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はじめに 

 

 農林水産省農村振興局では、これまで地すべり防止施設の機能診断手法について、「地す

べり防止施設の機能保全の手引き」として「抑制工編（平成 25 年６月）」、「アンカー工編

（平成 27 年７月）」および「その他工種編（平成 28 年３月）」をそれぞれ公表してきた。 

 

 このたび、これまで公表してきた工種に加え、新たに排土工（切土法面保護工）を加え、

「地すべり防止施設の機能保全の手引き～統合版～」（以下、「本手引き」という）を作成

することにした。 

 本手引きでは、地すべり防止施設の各工種において、機能診断を中心とした維持管理に

おける基本的事項を説明しているほか、これまで個別に作成されていた点検様式や健全度

評価手法について統一化を図ることで、施設の効率的な点検や評価を行いやすくしている。 

 

 本手引きの活用によって、地すべり防止施設の計画的かつ実効的な維持管理の取り組み

を推進し、その結果として施設の適切なストックマネジメント及び地すべり防止区域の適

正な管理が図られることを望む。 

  



 

本手引きで扱う地すべり防止施設の工種 

地すべり防止施設の工種の分類 
既存の各機能保全の手引きでの

記述項目 
本手引きでの

記述箇所 
大分類 小分類 工種名 

抑制工編
アンカー 

工編 
その他 
工種編 

平成 25 年

６月 

平成 27 年

７月 

平成 28 年

３月 

抑制工 

地表水 

排除工 

承水路工 ○ — — 第Ⅱ編 

排水路工 ○ — — 第Ⅱ編 

浸透防止工 — — — － 

地下水 

排除工 

暗きょ工 — — ○ 第Ⅱ編 

明暗きょ工 — — ○ 第Ⅱ編 

深層暗きょ工 — — — － 

水抜きボーリング工 ○ — — 第Ⅲ編 

集水井工 ○ — — 第Ⅳ編 

排水トンネル工 — — — － 

侵食 

防止工 

渓流護岸工 — — ○ 第Ⅴ編 

堰堤工 — — ○ 第Ⅵ編 

渓流暗きょ工 — — — － 

河川付替工 — — — － 

海岸侵食防止工 — — — － 

湖岸侵食防止工 — — — － 

斜面 

改良工 

押え盛土工 — — ○ 第Ⅶ編 

 

排土工(切土法面保

護工を含む) 
— — ○ 第Ⅷ編 

抑止工 

擁壁工(枠工を含む) — — ○ 第Ⅸ編 

杭工 — — ○ 第Ⅹ編 

シャフト工 — — — － 

アンカー工 — ○ — 第Ⅺ編 

○：記述のある項目、—：記述のない項目 
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