
農地・農業用施設災害復旧事業等の
コスト削減事例の作成について

○災害復旧事業においても、一般公共工事と同様、コスト削減の取組が必要

○全国での農地・農業用施設等の災害復旧事業で実施したコスト削減事例をと
りまとめた（Ｈ１６年度～Ｈ１９年度に実施した３５事例）

災害復旧事業を申請する際に、この事例を活用して
コスト削減に取り組んでください



コスト削減事例集（平成20年1月調査）

番号 農地・施設 施設内訳 都道府県 市町村 地区名 事　　　例 対　　策　　概　　要

1 農地 秋田県 鹿角市 高見田地区 農地の堆積土砂の転用
河川増水により農地に堆積した土砂について、運搬土砂の一部
を近隣の地区へ転用

2 農地 長野県
上伊那郡
辰野町

上平出地区
農地に堆積した流木をチッ
プ化し産廃処理費を削減

被災した農地に堆積した流木を、現場においてチップ化

3 農地 和歌山県
有田郡
広川町

下出農地災害
復旧工事

鋼製カゴ枠工による土留
工の設置

傾斜が急な段々の園地での畦畔崩壊災害において、鋼製カゴ枠
工により畦畔を復旧

4 農地 広島県 広島市 林ヶ谷地区
他事業の仮設道路を利
用

進入路の幅が狭く、人力での施工しかできなかったが、他事業と
の調整で、仮設道路の利用が可能となり機械施工へ変更

5 農地 広島県
山県郡安
芸太田町

本郷地区
建設発生土の他工事へ
の活用

農地復旧の建設発生土を他工事へ搬出して道路盛土に活用

6 農地 (水路) 長崎県
東彼杵郡
川棚町

榎木久保地区
他

現場発生材の再利用 在来の石積石材を流用し農地畦畔、水路護岸を復旧

7 農地 熊本県 天草市 下田南地区 現場発生材の再利用
雑石積の農地畦畔が被災した現場において、現場発生の雑石
を再利用

8 農地 鹿児島県
肝属郡
南大隅町

第３下園地区
農地に埋没した転石の
現場内処理

畑に埋没した転石を除去しないで畑の段差を利用して現場内で
処理

9 農業用施設 ため池 石川県 珠洲市 北方地区
遮水シート工法を使用し
たため池の止水対策

ため池の復旧において、近傍で刃金土が採れないので、ベント
ナイトを使用した遮水シート工法を採用

10 農業用施設 ため池 山口県 下関市 嶽地区
堤体盛土材の運搬距離
短縮

堤体盛土材を２ｋｍの場所で採取する見込みであったが、入念
な踏査等により近隣地（０．１ｋｍ）の採取場所を確保

11 農業用施設 ため池 香川県 丸亀市 薬池地区
建設発生土の効率的な
活用

ため池の貯水池内排土で発生した建設発生土を山林の崩壊部
へ盛土し、斜面の安定を図り復旧

12 農業用施設 ため池 福岡県 福岡市 桑原地区
護岸ブロックをフトン篭の
詰石材に利用

ため池の護岸ブロックの復旧において、被災したコンクリートブ
ロックを現地で破砕し、フトン篭の詰石材として利活用

13 農業用施設 ため池 大分県 杵築市 尾迫地区
グラウト工法の採用によ
る仮設道路の削減

ため池の堤体が生活道路として兼用されているため、グラウト工
法を採用し、仮設道路の工事費を削減

14 農業用施設 頭首工 山形県
最上郡
舟形町

富田地区 河川の仮設工の見直し
頭首工の復旧において、河川の仮締切を鋼矢板から大型土のう
に変更

15 農業用施設 頭首工 栃木県
那須郡
那珂川町

健武地区
現場発生材を路盤材とし
て利活用

頭首工の復旧において、河川への進入路を作るにあたって、路
盤材として現場にある土砂を利活用

16 農業用施設 頭首工 広島県 広島市 川口地区
他事業の建設発生土を
有効利用

工程調整にて他事業の建設発生土を確保し、頭首工復旧の仮
設道路の盛土材に使用

17 農業用施設 頭首工 宮崎県 日向市 花園２地区 現場発生材の再利用
既設コンクリート構造物の取壊し殻を運搬・処分するのではなく
現場内で護床工の袋詰玉石の材料として使用



コスト削減事例集（平成20年1月調査）

番号 農地・施設 施設内訳 都道府県 市町村 地区名 事　　　例 対　　策　　概　　要

18 農業用施設 水路 北海道 北見市 本沢地区 現場発生材の再利用
排水路の護岸復旧において、被災を受け破損した積ブロックを
小割りし、カゴマットの中詰材として利用

19 農業用施設 水路 青森県
上北郡
七戸町

舘ノ沢地区 二次製品水路の利用
台形断面である排水路の復旧において、同等程度の流下能力
を持つ二次製品水路を利用

20 農業用施設 水路 岩手県 奥州市
姉体大明神下
地区

開水路のパイプライン化
水路の復旧において、従前のコンクリート水路からパイプライン
に工法変更

21 農業用施設 水路 宮城県 栗原市
高清水手取地
区

現場発生材の再資源化
用排水路の災害復旧において、被災したコンクリート水路を現場
内で破砕して水路床の盛土材の一部として活用し、基礎砕石は
再生骨材を採用

22 農業用施設 水路 福島県
石川郡
平田村

大道第２地区
暗渠工の保護砕石に再
生クラッシャランを使用

暗渠工水路復旧において、保護砕石に再生クラッシャランを使
用

23 農業用施設 水路 宮崎県 串間市 長野地区
現地発生土を利用した補
強土壁工法

湧水のある水路法面の復旧において、湧水処理を施した補強土
壁工法を採用

24 農業用施設 農道 北海道
夕張郡
栗山町

御園地区 補強土壁工法の採用
農道の路肩及び法面崩壊の復旧において、補強土壁工法を採
用

25 農業用施設 農道 新潟県
小千谷市
など

芹久保地区ほ
か

鋼製擁壁工の使用
道路等の復旧において、被災した道路法面の擁壁工に鋼製擁
壁工を使用

26 農業用施設 農道 三重県 津市 美杉地区
現地発生土を利用した補
強土壁工法

農道の復旧において補強土壁工を採用することにより、掘削した
土を再利用

27 農業用施設 農道 鳥取県
西伯郡
大山町

羽田井地区 Ｌ型擁壁による復旧 農道の被災したブロック積擁壁を、鉛直壁のＬ型擁壁で復旧

28 農業用施設 農道 山口県 岩国市 長瀬地区
補強土壁工法の採用・現
場発生土の利活用

農道の路肩側を補強土壁工法で復旧、掘削土を道路盛土に利
活用

29 農業用施設 農道 徳島県 三好市 府甲部地区 既設土留擁壁を利用
受圧版式のアンカー工を、既設土留擁壁面へ設け、アンカー力
で土留擁壁の安定を復旧

30 農業用施設 農道 愛媛県
西宇和郡
伊方町

豊之浦地区
波浪浸食に対応した土
留擁壁の採用

波浪浸食に対応した土留擁壁を採用し、盛土で路肩を復旧

31 農業用施設 農道 高知県
土佐郡
土佐町

田井地区 補強土壁工法の採用 農道の路肩側を補強土壁工法で復旧

32 農業用施設 農道 高知県
吾川郡
仁淀川町

大見槍地区 軽量盛土工法の採用 農道の路肩側を軽量盛土工法で復旧

33 農業用施設 農道 沖縄県 うるま市 屋慶名地区 補強筋のり面工の採用
のり面に挿入した鉄筋とワイヤメッシュをプレートで取り付け、法
面の安定促進と保護を図る

34 農業用施設
農地保全
等

長野県 飯田市 立石井地区
長大法面復旧への補強
土壁工法

ブロック積の制限高を超える法面を補強土壁工法により復旧

35
生活環境施
設

集落排水 新潟県
刈羽郡
刈羽村

赤田地区
土質改良による発生土
の再利用

集落排水管路の復旧において、現況埋め戻し土を土質改良材
により改良し、処理土を埋め戻し材として活用



農地の堆積土砂の転用
地 区 名： 高見田地区

施工場所： 秋田県鹿角市

対策概要： 河川増水により農地へ堆積した土砂について、運搬土砂の一部を近接の地区へ転用。

効 果： ○堆積土砂を近接の災害復旧地区の埋戻材として一部転用する事により、運搬費用を削減。
○堆積土砂を全量土捨場へ運搬する費用と比較し、約１千万円のコストを削減。

（削減率 約１７％）

堆積状況

堆積現場
土捨場

近接地区

近接地区

運搬費用の削減

近接地区への転用

近接地区への転用

1

適用できる復旧箇所：近傍地区と調整が可能な箇所

１ 農地



農地に堆積した流木をチップ化し産廃処理費を削減

地 区 名：上平出地区

施工場所： 長野県上伊那郡辰野町

対策概要： 被災した農地に堆積した流木を、現場においてチップ化。

効 果：○流木をチップ化することで、処分場への運搬費を削減。

○チップ化しない場合と比較して、約４万円のコストを削減（削減率 約６％）

○チップ化した物を、堆肥やチップ舗装の材料としてリサイクルできる。

撤去流木を処理場へ運搬・処理

産業廃棄物処理 立木積込み

運 搬

撤去流木を現場でチップ化

2

適用できる復旧箇所：流木の処理が必要となる箇所、チップを利用できる箇所

１ 農地



鋼製カゴ枠工による土留工の設置

地 区 名： 下出農地災害復旧工事

施工場所： 和歌山県 有田郡 広川町

対策概要： 傾斜が急な段々のミカン園地での畦畔崩壊災害において、テラス１つ置きに鋼製カゴ枠工
により畦畔を復旧。

効 果： ○急傾斜の段々畑での畦畔崩壊災害において、ブロック積工の替わりに鋼製カゴ枠工を適
用し、約１００万円のコストを削減（削減率 約１５％）。

3

適用できる復旧箇所：急傾斜、法高の高い箇所

１ 農地



他事業の仮設道路を利用

地 区 名 ： 林ケ谷地区

施工場所 ： 広島県広島市

対策概要 ： 農地の復旧場所への進入路の幅が狭く、人力での施工しかできなかったが、河川災害との
調整により、仮設道路の利用が可能になり機械施工へ変更。

適用できる復旧箇所：他事業との調整が可能な箇所

効 果：○河川災害が設置した仮設道路を利用することで、農地復旧の機械施工が可能になり、人力

施工（小運搬含む）に対して約１７０万円のコストを削減（削減率 約３１％）

河川

河川災害の仮設道路

農地災害

農地災害

河川災害

進入路（狭幅）

市 道

－他事業の仮設道路の併利用－

：当初進入経路

：変更進入経路

１ 農地



建設発生土の他工事への活用
地 区 名： 本郷地区

施工場所： 広島県山県郡安芸太田町

対策概要： 農地復旧の建設発生土を、広域農道工事へ搬出して道路盛土に活用。

効 果： ○広域農道工事へ建設発生土を搬出（ＤＴ１５．０ｋｍ）することで、再資源化施設への建設発
生土の搬出処理（ＤＴ運搬１０．０ｋｍ＋処理費）に対して約１００万円のコストを削減。

（削減率 約３３％）

5

適用できる復旧箇所：他事業との調整が可能な箇所

広域農道工事場所

Ｌ １５．０ｋｍ

農地災害場所 再資源化施設

（処理費必要）

Ｌ １０．０ｋｍ

１ 農地



現場発生材の再利用

地 区 名： 榎木久保地区 他

施工場所： 長崎県 東彼杵郡 川棚町

対策概要： 在来の石積石材を流用し農地畦畔、水路護岸を復旧。

効 果：○石材を流用することにより、コンクリートブロック積に比較し、m2当り約４，５００円のコスト削減
○但し、在来の石材について控長が確保できる程度の十分な大きさがあり、また石材を購入す
る必要がある場合は反対に高価となるため、必要量が概ね確保できることが必要。

在来の石材を
流用し復旧

復旧前 復旧後

6

適用できる復旧箇所：現場発生材を利用できる箇所

１ 農地 （ ２ 農業用施設 （３）水路）



現場発生材の再利用

地 区 名： 下田南地区

施工場所： 熊本県天草市

対策概要： 雑石積の農地畦畔が被災した現場において、現場発生の雑石を再利用して復旧。

効 果： ○現場発生材を使用することにより、雑石の処分及び既製ﾌﾞﾛｯｸの購入費を削減し、
ブロック積みの場合と比較して、約１０万円のコストを削減。（削減率 約１３％）

7

適用できる復旧箇所：現場発生材を利用できる箇所

１ 農地



農地に埋没した転石の現場内処理

地 区 名： 第３下園地区

施工場所： 鹿児島県 肝属郡 南大隅町

対策概要： 畑に埋没した転石を除去しないで畑の段差を利用して現場内で処理。

効 果： ○流入した転石を現場内で処理することにより，運搬費及び処分費を削減し、約４５０万円の
コストを削減。

転石を破砕し地区外に搬出

転石を破砕し地区内に集積し表土を搬入する
（表土は他の災害現場より流用）

表土搬入

8

適用できる復旧箇所：良質な表土が近傍で確保できる箇所

１ 農地



遮水シート工法を使用したため池の止水対策

地 区 名： 北方地区

施工場所： 石川県珠洲市

対策概要： ため池の復旧において、近傍で刃金土が採れないので、前刃金工法の替わりにベントナイトを
使用した遮水シート工法を採用。

効 果： ○前刃金工法より掘削断面が小さい。
○遮水シート工法は前刃金工法に比べ、施工・品質管理が容易である。
○刃金土を購入する場合と比較して、約７０万円のコストを削減（削減率 約１０％）

ベントナイト遮水シートの利点

・堤体の掘削量が少ない
・不透水性の盛土を必要としない。
・特殊な技術を必要とせず、施工・品質管理が
容易
・ため池の透水係数はｋ=10-6以下の粘性土が
使用されるが、遮水シートの透水係数k=10-9

であり、遮水性能は非常に高い。

9

適用できる復旧箇所：遮水材の入手が近傍で困難な箇所

２ 農業用施設 （１）ため池



堤体盛土材の運搬距離短縮

地 区 名 ： 嶽地区

施工場所 ： 山口県下関市

対策概要 ： 堤体の盛土材は、当該ため池から２．０ｋｍの場所で採取する見込みであったが、入念な
山林の踏査等により、近隣地（０．１ｋｍ）の採取場所を確保。

効 果 ： ○ため池近隣地の採取場所を確保することで、ため池から２．０ｋｍの場所での盛土材採
取に対して約１４万円のコストを削減（削減率 約２．８％）

嶽ため池

10

適用できる復旧箇所：搬入土の運搬のある箇所

２ 農業用施設 （１）ため池

当初計画時 搬入土（２ｋｍ）

変更計画時 搬入土（０．１ｋｍ）



建設発生土の効率的な活用
地 区 名： 薬池地区

施工場所：香川県丸亀市
対策概要：ため池の貯水池内排土で発生した建設発生土を山林の崩壊部へ盛土し、斜面の安定を図り

復旧。

効 果：○建設発生土を山林で盛土処理することで、有料処分場への搬出処理に対して約４４万円のコ
ストを削減（削減率 約１６％）。

【計画横断面図】 【現場内盛土の状況】

山林ため池

盛土利用部分

11

適用できる復旧箇所：建設発生土の再利用が可能な箇所

盛土処理し、斜面の安定を図る

２ 農業用施設 （１）ため池



護岸ブロックをフトン篭の詰石材に利用

地 区 名：桑原地区
施工場所： 福岡県福岡市
対策概要： ため池の護岸ブロックの復旧において、被災したコンクリートブロックを現地で破砕し、フトン篭の

詰石材として利活用。

効 果：○建設副産物（コンクリート殻）を詰石材として利活用することにより、産業廃棄物処理費及び

詰石材の購入費を削減。

○詰石材を購入する場合と比較して、約２００万円のコストを削減（削減率 約１５％）

現場ブロック
積を撤去し、
フトン篭にて
護岸復旧

産業廃棄物処理

詰石材購入
（栗石）

撤去材を産業廃棄物処理 撤去材を現場内で利活用

既設護岸ブロックを破砕し詰
石材として利用
（不足分は栗石を購入）
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適用できる復旧箇所：建設副産物（コンクリート殻）を利用できる箇所

２ 農業用施設 （１）ため池



グラウト工法の採用による仮設道路の削減
地 区 名：尾迫地区

施工場所： 大分県杵築市

対策概要： ため池の堤体が生活道路として兼用されているため、刃金土工法の場合、別途仮設道路の設
置が必要なところを、グラウト工法を採用し、仮設道路の工事費を削減。

効 果：○グラウト工法を採用することにより、仮設道路（生活道路）を確保する費用、及び新規土を
運搬・盛土する費用の削減。

○堤体を開削、刃金土工法による復旧と比較して、約１６０万円のコストを削減。
（削減率 約２０％）

グラウト工法によるため池の復旧

刃金土工法によるため池の復旧

堤体の上が生活道路となっているた
め刃金土工法を採用した場合、堤体
を掘削することにより生活道路を別
途確保する必要がある

生活道路は確保したまま
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適用できる復旧箇所：用地等の制限がある箇所

２ 農業用施設 （１）ため池



河川の仮設工の見直し
地 区 名： 富田地区

施工場所： 山形県最上郡舟形町

対策概要： 頭首工の復旧において、仮設計画を見直し、河川の仮締切を鋼矢板から大型土のうに変更。

効 果：○鋼矢板から大型土のうに変更したことにより、施工費及び鋼矢板打設機械運搬費の削減。
○鋼矢板施工と比較し、約240万円のコストを削減。（削減率 約6.3％）

打設機械運搬費の削減施工費の削減
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適用できる復旧箇所：大型土のうによる仮締切が可能な箇所

２ 農業用施設 （２）頭首工



現場発生材を路盤材として利活用

効 果：○現場の土砂を路盤材として利活用することにより、路盤材の購入費及び工事終了後の処理
費を削減。

○路盤材を購入する場合と比較して、約６８万円のコストを削減（削減率 約２５％）

地 区 名： 健武地区
施工場所： 栃木県那須郡那珂川町
対策概要： 頭首工の復旧において、復旧工事における資材や重機等を搬入するための河川への進

入路を作るにあたって、路盤材として現場にある土砂を利活用。

仮設道路
造成

路盤材を搬出処理

路盤材購入

路盤材を購入 路盤材に現場土砂を利活用
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適用できる復旧箇所：現地発生材を利用可能な箇所

２ 農業用施設 （２）頭首工



他事業の建設発生土を有効利用

工程調整にて河川改修事業の建設発生土を確保し、頭首工復旧の仮設道路の盛土材に使
用。

○他事業の建設発生土を有効利用することで、仮設道路の盛土材の購入に対して

約７０万円のコストを削減（削減率 約５％）
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適用できる復旧箇所：他事業との調整が可能な箇所

地 区 名 ： 川口地区

施工場所 ： 広島県広島市

対策概要 ：

効 果 ：

河
床

仮設道路
建設発生土

仮設道路
購入土

２ 農業用施設 （２）頭首工



現場発生材の再利用
地 区 名：花園２地区

施工場所：宮崎県日向市

対策概要：既設コンクリート構造物の取壊し殻を運搬・処分するのではなく現場内で護床工の袋詰玉石
の材料として使用。

効 果： ○建設副産物（コンクリート殻）を現場内で護床工（袋詰玉石)の材料として活用することによ
り、産業廃棄物処理費及び運搬費を削減。

○処理施設にて処分する場合と比較して、直接工事費で約１２万円のコストを削減。

（削減率 約５％）

産業廃棄物処理 コンクリート殻

撤去材を産業廃棄物処理 撤去材を現場内で利活用
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適用できる復旧箇所：建設副産物（コンクリート殻）を利用できる箇所

２ 農業用施設 （２）頭首工



現場発生材の再利用

地 区 名：本沢地区

施工場所： 北海道北見市

対策概要： 排水路の護岸復旧において、被災を受け破損した積ブロックを小割りし、カゴマットの中詰材と
して利用。

効 果：○建設副産物（コンクリート殻）をカゴマットの中詰材として利用することにより、産業廃棄物処
理費及び中詰材の購入費を削減。
○中詰材を購入する場合と比較して、約５０万円のコストを削減。（削減率 約１２．３％）

撤去材を産業廃棄物処理 撤去材を現場内で利活用

撤去状況 設置状況
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適用できる復旧箇所：建設副産物を中詰材として使用できる箇所

２ 農業用施設 （３）水路



二次製品水路の利用

地 区 名：舘ノ沢地区

施工場所： 青森県上北郡七戸町

対策概要： 台形断面である排水路の復旧において、既設水路形状とは異なるが同等程度の流下能力を持
つ二次製品水路（大型フリューム）を利用。

効 果： ○二次製品水路の利用により、工期の短縮、布設費用の軽減が図られた。
○ふとんかご工による台形断面水路への復旧と比較し、約４００万円のコストを削減。

（削減率 約１０％）

ふとんかご工による台形断面での復旧

ふとんかご工により復旧

大型フリュームにより復旧
（工期短縮，布設費用軽減）

二次製品水路での復旧
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適用できる復旧箇所：水路両岸が崩落した中規模の水路で、機械施工での復旧が可能な箇所

２ 農業用施設 （３）水路



開水路のパイプライン化

地 区 名：姉体大明神下地区

施工場所： 岩手県奥州市

対策概要： 水路の復旧において、従前のコンクリート水路（掛樋）からパイプラインに工法変更。

効 果：○コンクリート水路（掛樋）からパイプラインに工法変更したことで、約4,000円/m（約50％）のコス
トを削減。
○施工箇所は水害常習地帯であるが、パイプラインにすることで再被災の危険性が排除された。
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適用できる復旧箇所：パイプラインによる復旧が有効な箇所

２ 農業用施設 （３）水路



現場発生材の再資源化

地 区 名： 高清水手取地区

施工場所： 宮城県 栗原市

対策概要： 用排水路の災害復旧において、被災したコンクリート水路を現場内で破砕して水路床の盛土
材の一部として活用し、基礎砕石については再生骨材（ＲＣ－４０）を採用。

効 果： ○コンクリート殻を盛土材の一部として活用することにより、産業廃棄物処分費及び盛土材
の購入費を削減出来る。さらに基礎砕石として再生骨材（ＲＣ－４０）を使用することにより
約１２万円のコストを削減。

一次破砕で粒径３０ｃｍ以下に粉砕し、
更に細かくした再生骨材を埋め戻し材
として利用既設コンクリート取り壊し状況 基礎砕石にＲＣ－４０を使用
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適用できる復旧箇所：建設副産物及び再生クラッシャランを使用できる箇所

２ 農業用施設 （３）水路



暗渠工の保護砕石に再生クラッシャランを使用

地 区 名： 大道第２地区

施工場所： 福島県石川郡平田村

対策概要： 暗渠工水路復旧において、保護砕石に再生クラッシャランを使用。

効 果： ○従来工法のクラッシャランを使用するのではなく、再生材を使用することにより、材料費を削
減
○クラッシャランを使用する場合と比較して約２６,０００円のコストを削減（削減率 約１６％）

再生クラッシャランを使用クラッシャランを使用

適用できる復旧箇所：再生クラッシャランを使用できる箇所

２ 農業用施設 （３）水路



現地発生土を利用した補強土壁工法

地 区 名： 長野地区

施工場所： 宮崎県 串間市

対策概要： 湧水のある水路法面の復旧において、大型カゴ工から湧水処理を施した補強土壁工を採用。

効 果：○現場内流用土を利活用することにより、残土処理費を削減。
○大型カゴを施工する場合と比較して、約1千5百万円のコストを削減（削減率 約４９％）

着工前

完成
大型かご工 補強土壁工
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適用できる復旧箇所：用地が限られ盛土材が確保できる箇所

２ 農業用施設 （３）水路



補強土壁工法の採用

地 区 名：御園地区

施工場所： 北海道夕張郡栗山町

対策概要： 農道の路肩及び法面崩壊の復旧において、補強土壁（ジオテキスタイル）工法を採用。

効 果：○用地の制限があるため積ブロックの法勾配を緩くできない現場条件であり、裏込コンクリート
量の増大に伴いコスト増となることから、補強土壁（ジオテキスタイル）工法を採用。

○積ブロック工法と比較して約７６０万円のコストを削減。（削減率 約４９％）

積ブロック工法 補強土壁工法

復旧完了

被災状況
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適用できる復旧箇所：法高が比較的高く、用地の制限があるため積ブロックの法勾配が急となるような場所

２ 農業用施設 （５）農道



鋼製擁壁工の使用

地 区 名： 芹久保地区ほか

施工場所： 新潟県小千谷市など

対策概要： 道路等の復旧において、被災した道路法面の擁壁工に鋼製擁壁工を使用。

効 果： ○中詰材料に現地土が利用可能で搬入資材が少なくなり、施工性も向上する。
○鋼製擁壁工の使用により積ブロックと比較して工事費を削減（削減率 約28％）

コンクリートブロック積み工 鋼製擁壁工（コスト削減工法）

被災状況

鋼製擁壁工の使用により施工費が軽減されることに加え、搬入資材の
減少や、機械施工が多くなり施工期間の短縮効果も期待できる。

※ 中詰め材料は現地土の他、湧水の状況により砕石とする場合もある
25

適用できる復旧箇所：現地土が利用可能であり、擁壁工の材料搬入に小運搬が必要な箇所

２ 農業用施設 （５）農道



現地発生土を利用した補強土壁工法

地 区 名： 美杉地区

施工場所： 三重県 津市

対策概要： 農道の復旧において補強土壁工（ジオテキスタイル）を採用することにより、掘削した土を再利
用し復旧。

効 果：○掘削した土を利用し埋め戻すため、土砂購入費及び運搬処分費を削減。
○もたれ擁壁工と比較して、約５５０万円のコストを削減（削減率 約７５％）

もたれ擁壁工
補強土壁工
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適用できる復旧箇所： 法高が高く、用地の制限等で法勾配が急となり、現地発生土が使用できる箇所

２ 農業用施設 （５）農道



Ｌ型擁壁による復旧

地 区 名 ： 羽田井地区

施工場所 ： 鳥取県西伯郡大山町

対策概要 ： 農道の被災した路肩ブロック積擁壁を、鉛直壁のＬ型擁壁で復旧し、所定の基礎地盤を確保。

効 果：○Ｌ型擁壁を採用することで、２段のブロック積擁壁に対して約１００万円のコストを削減。
（削減率 約１７％）

○原道路用地内での施工のため、用地買収が不要。

従来工法
（ブロック積擁壁）

採用工法
（プレキャストＬ型擁壁）
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適用できる復旧箇所 ： 急斜面で擁壁基礎の根入れ等が確保しずらい箇所

２ 農業用施設 （５）農道



補強土壁工法の採用・現場発生土の利活用
地 区 名：長瀬地区

施工場所：山口県岩国市
対策概要：農道の路肩側を補強土壁工法で復旧、掘削土を道路盛土に利活用。

効 用：

掘削土を道路盛土に利活用 土留形式の比較検討

大型ブロック

補強土壁工法

28

○補強土壁を採用することで、大型ブロック積擁壁に対して約４００万円のコストを 削減。

（削減率 約５５．７％）
○掘削土を道路盛土材に使用することで、残土処理と盛土材購入の約１００万円のコスト
を 削減（削減率 約３７．０％）

適用できる復旧箇所：敷設材の長さ分が掘削可能で、壁高が概ね７ｍ以上のときに比較検討にて適用

現場発生土が利用できる箇所

２ 農業用施設 （５）農道



既設土留擁壁を利用
地 区 名： 府甲部地区

施工場所： 徳島県 三好市

対策概要： 受圧版式のアンカ－工を、既設土留擁壁面へ設け、アンカ－力で土留擁壁の安定を復旧。

効 果：○受圧版アンカ－工は、土留壁を新設する場合に対し、掘削や原道への影響が少ない、施工
期間が短い、約６００万円のコストを削減（削減率 約５４％）

【採用工法 受圧板アンカ－工】 【比較工法１ もたれ式擁壁+杭基礎】 【比較工法２ 逆T擁壁+杭基礎】
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適用できる復旧箇所：土留擁壁の変状が小さい箇所で、小康状態となっている箇所

２ 農業用施設 （５）農道



波浪浸食に対応した土留擁壁の採用

地 区 名：豊之浦地区

施工場所： 愛媛県西宇和郡伊方町

対策概要： 波浪浸食に対応した土留擁壁を採用し、盛土で路肩を復旧。

効 果：○アンカ－付鋼管杭と路肩擁壁の工法に対して約６，８００万円のコストを削減。
（削減率 約４２％）

・すべり崩壊対策のため、抑止工（杭工）を設置。

・杭打設用の足場工、杭の仮置ヤード、杭打用重機運搬のため
の仮設道路など仮設工が大掛かりとなり、工事費が高い。

・抑止工、アンカー工など工種が多く、施工期間が長くなる。

・押え盛土効果ですべり崩壊の安定が増す。

・すべり末端部を押さえることにより、押さえ盛土効果
が発揮され、施工中の安全性も高い。

・特に必要な仮設工はなく、杭工に比べ安価である。

・施工期間が短縮できる。 30

アンカ－付鋼管杭と路肩擁壁 波浪浸食対応型土留擁壁と盛土

適用できる復旧箇所：盛土が施工できる用地を有している箇所

２ 農業用施設 （５）農道



補強土壁工法の採用

地 区 名： 田井地区

施工場所： 高知県土佐郡土佐町

対策概要： 農道の路肩側を補強土壁工法で復旧。

効 果： ○補強土壁工法の採用で、大型ブロック積工法に対して約１００万円のコストを削減
（削減率 約２２％）

大型ﾌﾞﾛｯｸ積工（比較検討）
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補強土壁工（採用工法）

適用できる復旧箇所：敷設材の長さ分が掘削可能で、壁高が概ね７ｍ以上のときに比較検討にて適用

２ 農業用施設 （５）農道



軽量盛土工法の採用

地 区 名： 大見槍地区

施工場所： 高知県吾川郡仁淀川町

対策概要： 農道の路肩側を軽量盛土工法で復旧。

効 果： ○軽量盛土工法の採用で、大型ブロック工法に対して約９００万円のコストを削減
（削減率 約５１％）

大型ﾌﾞﾛｯｸ積工（比較検討） 軽量盛土工（採用工法）
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適用できる復旧箇所：急斜面を基礎地盤とし、大きな掘削が困難な場合に比較検討にて適用

２ 農業用施設 （５）農道



補強筋のり面工の採用
地 区 名 ： 屋慶名地区
施工場所 ： 沖縄県うるま市
対策概要 ： のり面に挿入した鉄筋に植生シ－トとワイヤメシュをプレ－トで取り付け、のり面の安定促進

と保護（緑化）を図り復旧。（必要抑止力Pr≒１００KN/m以内程度適用）

効 果 ： ○のり面の安定を汎用機施工と市販材の組み合わせにより、短期間に効率よく施工可能。
○従来工法（ブロック積み）と比較して、約６００万円（㎡当り９千円）のコストを削減。

（削減率 約２１％）

補強筋のり面工完成図補強筋のり面工断面図
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適用できる復旧箇所：円弧すべりにより背面の地山が不安定な箇所において比較検討により適用

２ 農業用施設 （５）農道



長大法面復旧への補強土壁工法

地 区 名：立石井地区

施工場所： 長野県飯田市

対策概要： ブロック積の制限高を越える法面を補強土壁工法により復旧。

効 果：○補強土壁工法により１㎡当りの単価のほか、崩落土を盛土材として利用することができるた
め、残土処理等の費用を削減。
○コンクリート擁壁と比較して、約５００万円のコストを削減（削減率 ４５％）
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適用できる箇所：法高が高く、用地の制限があり、現地発生土を利用できる箇所
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２ 農業用施設 （７）農地保全施設等



土質改良による発生土の再利用
地 区 名： 赤田地区

施工場所： 新潟県刈羽郡刈羽村
対策概要： 集落排水管路の復旧において、現況埋め戻し土を土質改良材（石灰系改良材）により改良し、

処理土を埋め戻し材として活用。

効 果：○建設副産物（現場発生土）を埋戻土として活用することにより、残土処理費及び
埋戻土の購入費を削減した上、液状化防止の効果が期待できる。
○埋戻土を購入する場合と比較して、約１４０万円のコストを削減（削減率 約６．３％）

管路復旧

発生土残土処理

埋戻土購入

発生土を残土運搬処理 発生土を再生利用
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適用できる復旧箇所：現場発生土を改良して使用できる箇所

３ 生活環境施設




