり防止施設の構造等を

定めるものとする。 

 

3.4.3 抑止工 

抑止工の工法を以下に示す。 

 

 

 

 

 

1.杭工 

 杭工は、原則として重要な地すべりブロックを対象とし、

地すベり土塊を貫いて基盤中に達する杭を設置し、これによ

り、地すベり土塊の滑動力を基盤に受け持たせ、地すべりを

抑止しようとするものである。 

施工に当たっては、応急の場合を除き、ボーリングマシン

等により削孔を行い杭を挿入する。なお、地下水排除工を併

用することが効果的である。 

 

2.シャフト工 

 シャフト工は、すべり面に達する竪孔を掘削し、これに鉄

筋コンクリートを充填したシャフトを造り、地すべりを抑止

しようとするものである。 

 

 

3.アンカー工 

 アンカー工は、基岩と地すベり土塊をアンカーで結び、ア

ンカーの緊張による引張力で地すベり土塊の滑動に対する抵

抗力を増大させるものである。なお、必要に応じて地下水排

除工等を併用することが効果的である。 

 

4.擁壁工 

 擁壁工は、法先の崩壊を防ぎ、地すベりの誘発を防ぐため

のものである。 
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基準及び運用の解説 

 基準3.4.3及び運用3.4.3 では、抑止工の計画設計の基本的事項を明らかにしている。 

 抑止工は、効果の発現が一般的に早く速効性に優れているが、活動が活発な地すベりにあって

は、小規模な排土工等により活動を緩慢にした後に実施する。また、速効性に優れる点から、不

動基盤に根入れしてすべりの推力を根入れ基盤へ分担させる杭工等が広く利用されている。しか

し、杭工等は根入れ基盤へ力を伝達して地すベりを止めようとするものであり、このため根入れ

基盤の破壊を助長することがある。この点について配慮することはもちろんであるが、できれば

抑制工を併用し、抑止工に対する負担を軽減させることが望ましい。 

1.杭工 

杭工は、原則として次のような場合に用いる。 

 ① 地すべり機構上、確実に安定化させる必要がある重要な地すべりブロックで、抑制工のみ

では所定の効果が得られないと判断される場合、あるいは緊急に安定化が必要とされる場合。 

 ② 重要な公共施設、集落等に被害を直接及ぼす可能性のある地すべりブロックで、抑制工だ

けでは確実な安定化が図られないと判断される場合。 

 

 

 

2.シャフト工 

シャフト工は、通常の杭工では対応できないような大規模な地すべり又はすべり面傾斜が急で

大きな土圧がかかる地すべりやすべり面が著しく深い地すべり等に用いる。また、土地条件によ

り、ボーリングマシン等の搬入ができない場合にも用いることがある。地すべりに対する力学的

機能は杭工と同じである。 

 

3.アンカー工 

アンカー工は、一般に大きな力には耐えられないので、比較的小さな地すべりブロックに適す

る。また、急斜面で杭工が適さない地すべりブロックに用いる。 

 

 

 

4.擁壁工 

擁壁工は、地すべり末端斜面の法先が崩壊し、次々に上部まで移動するような場合に用いる。

ここでは、抑止工として分類しているが、地すべり土圧に直接耐え得るものではない。 

擁壁工の種類としては、堅固な基礎を要するコンクリート擁壁工（重力式、もたれ式、片持ち

ばり式）と比較的軟弱な基盤に適する枠工（方格枠、法枠、合掌枠等）、ふとん籠工がある。なお、

ふとん籠は主として応急対策に用い、必要に応じて積み重ねる。 

 

【関連技術書等】 

 技術書「Ⅲ 計画設計編 8.抑止工」 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

3.5 維持管理 

 地すべり防止施設の維持管理

は、施設の経時的な機能低下や地

すべり機構の不確定性を考慮の

上、地すべり防止施設の機能の維

持ができるよう管理体制を確立し

て行うものとする。 

 また、地すべり地域の地物の状

態、水文、気象等の長期的な観測

体制を維持するものとする。 

 

3.5 維持管理 

1.維持管理の内容 

 地すべり防止施設については定期的に点検を行い、施設の

保守に努める。点検の結果、施設の異状や機能低下が発見さ

れた場合には、遅滞なく補修等を行って機能の回復維持を図

らなければならない。 

 諸観測施設についても適切な維持管理に努め、長期的な観

測体制を維持する。 

 



 

 

71 

基準及び運用の解説 

 基準3.5及び運用3.5では、維持管理の基本的事項を明らかにしている。 

1.維持管理の内容 

(1) 地すベり防止施設の維持管理 

 地すベり防止施設が本来の目的である地すベり防止効果を発揮するよう定期的に見回って点

検を行い、施設の機能発現を妨げる原因を早期発見し、取り除くことが必要である。施設の機

能発現を妨げる原因としては、以下のものがあげられる。 

① 構造物の破損(継目・食い違い、傾動・転倒、埋没) 

② 排水機能低下(堰堤工水抜き口の閉塞、地下水排除工の孔詰り、地下水位の上昇、通水能

力の不足) 

③ 地下への浸透水増加(水路の欠損、落差工の埋没、排水管継目の漏水) 

④ 侵食洗掘(水路裏込め材の洗掘、開口部付近の洗掘) 

⑤ 施設の不法占有、目的外使用 

 異状が地すベりに起因する場合には、新たな対策工法の検討が必要である。また、これらの

異状が地すベりの再活動を誘発している場合には、全体計画の再検討を行うことも必要となる。 

(2) 諸観測施設の維持管理 

 諸観測施設により、工事完了後も地すベり防止効果の経時変化を把握することが必要であり、

諸観測施設についても以下の点に留意して保守点検を行う。 

① 自記計器類：電池・用紙・インクの補充、計器の整備 

② 水 位 計：フロート式の場合は、フロートと、ワイヤーのからみ・引っかかり、指示

水位と実測水位の照合、立上りパイプの破損 

③ 間隙水圧計：地上部リード線の保護、立上りパイプの破損 

④ 移 動 杭：杭の破損(折損、傾動、転倒、埋没) 

⑤ GPS受信機器：受信機器上空の障害物除去、ケーブルの保護、受信機器の破損 

⑥ 伸 縮 計：インバー線のたわみ・引っかかり 

⑦ 地表面傾斜計：水準器の破損 

⑧ 孔内傾斜計・すべり面測定管：立上りパイプの破損 

⑨ パイプひずみ計・鉛直方向伸縮計：地上部リード線の保護、立上りパイプの破損 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 
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基準及び運用の解説 

(3) 継続観測(施設効果調査) 

 地すベり調査時及び施工時に設置された諸観測施設及び排水施設については、工事完了後も

定期的に観測を行い、地すベり活動に関係する諸現象の動向を把握し、地すベり防止施設の効

果発現の状況を確認しておくことが必要である。もし、目的の効果が得られない場合には、地

すベり機構、設計諸元の再検討及び追加工事の検討を行う。 

ア．観測の時期 

 地すベり防止対策工事の効果を有意の差として識別するためには、工事前後の観測値が必

要であり、工事施工前の値を基準値とし、施工後の値と比較する。比較に当たっては季節的

変動が考えられるため、工事前後とも時系列情報として把握し、同一条件下での値相互を比

較して季節的変動の影響を排除する。したがって、観測は工事着手の前から開始し、工事中

はもちろん、工事完了後も一定期間実施する。工事完了後の観測は、主要施設について標準

的に年1～2回程度とするが、実情に応じて融雪期、梅雨期、霖雨期等地下水の涵養が活発化

する時期には観測頻度を増すことが望ましい。 

イ．観測値の有意性 

 地盤の変形、滑動によって観測の対象となる要素自体の変化(地表水・地下水の流動経路の

閉塞若しくは新経路の発生、地すベり地塊の構造破壊、亀裂の位置の大幅な前進・拡大、潜

在すべり面の活動化等)が生じた結果、観測値の持つ意味が大きく変わってしまったものにつ

いては、観測の有意性を吟味して以後の取り扱いを決めることが望ましい。以下の場合、観

測を見合わせる。 

① 地下水面が常に測水管の孔底以下に降下したもの 

② ストレーナが目詰りして地下水位が全く変化しないもの 

③ 孔内傾斜計の測管が変形しプローブの挿入が困難になったもの 

④ 孔内傾斜計の孔底が移動し、不動点として認めることができないもの 

⑤ 地表移動測線及び伸縮計の不動点が移動した場合 

 ただし、①、②については測水管を保存し、1年に1回程度チェックを行う。また、⑤につ

いては新しい不動点を選んで観測を再開することが望ましい。 
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地基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 

 2.地すべり活動の予察 

 地すべり防止施設の見回りと同時に、地すべり地域の地物

の状態についても観察を行い、地すべり活動の兆候につなが

る異状の発見に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.地すべり災害の防止 

 地すべり地域の地物に異状が認められた場合には、その原

因の究明を急ぎ、必要な措置を講じなければならない。 

 また、急性で規模の大きい地すべり災害の発生が予想され

る場合には、遅滞なく関係機関と連係をとり、避難勧告、通

行規制、水利規制等必要な対策がとられるよう措置しなけれ

ばならない。 
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基準及び運用の解説 

2.地すべり活動の予察 

 地すベり災害の予防には、地すベり防止施設の点検、維持管理を継続するとともに、より広い

地域全体の地物の状態を監視し、異状の発生をできる限り早い時期に発見することが重要である。 

 急性型の地すベりのような自然災害は、その発生を予知することができれば、あらかじめ必要

な対応策を講じることによって被害を軽減することができる。地すベりにおいては、その発生の

前兆となる現象について経験に基づいた様々な着目点や調査方法が発表されている。その主なも

のは以下のとおりである。 

① 井戸、湧水などの水が濁り始める。 

② 井戸、湧水、ため池、水田などの水が急に減少したり、水路や溝の流水が伏没、浸透する。 

③ 斜面上部(地すベり頭部)に亀裂が発生し、付近が陥没する。 

④ 斜面中・下部に隆起が見られ、圧縮性亀裂が発生する。 

⑤ 一旦伏没していた水が再び地表にせり上がる。 

⑥ 斜面末端部で山肌の岩石が剥落する。 

⑦ 木の根や岩石の裂ける音がする。 

⑧ 水道管等の地中埋設管が切断する。 

 このうち③～⑧の現象が発生した時には、地すベり発生の危険が迫っていると見て対応を急が

なければならない。 

 

3.地すべり災害の防止 

 地すベりが発生した場合には、応急対策を実施するとともに、被害を最小規模にとどめるため

に適切な措置を講じる。 

(1) 体制作り 

 地すベり災害防止対策を計画運用するための組織(例えば○○連絡会議、○○協議会等)を設

置する。組織の構成員は、地すベり管理者・地方自治体・警察・消防・地区の自治会等の他、

地すベり地域に関係の深い施設、建築物の管理者とする。 

 また、このような組織を確立するとともに、伸縮計等の移動量観測施設とこれに接続した警

報装置の設置が考えられる。 

(2) 防災活動 

① 基本計画：地すベり地域内の住民、土地、施設の台帳整備、組織の運営方針の策定、地

すベり監視要領と危険度評定の手順作成、実行担当者の選出。 

② 非常時の活動：地すベり地域に異状が発見された場合には、遅滞なく関係者に連絡し、

連絡会等において地すベりの危険性と緊急度の評定を行い対策方針を決定する。各機関に

おいてその権限により必要な勧告・規制・誘導・保護を行う。 
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基準（事務次官通知） 基準の運用（農村振興局長通知） 
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基準及び運用の解説 

 

 

 

 

 


