
                   「治山事業調査等業務共通仕様書の一部改正について」新旧対照表 
             新              旧 

治山事業調査等業務共通仕様書 

                           第１編  総   則 

（適用） 

第1101条          「略」 
 

（用語の定義）   
第1102条  共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 

(1)～(27)        「略」 

(28)  「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署

名又は押印したものを有効とする。 

ア 緊急を要する場合は、電子メール等により伝達できるものとするが、

後日有効な書面と差し替えるものとする。 

   イ         「略」 

(29)～(30)        「略」 

(31)  「打合せ」とは、調査等業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者

等と調査職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをい

う。 
(32)             「略」 
(33)  「協力者」とは、受注者が調査等業務の遂行に当たって、再契約する者を 

いう。 

(34)～(36)        「略」 

 

 

治山事業調査等業務共通仕様書 

                           第１編  総   則 

（適用） 

第1101条           「略」 
 

（用語の定義）   
第1102条  共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 

(1)～(27)         「略」 

(28)  「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署

名又は押印したものを有効とする。 

ア 緊急を要する場合は、ファクシミリ等により伝達できるものとする

が、後日有効な書面と差し替えるものとする。 

   イ         「略」 

(29)～(30)         「略」 

(31)  「打合せ」とは、調査等業務を適切かつ円滑に実施するために管理技術者

等と調査職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをい

う。 
(32)              「略」 
(33)  「協力者」とは、受注者が調査等業務の遂行に当たって、再委託する者を 

いう。 

(34)～(36)        「略」 
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（調査等業務に関する一般事項） 

第1103条  調査等業務の実施は、仕様書によるもののほか、「治山技術基準」「林道

規程」「林道技術基準」「民有林補助治山事業全体計画作成等要領」 
「治山流域別調査要領」「森林整備保全事業設計積算要領」「森林土木木製構

造物設計等指針」及びこれらに関連する諸基準等によるものとし、これら以

外のものによる場合は、事前に調査職員の承諾を受けるものとする。 

 
 
 
 
 
 
（調査等業務の着手） 

第1104条 
  ～             「略」 
（調査職員） 

第 1106条 

 

（管理技術者） 

第 1107 条  受注者は、調査等業務における管理技術者を定め、書面により発注者

に通知しなければならない。 

２． 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理及び統括等を

行わなければならない。 

３． ～６．         「略」 
７．  管理技術者は第 1108 条第４項に規定する照査結果の確認を行わなけ

ればならない。 

 

（調査等業務に関する一般事項） 

第1103条 調査等業務の実施は、仕様書によるもののほか、「治山技術基 

準（総則・山地治山編）」「治山技術基準（地すべり編）」「治山技術基準（防

災林造成編）」「治山技術基準（保安林整備編）」「森林整備事業設計積算要領」

「林道規程」「林道技術基準・運用」「民有林補助治山事業における全体計画

作成要領」「治山流域別調査要領」「山地保全（荒廃現況）調査説明書」「森

林整備事業設計積算要領」「森林土木木製構造物暫定設計指針」及びこれら

に関連する諸基準等によるものとし、これら以外のものによる場合は、事前

に調査職員の承諾を受けるものとする。 

 
 
 
（調査等業務の着手） 

第1104条 
  ～              「略」 
（調査職員） 

第 1106条 

 

（管理技術者） 

第1107条  受注者は、調査等業務における管理技術者を定め、書面により発注者

に通知しなければならない。 

２． 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行わなけれ

ばならない。 

４． ～６．          「略」 
７．  管理技術者は第1108条第４項に規定する照査結果の確認を行わなけ

ればならない。 
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（照査技術者） 

第1108条             「略」 
 
（調査等業務計画書） 

第1109条  受注者は、契約締結後15日以内に調査等業務計画書を作成し、調査職

員に提出しなければならない。 

２． 調査等業務計画書には、契約図書に基づき次の各号に掲げる事項を記

載するものとする。 
なお、受注者は、設計図書において前条の照査技術者による照査が定め

られている場合は、前条第３項の照査計画について記載するものとする。 

ただし、調査職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。 

    (1)～(10)         「略」 
   
 
   ３．～４．         「略」 
 
（打合せ等） 

第1110条 
  ～               「略」 
（関係官公庁への手続き等） 

第1114条 
 
（地元関係者との交渉等） 

第 1115 条 契約書に定める地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は調査職員

が行うものとするが、受注者は、調査職員の指示がある場合には、これ

に協力しなければならない。これらの交渉に当たり受注者は、地元関係

者に誠意をもって接しなければならない。 

   ２．～５．         「略」 

（照査技術者） 

第1108条            「略」 
 
（調査等業務計画書） 

第 1109 条  受注者は、契約締結後 15 日以内に調査等業務計画書を作成し、調査

職員に提出しなければならない。 

２． 調査等業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものと

する。 
 
 
ただし、調査職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。 

    (1)～(10)         「略」 
なお、受注者は設計図書において、照査技術者による照査が定められてい

る場合は、照査計画について記載するものとする。 

   ３．～４．         「略」 
 
（打合せ等） 

第1110条 
  ～               「略」 
（関係官公庁への手続き等） 

第1114条 
 
（地元関係者との交渉等） 

第1115条 契約書に定める地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は調査職員

が行うものとするが、調査職員の指示がある場合は、受注者はこれに協

力しなければならない。これらの交渉に当たり受注者は、地元関係者に

誠意をもって接しなければならない。 

   ２．～５．     「略」 
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（提出書類） 

第 1116 条 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を調

査職員を経て発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、調査

等業務契約に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、

調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定し

た書類を除く。 

   ２．            「略」 
 
（成果品の提出） 

第 1117 条 受注者は調査等業務が完了したときは、設計図書に示す成果品（設計

図書で照査技術者による照査が定められた場合は照査報告書を含む。）

を業務完了通知書とともに提出し、検査を受けなければならない。 
   ２．～３．          「略」 

４． 受注者は、「土木設計業務等の電子納品要領(案)」「測量成果電子納品要

領(案)」「地質・土質調査成果電子納品要領(案)」及び「CAD製図基準(案)」

「デジタル写真管理情報基準(案)」（以下「要領」及び「各基準」という。）」

に基づいて作成した電子データにより成果品を提出するものとする。 
  「要領」及び「各基準」で特に記載が無い項目については、調査職員と

協議のうえ決定するものとする。 
  なお、電子納品に対応するための措置については「電子納品運用に関す

るガイドライン（案）」を参考にするものとする。 
 
（検査） 

第1118条 
  ～               「略」 
（守秘義務） 

第1129条 
 

（提出書類） 

第1116条 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を調

査職員を経て発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、調査

等業務契約に係る請求書、請求代金受領承諾書、遅延利息請求書、調査

職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書

類を除く。 

   ２．            「略」 
 
（成果品の提出） 

第1117条 受注者は調査等業務が完了したときは、設計図書に示す成果品（設計

図書で照査技術者による照査が定められた場合は照査報告書を含む。）

を業務完了通知書とともに提出し、検査を受けなければならない。 
   ２．～３．          「略」 

４． 受注者は、「調査業務等の電子納品要領（案）（以下「要領」という。）」

に基づいて作成した電子データにより成果品を提出するものとする。 
  「要領」で特に記載が無い項目については、調査職員と協議のうえ決定

するものとする。 
  なお、電子納品に対応するための措置については「電子納品運用に関す

るガイドライン（案）」を参考にするものとする。 
 
 
 
（検査） 

第1118条 
  ～               「略」 
（守秘義務） 

第1129条 
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（安全等の確保）     
第 1130 条 受注者は、使用人等の雇用条件、賃金の支払い状況、作業環境等を十

分に把握し、適正な労働条件を確保しなければならない。 

 
 
   ２．～９．         「略」 
 
（コスト縮減の推進） 

第1131条             「略」 
 
（環境負荷の低減） 

第 1132 条 受注者は、調査業務等の実施に当たり、森林土木工事における環境負

荷の低減に資する資材の活用、建設資材の再資源化及び廃棄物の減量に

努めなければならない。 
２．             「略」 
３． 受注者は、工事に伴って発生する根株、伐採木及び末木枝条

については、「森林内における建設工事等に伴い生ずる根株、

伐採木及び末木枝条の取扱いについて」（平成 11 年 11 月 16 日

11-16 林野庁林政部森林組合課長他 6 課長連名通知）に基づき、

建設資材としての利用及び工事現場内における林地還元に配

慮しなければならない。 

 

（関係法令及び条例の遵守） 

第 1133 条 

  ～                    「略」 

（屋外で作業を行う時期及び時間の変更） 

第 1136 条 

 

（安全等の確保）     
第1130条 受注者は、使用人等（協力者又はその代理人若しくはその使用人その

他これに準じる者を含む。以下、「使用人等」という。）の雇用条件、賃

金の支払い状況、作業環境等を十分に把握し、適正な労働条件を確保し

なければならない。 

   ２．～９．         「略」 
 
（コスト縮減の推進） 

第1131条             「略」 
 
（環境負荷の低減） 

第1132条 受注者は、調査業務等の実施に当たり、森林土木工事における環境負

荷の低減に資する資材の活用、建設資材の再資源化及び廃棄物の減量に

努めなければならない。 
２．             「略」 
３． 受注者は、工事に伴って発生する根株、伐採木及び末木枝条

については、森林内における建設工事等に伴い生ずる根株、

伐採木及び末木枝条の取扱いについて（平成 11 年 11 月 16

日 11-16 林野庁林政部森林組合課長他 6 課長連名通知）に基

づき、建設資材としての利用及び工事現場内における林地還

元に配慮しなければならない。 

 

（関係法令及び条例の遵守） 

第 1133 条 

  ～                     「略」 

（屋外で作業を行う時期及び時間の変更） 

第 1136 条 
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第２編 一般調査 

第１章 山地治山等調査 

第１節 地形調査 

（地形計測） 

第2101条 地形計測は、調査の目的、事業対象地の状況等により、次の各号に掲げ

る項目について調査を行うものとし、調査項目は設計図書又は調査職員の

指示によるものとする。 

(1)  高度の計測 

(2)  起伏量の計測 

(3)  谷密度の計測 

(4)  傾斜の計測 

(5)  断面形の計測 

(6)  方位の計測 

(7)  空中写真判読 

(8)  現地踏査 

 
 

 
 

第２編 一般調査 

第１章 山地治山等調査 

第１節 地形調査 

（地形分類図の作成） 

第2101条 調査対象地及びその周辺の地形を一定の基準に従って分類した地形分

類図を作成するものとする。 
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（地形計測結果の整理） 

第 2102 条 地形計測により得られた情報は、調査等業務で利用できる図面等とし

て整理するものとする。 

 

（微地形図の計測） 

第2102条 地形の複雑な地域を対象として、必要に応じて次の微起伏量、ガリー密

度、開析度を計測するものとする。 

（1） 微起伏量の計測 

崩壊との関係・態様等を推測するため、地形図に斜面の微起伏を図示し、

治山技術基準２－３－２－８の解説に記載されている微起伏量基準に基

づき階級区分を行う。 

（2） ガリー密度の計測 

斜面の荒廃状況等を推測するため、ガリーや地割れ、亀裂等の位置を地

形図に図示し、治山技術基準２－３－２－８の解説に記載されているガリ

ー密度区分基準に基づき階級区分を行う。 

（3） 開析度の計測 

原地形の開析度合を推定するため、地形図上において復元した原地形を

求め計測する。 
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第２節 土質、地質調査 

（弾性波探査） 

第2103条 弾性波探査は、地下地質構造の概要把握、ボーリング調査計画の立案の

ために行うもので、探査方法は屈折法及び反射法があり、方法の選択は設計

図書又は調査職員の指示によるものとする。 

２ 受震器間隔は５～10ｍの範囲で、探査目的、目的深度、目標精度及び地形条

件等を考慮して決定するものとする。 

３ 測定の良否は現場で判定し、記録が不明瞭かつ不明確な場合は再測定す

る。 

４ 測定結果は、走時曲線、速度層断面図等の作成・解析に利用できる資料と

して取りまとめるものと

 
する。 

（電気探査） 

第2104条 電気探査は、地下地質構造の概要把握、ボーリング調査計画の立案のた

めに行うもので、探査方法は水平電気探査、垂直電気探査、高密度電気探査が

あり、方法の選択は設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

２～３            「略」 

４ 測定結果は、比抵抗断面図、比抵抗等高線図、比抵抗分布図等の作成・解

析に利用できる資料として

 
取りまとめるものとする。 

（ボーリング調査） 

第2105条 ボーリング調査は、詳細な地下地質構造の把握や土質定数推定、試料

採取等のために行うもので、ボーリング方法は、ロータリーボーリングによ

るオールコアボーリングを標準とし、次の各号

  (1)～(5)           「略」 

に留意して掘削するものとす

る。 

 
第２節 土質・地質調査 

（弾性波探査） 

第2103条 弾性波探査には屈折法及び反射法があり、探査方法は設計図書又は調査

職員の指示によるものとする。 

 

２ 受震器間隔は５～10ｍの範囲で、探査目的、目的深度、目標精度及び地形条

件等を考慮して決定するものとする。 

３ 測定の良否は現場で判定し、記録が不明瞭かつ不明確な場合は再測定す

る。 

４ 測定結果に基づき

 
走時曲線、速度層断面図を作成する。 

 
（電気探査） 

第2104条 電気探査には、水平電気探査、垂直電気探査、高密度電気探査があり、

方法の選択は設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

 

２～３            「略」 

４ 調査結果は

 

比抵抗断面図、比抵抗等高線図、比抵抗分布図等に取りまとめ

るものとする。 

（ボーリング調査） 

第2105条 ボーリング調査は、ロータリーボーリングによるオールコアボーリ

ングを標準とし、次のこと

 
に留意して掘削するものとする。 

 
  (1)～(5)           「略」 
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 ２～９            「略」 
 10 ボーリング作業中は、地盤の構成と土質・地質及び地下水の状況を判定する

ため、次の各号に掲げる事項を作業日報に記入するものとする。 
   

(1)～(10)           「略」 
 
(サウンディング調査) 

第2106条 サウンディング調査の主な試験方法は次の各号に掲げる

(1)             「略」 

とおりで、方

法の選択は設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

(2)簡易動的コーン貫入試験 

簡易動的コーン貫入試験の試験方法は、JGS 1433-2003

(3)             「略」 

に準拠するもの

とする。 

(4)ポータブルコーン貫入試験 

   ポータブルコーン貫入試験の試験方法はJGS 1431-2003

    (5) 原位置ベーンせん断試験 

に準拠するも

のとする。 

  原位置ベーンせん断試験の試験方法はJGS1411-2003

 ２              「略」 

に準拠するものと

する。 

 
 

２～９             「略」 
 10 

 ボーリング作業中は、地盤の構成と土質・地質及び地下水の状況を判定

するため、

作業日報 

下記の

   (1)～(10)          「略」 
事項を作業日報に記入するものとする。 

 
(サウンディング調査) 

第2106条 サウンディング調査の主な試験方法は次の

(1)             「略」 

とおりで、方法の選択は

設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

(2)簡易動的コーン貫入試験 

簡易動的コーン貫入試験の試験方法は、JGS 1433

(3)             「略」 

に準拠するものとす

る。 

(4)ポータブルコーン貫入試験 

   ポータブルコーン貫入試験の試験方法はJGS 1431

    (5) 原位置ベーンせん断試験 

に準拠するものとす

る。 

  原位置ベーンせん断試験の試験方法はJGS1411

  
に準拠するものとする。 

２              「略」 
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（土質試験） 

第2107条 土質試験の方法は、原則として日本工業規格、地盤工学会基準等に準じ

て行うものとする。 

２ 土粒子の密度等の物理的性質を求める試験、土のせん断抵抗角や透水係数

等の力学的性質

 ３              「略」 

を求める試験の方法の選択は、設計図書又は調査職員と協議

し、現場状況に適合した適切な方法を選択するものとする。 

 
（アンカー試験） 

第2108条 アンカー試験の種類と方法は次の各号に掲げる

  (1)～(2)           「略」 

とおりで、試験の種類

の選択は、設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

  (3) 載荷試験 

載荷試験は、平板載荷試験と一点載荷試験があり、方法の選択は、設計図書

又は調査職員の指示によるものとする。 

ア 平板載荷試験 

   平板載荷試験の方法は、地盤工学会の「地盤の平板載荷試験方法

（JGS1521-2003）」に準拠するものとする。 

    試験の結果は、調査地の諸元及び測定値等を整理し、荷重強度－変位曲線等

にまとめるとともに、地盤の変形係数を求めるものとする。 

イ 一点載荷試験        「略」 

 

（土質試験） 

第2107条 土質試験の方法は、原則として日本工業規格、地盤工学会規格等に準じ

て行うものとする。 

２ 物理的性質を求める試験、力学的性質を求める試験及び残留せん断強さ

 ３               「略」 

を

求める試験の方法の選択は、設計図書又は調査職員と協議し、現場状況に適

合した適切な方法を選択するものとする。 

 
（アンカー試験） 

第2108条 アンカー試験の種類と方法は次の

  (1)～(2)           「略」 

とおりで、試験の種類の選択は、

設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

  (3) 載荷試験 

載荷試験は、平板載荷試験と一点載荷試験があり、方法の選択は、設計図書

又は調査職員の指示によるものとする。 

①�  平板載荷試験 

  平板載荷試験の方法は、地盤工学会の「地盤の平板載荷試験方法」に準拠

するもとする。 

    試験の結果は、調査地の諸元及び測定値等を整理し、荷重強度－変位曲線等

にまとめるとともに、地盤の変形係数を求めるものとする。 

② 一点載荷試験        「略」 
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第３節 土壌調査 

（土壌断面調査） 

第2109条 土壌断面の調査は、治山植生の導入方法等を検討するための基礎資料を

得ることを目的に、「森林土壌の調べ方とその性質」（森林土壌研究会編）に示

す調査方法に準じて行うものとする。 

 ２～５             「略」 
 
（土壌孔隙調査） 

第2110条 土壌孔隙調査は、治山植生の導入方法等を検討するための基礎資料を得

ることを目的に行うもので、土壌を構成する細土、礫及び根などの固体と、固

体と固体との孔隙を満たしている水（液体）及び空気（気体）の三相組成につ

いて容積比、重量比等を測定するものとする。 

 ２               「略」 
 
（浸透能試験） 

第 2111条 土壌の浸透能試験は、地表面にある水が土壌に一定時間で吸収される割

合を検討するための基礎資料を得ることを目的に行うもので、次の各号に掲げ

る方法があり、測定方法及び測定機器の設置位置等は、現地の状況に応じて選

定するものとする。 

  (1)～(3)            「略」 

 

 

第３節 土壌調査 

（土壌断面調査） 

第2109条 土壌断面の調査は、「国有林野土壌調査方法書」及び「日本の森林土壌

調査」に準じて行うものとする。 

 

 ２～５             「略」 
 
（土壌孔隙調査） 

第2110条 土壌孔隙調査は、土壌を構成する細土、礫及び根などの固体と、固体と

固体との孔隙を満たしている水（液体）及び空気（気体）の三相組成について

容積比、重量比等を測定するものとする。 

 

 ２               「略」 
 
（浸透能試験） 

第 2111条浸透能試験の測定方法は次のとおりで、測定方法及び測定機器の設置位

置等は、調査の目的に応じて選定するものとする。 

 

 

  (1)～(3)            「略」 
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第４節 林況、植生調査 

（森林調査） 

第2112条 林況、植生の現地調査は、既存資料による調査を補完するもので、次

の各号の方法があり、調査方法は設計図書又は調査職員と協議し現地の状況に

応じて選択するものとする。 

(1)コドラート法  

コドラート法は、出現植物の種類やその生育状況、現存植生の配置等を面的

に把握するもので、標本区は草地や林分を代表する標準的な位置とするが、標

本区数は特記仕様書による。 

(2)ライントランセクト法 

 ライントランセクト法は、樹木の種類や配置、出現頻度等を、線的な縦断方

向で把握し、林相断面図を作成するために実施する。林分の階層構造を把握す

るために、縦断線上に樹冠（クローネ）がかかる植生を調べる。 

標本区の長さは、構成主体樹木の樹高の２倍程度とするが、標本区数は特記

仕様書による。 

(3)ベルトトランセクト法 

ベルトトランセクト法は、樹木の種類や配置、出現頻度等を、幅を有した縦

断方向で把握し、林相断面図・樹冠投影図を作成するために実施する。 

調査幅は 5ｍを標準とするが、構成主体樹木が大きい場合には 5～10ｍ程度

とする。 

  林相断面図は、縦断方向の特定の線上に樹冠（クローネ）が掛かる樹木を対

象に、林分の階層構造を図示する。 

標本区の長さは、構成主体樹木の樹高の２倍程度とする。 

(4)立木調査 

立木調査は、調査対象地の立木の種類、樹高、胸高直径等について定量的に

把握する。 

 

 
第５節 林況・植生調査 

第2113条 林況・植生の現地調査は、既存資料による調査を補完するもので、調査

方法は設計図書又は調査職員と協議して次のうちから現状に適合した方法を

選択するものとする。 

 

 (1)コドラート法  

コドラート法は、出現植物の種類や状況及び現存樹木の配置状況等を把握す

るもので、面的な標本区を設定して種、樹高、草丈等を調査するが、標本区数

は特記仕様書による。 

(2)ライントランセクト法 

 ライントランセクト法は、林相区分又は特徴的な地形等ごとの樹木等の配置

又は出現頻度等を把握するもので、標本区を設定して種、樹高、草丈等を調査

するが、標本区数は特記仕様書による。 

標本区の長さは、構成主体樹木の樹高の２倍程度とする。 
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（相対照度の測定） 

第2113条 相対照度の測定は、林内と林外において同時に一定時間の累積照度を

測定し、林外の照度を100とする百分率で林内相対照度を表すものとす

る。 

 
第５節 気象調査 

（現地における気象調査） 

第2114条 現地における気象調査は、現地に観測機器を設置して次の各号の調査

を行うもので、観測施設の設置位置等は設計図書又は調査職員の指示によるも

のとする。 

（1） 降水量調査 

自記雨量計等により調査する。 

降雪量を水量として調べる場合は、熱融解式の自記雨量計等を用いて調査

する。 

（2） 降雪量調査 

降雪量を深さとして調べる場合は、観測員により平板に積もった深さを測

定尺等によりcm／日として累積記録する方法を基本とする。 

超音波あるいはレーザー計測等で自動記録する方法による場合は、枯葉や霜

柱による誤値発生を起こさないように留意しなければならない。 

(3)～(4)             「略」 

(5)  積雪深調査、融雪量調査 

測定尺等を用いて積雪断面の深さ及び各層の厚さ、雪質等を調査する。 

(6)  日射量・照度時間調査 

 現地に照度計等を設置して、日射量、照度時間を調査する。 

 

（相対照度の測定） 

第2114条 相対照度の測定は、林内と林外において同時に一定時間の累積照度を測

定し、林外の照度を100とする百分率で林内相対照度を表すものとする。 

 
 
第４節 気象調査 

第2112条 気象現地調査は、現地に観測機器を設置して次の調査を行うもので、施

設の設置位置等は調査職員の指示によるものとする。 

 

 

(1)  降水量調査 

自記雨量計等により調査する。 

 

 

(2) 降雪量調査 

測定尺等を用いて調査する。 

  

 

 

(3)～(4)             「略」 

(5) 積雪深調査 

測定尺等を用いて積雪断面の深さ及び各層の厚さ、雪質等を調査する。 
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第６節 流量調査 

（流量調査） 

第2115条 流量調査の調査方法は次のとおりで、調査方法は設計図書又は調査職員

と協議して選択する。 

 (1)～(2)           「略」 

（3）洪水痕跡法 

   洪水痕跡法は、洪水後の浸水痕跡、植被のはがれ等両岸の洪水痕跡から洪水

位を測定して流積を求め、上下流の洪水痕跡の高低差から洪水流の水面勾配を

想定して平均流速公式により流速を推算し、対象とした洪水の最大洪水流量を

求めるものとする。 

 

 

第７節 滞水・湧水調査 

（滞水・湧水調査） 

第 2116条             「略」 

 

 

 

第６節 流量等調査 

（流量調査） 

第2115条 流量調査の調査方法は次のとおりで、調査方法は設計図書又は調査職員

と協議して選択する。 

 (1)～(2)           「略」 

（3）洪水位こん跡法 

   洪水位こん跡法は、洪水後の浸水及び植被のはがれ等のこん跡から水位、流

積を求め、流速を推定して流量の計算を行うものとする。 

 

 

 

 

第７節 滞水・湧水調査 

（滞水・湧水調査） 

第 2116条             「略」 
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第８節 環境

(自然環境調査) 

調査 

第2117条 自然環境に関する現地調査は、既存の資料による調査を補完するもの

で、植物調査、動物調査、水質環境調査とするが、調査の種類、調査項目、調

査方法は設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

２              「略」 
３ 動物調査の対象は、哺乳類､鳥類、は虫類、両生類、魚類、昆虫類等とし、

動物の生息種、その分布状況、貴重種の生息

  主な調査手法は、次の

状況等を把握するものとする。 

各号に掲げる

(1)             「略」 
ものがある。 

(2)鳥類 

ラインセンサス法、定点法 

直接観察法 

(3)両生類・は虫類 

(4)魚類・貝類 

採集法 

任意採集法、わな（トラップ）による採取法 
(5)昆虫類 

 ４               「略」 
５ 

 ６ 調査結果は図表に取りまとめるものとする。 

自然景観調査は、主要眺望点等からの眺望写真を原則とするが、必要に

応じて治山対策をグラフィックデータとして眺望写真に合成するものとす

る。 

 

第８節 自然環境影

(自然

響調査 

環境影響

第2117条 自然環境影響調査は、植物調査、動物調査、水質環境調査とするが、調

査の種類、調査項目、調査方法は設計図書又は調査職員の指示によるものとす

る。 

調査) 

２              「略」 
３ 動物調査の対象は、哺乳類､鳥類、は虫類、両生類、魚類、昆虫類等と

し、動物の生息種、その分布状況、貴重種の生育

  主な調査手法は、

状況等を把握するものと

する。 

次の

 (1)             「略」 
ものがある。 

(2)鳥類 

ラインセンサス法、定点法、採集法 

(5)

直接観察法 

 両生類・は虫類 

 (4)魚類・貝類 

採集法 

(3)

任意採集法、

昆虫類 

 ４               「略」 
ベイトトラップ法、ライトトラップ法 

 
 
５ 調査結果は数表に取りまとめるものとする。  
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第２章 地すべり調査 

第１節 

(

地形調査 

地形計測

第2201条 

) 

 

必要に応じて第2101条に示す地形計測を行い、既存の基本図や地形図

等の精度を補完するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(地形計測結果の整理) 

 
第2202条 地形計測結果の整理は第2102条によるものとする。 

 
第２章 地すべり防止調査 

第１節 気象調査 

(気象調査) 

第2201条 

２ 

気象調査は、現地での観測を原則とするが、困難な場合は調査職員

と協議して、最寄りの気象観測所の観測データを用いるものとする。なお、こ

の場合は必要に応じてデータを補正するものとする。 

３ 

一般気象調査は、地すべり地及びその周辺地域の気温、湿度、風速、風向、

日射量及び日照時間等の気候データを継続観測するもとする。 

４ 

降水量調査は、現地で自記雨量計又は自動観測システムに接続した転倒ま

す式雨量計による観測を標準とし、降雨と地すべり移動の関連性を調査する

ものとする。 

５ 

積雪量調査の観測方法は雪尺による方法及び超音波や光センサーを利用

した積雪深計による方法があり、選択は設計図書又は調査職員の指示による

ものとする。 

６ 

融雪量調査には、現地で直接測定する方法と気温等を観測して融雪量等を

推定する方法があり、その選択は設計図書又は調査職員の指示によるものと

する。 

 

調査の結果は、地すべり移動と関連する気象条件が把握できるように、

図表等に取りまとめるものとする。 
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第２節 地表移動量調査 

(簡易変位板) 

第2203

 

条 地すべりによるクラックを挟んで杭に丁張をかけ、移動による丁張の

ずれを観測するものとする。 

(標識観測) 

第2204

 ２              「略」 

条 標識観測の方法には、見通し線測量、高低測量、三角測量、空中写真

及びＧＰＳがあり、観測方法は設計図書又は調査職員の指示によるものとす

る。 

 
(地表伸縮計による観測) 

第 2205 条 地表伸縮計による観測は、地すべりの亀裂をはさんだ２地点間をイン

バー線で連結し、その伸縮量を測定し、移動時期、移動量を測定するものとす

る。 
 ２～４            「略」 
 
(地盤傾斜計による観測) 

第 2206 条 地盤傾斜計による観測は水管式傾斜計を用い、Ｎ-Ｓ及びＥ-Ｗ方向に

直交する２台一組を水平にガラス板の上に設置して行うものとする。 
 
２              「略」 
３ 調査結果は、観測数値の差を傾斜量として、平面図に方向や傾斜量を合成

した傾斜方向、傾斜量を表示し、比較的小さな地すべり変動が、各地点で把

握できるように

 
作成するものとする。 

第２節 地表移動量調査 

(簡易変位板) 

第2202

 

条 地すべりによるクラックを挟んで杭に丁張をかけ、移動による丁張

のずれを観測するものとする。 

(標識観測) 

第2203

 ２              「略」 

条 標識観測の方法には、見通し線測量、高低測量、三角測量、空中写

真及びＧＰＳがあり、観測方法は設計図書又は調査職員の指示によるもの

とする。 

 
(地表伸縮計による観測) 

第2204条 地表伸縮計による観測は、地すべりの亀裂をはさんだ２地点間をイン

バー線で連結し、その伸縮量を測定し、移動時期、移動量を測定するものとす

る。 
 ２～４            「略」 
 
(地盤傾斜計による観測) 

第2205条 

２              「略」 

地表伸縮計による観測は、地すべりの亀裂をはさんだ２地点間をイ

ンバー線で連結し、その伸縮量を測定し、移動時期、移動量を測定するも

のとする。 

３ 調査結果は、各地点ごとに変動量、最大傾斜角を計算した解析等を行い、

平面図に移動方向、移動量をベクトルで表示するなど、地すべりの現況が把

握できるものを

 
作成するものとする。 
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             新              旧 
第３節 物理探査 

(弾性波探査) 

第2207

 

条 弾性波探査は第2103条によるものとする。 

(電気探査) 

第2208

 

条 電気探査は第2104条によるものとする。 

(地温探査) 

第2209

２               「略」 

条 測定時期は、原則として地下１ｍの平常地温と地下水温の差が５℃以

上となる夏期を選定するものとする。 

３ 測定の結果は、地下水分布図等の作成・解析に利用できる資料として

 

取り

まとめるものとする。 

(自然放射能探査) 

第2210

２ 

条 自然放射能探査の測定は、測線上の５～10ｍ間隔において携帯用NaI

（ヨウ化ナトリウム）検出器により行い、γ線スペクトル分析法等によって

放射能（γ線）計数率を求めるものとする。 

測定の結果は、破砕帯、断層及び地下水脈等の推測・解析に利用できる資

料として取りまとめる

 
ものとする。 

(電磁探査) 

第2211

２ 測定の結果は、

条 電磁探査の探査方法には、MT法、CSAMT法及びTEM法があり、調査方法

は設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

地層、岩相等の推測・解析に利用できる資料として

 

取り

まとめるものとする。 

 
 

第３節 物理探査 

(弾性波探査) 

第2206

 

条 弾性波探査は第2103条によるものとする。 

(電気探査) 

第2207

 

条 電気探査は第2104条によるものとする。 

(地温探査) 

第2208

２               「略」 

条 測定時期は、原則として地下１ｍの平常地温と地下水温の差が５℃

以上となる夏期を選定するものとする。 

３ 調査結果は、１ｍ深地温分布図に

 

取りまとめるものとする。 

 
(自然放射能探査) 

第2209

２ 

条 自然放射能探査の測定は、測線上の５～10ｍ間隔において携帯用NaI

（ヨウ化ナトリウム）検出器により行い、γ線スペクトル分析法等によっ

て放射能（γ線）計数率を求めるものとする。 

調査結果は、平面図等に高測定値を示すゾーンの分布を記入する

 

ものとす

る。 

(電磁探査) 

第2210

２ 測定の結果は、

条 電磁探査の探査方法には、MT法、CSAMT法及びTEM法があり、調査方

法は設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

測定図に

 
取りまとめるものとする。 
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（リモートセンシング） 

第2212

２ 測定の結果は、

条 リモートセンシングは、地表物から反射・放射された電磁波を測定し、

地質構造や地下水の状態を把握するもので、測定に用いるセンサーは観測目

的に応じた適切なものを選定するものとする。       

地質構造や地下水の状態等推測・解析に利用できる資料と

して

 
取りまとめるものとする。 

第４節 ボーリング調査 

(ボーリング調査) 

第2213

 

条 ボーリング調査は第2105条に準ずるものとする。 

第５節 物理検層 

(電気検層) 

第2214

２ 電極間隔は、ボーリング孔径の0.8～3.0倍の範囲で２種類以上の電極間隔

を組み合わせたものを標準とする。 

条 電気検層の測定方法は、掘削中又は掘削完了後のボーリング孔内を利

用する比抵抗検層法のノルマル検層(2極法)によるものとし、他の方法によ

る場合は調査職員と協議するものとする。 

３ 測定の結果は、地下構造、地層の厚さ、風化状況等の推定・解析に利用で

きる資料として

 

取りまとめるものとする。 

(速度検層) 

第2215

２ 

条 速度検層の測定方法は、PS検層、サスペンションPS検層、音波検層を

標準とし、地質条件や地下水条件、現地状況に適合した方法を設計図書又は

調査職員の指示により選択するものとする。 

 

測定の結果は、地すべり層区分の判定、岩盤物性等の推定・解析に利用で

きる資料として、取りまとめるものとする。 

（リモートセンシング） 

第2211条 リモートセンシングは、地表物から反射・放射された電磁波を測定

し、地質構造や地下水の状態を把握するもので、測定に用いるセンサーは

観測目的に応じた適切なものを選定するものとする。       

２ 測定の結果は、図表に

 
取りまとめるものとする。 

 
第４節 ボーリング調査 

(ボーリング調査) 

第2212

 

条 ボーリング調査は第2105条に準ずるものとする。 

第５節 物理検層 

(電気検層) 

第2213

２ 電極間隔は、ボーリング孔径の0.8～3.0倍の範囲で２種類以上の電極間隔

を組み合わせたものを標準とする。 

条 電気検層の測定方法は、掘削中又は掘削完了後のボーリング孔内を

利用する比抵抗検層法のノルマル検層(2極法)によるものとし、他の方法に

よる場合は調査職員と協議するものとする。 

３ 測定の結果は、見掛け比抵抗の変化を図表に

 

取りまとめるものとする。 

 

(速度検層) 

第2214

２ 

条 速度検層の測定方法は、PS検層、サスペンションPS検層、音波検層

を標準とし、地質条件や地下水条件、現地状況に適合した方法を設計図書

又は調査職員の指示により選択するものとする。 

測定結果からP波及びS波の走時曲線を作成し、各地層の弾性波速度を決定

し、図表に取りまとめるものとする。弾性波速度は、地すべり層区分判定の

資料とするほか、各速度層のポアソン比(ν)、ヤング率(Ｅ)等を求めること

にも利用

 
する。 



「治山事業調査等業務共通仕様書の一部改正について」新旧対照表 
             新              旧 
第６節

（標準貫入試験） 

 貫入試験 

第2216条 貫入試験は第2106条第１号又は第３号

 

によるものとする。 

 

第７節

(試料の採取) 

 土質・岩石試験 

第2217条 試料の採取は、次の各号の

(1)  地表からのオープンカット、観測井及び試掘坑など直接地盤から

方法を標準とし、採取方法は設計図書又は

調査職員の指示によるものとする。 

試料

  (2)～(3)            「略」 
採取。 

 ２                「略」 
３ 採取した試料には、次の各号に掲げる

  (1)～(7)            「略」 
記録を付するものとする。 

 
(土質試験) 

第2218

 

条 土質試験は第2107条によるものとする。 

(岩石試験) 

第2219条 岩石試験は、原則として日本工業規格、地盤工学会基準

 ２                「略」 

等に準じて行

うものとし、試験の方法は、設計図書又は調査職員と協議し、現場状況に適

合した適切な方法を選択するものとする。 

第８節

（標準貫入試験） 

 貫入試験 

第2228条 貫入試験は第2106条の（１）または（３）

 

によるものとする。 

 

第９節

(試料の採取) 

 土質・岩石試験 

第2229

(1)  地表からのオープンカット、観測井及び試掘坑など直接地盤から

条 試料の採取は、次の方法を標準とし、採取方法は設計図書又は調査

職員の指示によるものとする。 

資料

  (2)～(3)            「略」 
採取。 

 ２                「略」 
３ 採取した試料には、次の記録を付するものとする。 

  (1)～(7)            「略」 
 
(土質試験) 

第2230

 

条 土質試験は第2107条によるものとする。 

(岩石試験) 

第2231条 岩石試験は、原則として日本工業規格、地盤工学会規格

 ２                「略」 

等に準じて

行うものとし、試験の方法は、設計図書又は調査職員と協議し、現場状況

に適合した適切な方法を選択するものとする。 

 



「治山事業調査等業務共通仕様書の一部改正について」新旧対照表 
             新              旧 

(

第８節 粘土鉱物試験 

粘土鉱物試験

第 2220 条 粘土鉱物試験の試験方法は、試薬反応試験及びＸ線回折試験を標準と

し、試験の方法は設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

) 

 ２               「略」 
 
第９節

(年代測定調査) 

 年代測定調査 

第2221 C14条 年代測定調査の方法は、 年代測定法及び火山灰編年法による年代

測定を標準とし、方法は設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

 ２               「略」 
 
第１０節

(試掘観察調査) 

 試掘観察調査 

第2222

２ 土質・岩石試験あるいは粘土鉱物試験のための試料採取の場合は、第

条 試掘観察調査は、集水井、排水トンネル又はテストピット等により、

地層を直接観察して土質、風化の状況及び湧水状況を把握するものとする。 

2217

 ３               「略」 
条によるものとする。 

 

第１０節 

(地すべり粘土鉱物試験) 
地すべり粘土鉱物試験 

第2232条 地すべり粘土鉱物試験の試験方法は、試薬反応試験及びＸ線回折試験

を標準とし、試験の方法は設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 
 ２               「略」 
 
第１１節 年代測定調査 

(年代測定調査) 

第2233 C14条 年代測定調査の方法は、 年代測定法及び火山灰編年法による年代

測定を標準とし、方法は設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

 ２               「略」 
 
第１２節

(試掘観察調査) 

 試掘観察調査 

第2234

２ 土質・岩石試験あるいは粘土鉱物試験のための試料採取の場合は、第

条 試掘観察調査は、集水井、排水トンネル又はテストピット等により、

地層を直接観察して土質、風化の状況及び湧水状況を把握するものとする。 

2229

 ３               「略」 
条によるものとする。 
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第１１節

(気象調査) 

 気象調査 

第2223

 ２～５             「略」 

条 気象調査は、現地での観測を原則とするが、困難な場合は調査職員と

協議して、最寄りの気象観測所の観測データを用いるものとする。なお、こ

の場合は必要に応じてデータを補正するものとする。 

 ６              「削除」 
 
 
第１２節

(地下水位調査) 

 地下水調査 

第2224

２               「略」 

条 地下水位調査の測定方法は、触針式、フロート式自記水位計による観

測、水圧式センサーを使用した自記水位計による観測とし、調査方法は設計

図書又は調査職員の指示によるものとする。 

 
(間隙水圧調査) 

第 2225 条 間隙水圧調査は、すべり面付近の水圧のみが測定可能なように、あら

かじめすべり面及び地下水帯の位置を十分確認してから行うものとする。 
 ２～３             「略」 
 

 
第１節

(気象調査) 

 気象調査 

第2201

 ２～５             「略」 

条 気象調査は、現地での観測を原則とするが、困難な場合は調査職員

と協議して、最寄りの気象観測所の観測データを用いるものとする。なお、

この場合は必要に応じてデータを補正するものとする。 

６ 

 

調査の結果は、地すべり移動と関連する気象条件が把握できるように、

図表等に取りまとめるものとする。 

第７節

(地下水位調査) 

 地下水調査 

第2220

２               「略」 

条 地下水位調査の測定方法は、触針式、フロート式自記水位計による

観測、水圧式センサーを使用した自記水位計による観測とし、調査方法は

設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

 
(間隙水圧調査) 

第2221条 間隙水圧調査は、すべり面付近の水圧のみが測定可能なように、あら

かじめすべり面及び地下水帯の位置を十分確認してから行うものとする。 
 ２～３             「略」 
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(地下水検層) 

第2226条 地下水検層には、次の各号に掲げる

(1) 

地下水の電気抵抗を測定する自然

水位検層（食塩水検層）、汲み上げ検層、ステップ検層と、温度を測定する

温度検層等があり、調査方法は設計図書又は調査職員の指示によるものとす

る。 

自然水位検層、汲み上げ検層 

ボーリング孔内の地下水に対して、所定の深度毎の電気抵抗を観測する検

層である。 

(2) 

観測は塩化ナトリウム投入前及び投入直後、10、20、30、60、120、180分

間隔で、電気抵抗の変化を記録する。孔内の地下水が自然の状態における

水位に対して行う「自然水位検層」と、地下水を強制的に汲み上げ観測を

行う「汲み上げ検層」がある。 

ステップ検層 

ボーリング掘削の各段階において、自動地下水検層器を用いて行う検層で

ある。 

１ステップの観測は、塩化ナトリウム投入・攪拌、自動地下水検層器の挿

入設置及び撤去のサイクルを繰り返して行う。 

２～３             「略」 

削孔完了後に形成された地下水位に対して、塩化ナトリウム投入前及び投

入直後、5、10、20、30、45、60、90、120、180、240、360、480、600、

720分に自動地下水検層器で観測する。 

 

(地下水検層) 

第2222条 地下水検層には、地下水の電気抵抗を測定する自然水位検層（食塩水

検層）、汲み上げ検層、ステップ検層と、温度を測定する温度検層等があり、

調査方法は設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２～３             「略」 
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(地下水追跡調査) 

第2227条 地下水追跡調査に使用するトレーサーは、環境等に配慮し食塩（指標： 
塩素イオン）を標準とし、投入孔は地すべり区域上流部の凹地や破砕帯等、 
地下水の起源の推定が可能なところとする。 

２               「略」 
３ 調査の結果は、バックグラウンドの数値以上の値の検出により、地下水の流 
路及び流速を推定し、次の各号の図表等にまとめるものとする。 
(1)～(4)             「略」 
 

(簡易揚水試験) 

第2228

２               「略」 

条 簡易揚水試験は掘進中のボーリング孔を使用して行うものとし、一定

のボーリング区間ごとに掘進を止めて測定するものとする。 

 
(揚水試験) 

第2229

２～５             「略」 

条 揚水試験の揚水孔は、対象とする地下水層に当たる区間のみにストレ

ーナ加工を施した保孔管を挿入し、地下水層の上下をグラウトにより遮水す

るものとする。 

 
(水質調査) 

第2230

２               「略」 

条 水質調査には現地測定と室内試験があり、調査方法及び調査項目につ

いては設計図書又は調査職員の指示により、現地の状況に適合した方法等を

選択するものとする。 

３ 測定の結果は、次の各号の

  (1)～(3)            「略」 
項目を明記して、図表に整理するものとする。 

(地下水追跡調査) 

第2223条 地下水追跡調査に使用するトレーサーは、環境等に配慮し食塩（指標： 
塩素イオン）を標準とし、投入孔は地すべり区域上流部の凹地や破砕帯等、 
地下水の起源の推定が可能なところとする。 

２              「略」 
３ 調査の結果は、バックグラウンドの数値以上の値の検出により、地下水の流 
路及び流速を推定し、次の図表等にまとめるものとする。 
(1)～(4)            「略」 
 

(簡易揚水試験) 

第2224

２              「略」 

条 簡易揚水試験は掘進中のボーリング孔を使用して行うものとし、一

定のボーリング区間ごとに掘進を止めて測定するものとする。 

 
(揚水試験) 

第2225

２～５            「略」 

条 揚水試験の揚水孔は、対象とする地下水層に当たる区間のみにスト

レーナ加工を施した保孔管を挿入し、地下水層の上下をグラウトにより遮

水するものとする。 

 
(水質調査) 

第2226

２              「略」 

条 水質調査には現地測定と室内試験があり、調査方法及び調査項目に

ついては設計図書又は調査職員の指示により、現地の状況に適合した方法

等を選択するものとする。 

３ 測定の結果は、次の項目を明記して、図表に整理するものとする。 

  (1)～(3)           「略」 
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(地下水流出量調査) 

第2231条 地下水流出量調査の測定には次の各号の

  (1)～(3)           「略」 

方法があり、現地の状況に適

合した方法を設計図書又は調査職員の指示により選択するものとする。 

２              「略」 
 
第１３節

(すべり面測かんによる観測) 

 地中変動量調査 

第2232

２              「略」 

条 すべり面が複数存在すると考えられる場合は、深さを変えて複数の測

かんを設置するものとする。 

 
(パイプひずみ計による観測) 

第2233

２～４            「略」 

条 観測に使用するひずみ計は、地すべり移動方向が明らかな場合は１

方向２ゲージ式とし、明確でない場合は２方向４ゲージ式とし、ゲージの貼

付間隔は1.0ｍを標準とするものとする。 

 
(孔内傾斜計による観測) 

第2234

２～３            「略」 

条 孔内傾斜計による観測は、直交した２方向に案内溝を持つガイドパイ

プをボーリング孔に挿入し、孔壁との空隙にグラウトを行って固定し、定期

的に傾斜計を挿入して計測するものとする。 

 
 

(地下水流出量調査) 

第2227

  (1)～(3)           「略」 

条 地下水流出量調査の測定には次の方法があり、現地の状況に適合し

た方法を設計図書又は調査職員の指示により選択するものとする。 

２              「略」 
 
第６節

(すべり面測かんによる観測) 

 地中変動量調査 

第2215

２              「略」 

条 すべり面が複数存在すると考えられる場合は、深さを変えて複数の

測かんを設置するものとする。 

 
(パイプひずみ計による観測) 

第2216

２～４            「略」 

条 観測に使用するひずみ計は、地すべり移動方向が明らかな場合は１

方向２ゲージ式とし、明確でない場合は２方向４ゲージ式とし、ゲージの

貼付間隔は1.0ｍを標準とするものとする。 

 
(孔内傾斜計による観測) 

第2217

２～３            「略」 

条 孔内傾斜計による観測は、直交した２方向に案内溝を持つガイドパ

イプをボーリング孔に挿入し、孔壁との空隙にグラウトを行って固定し、

定期的に傾斜計を挿入して計測するものとする。 
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(地中伸縮計による観測) 

第2235

２              「略」 

条 観測に使用するワイヤの先端は、すべり面下の基岩層にグラウトによ

り固定するとともに、動きやすいようにワイヤは保孔管の中を通し、保孔管

の外周は砂又はグラウトにより充填するものとする。 

 
(多層移動量計による観測) 

第2236

２～３            「略」 

条 多層移動量計の設置は、ワイヤをガイドパイプに取り付ける場合と、

ワイヤを塩化ビニール管内に取り付ける場合があり、方法の選択は設計図書

又は調査職員の指示によるものとする。 

 
第１４節 

(孔内載荷試験) 

施工計画調査 

第2237

２              「略」 

条  ボ－リング孔内載荷試験には、等分布荷重方式と等変位方式があり、

試験の方法は設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

 
 

 (アンカー試験) 

第2238条  アンカー試験は第2108条によるものとする。 

 

(地中伸縮計による観測) 

第2218

２              「略」 

条 観測に使用するワイヤの先端は、すべり面下の基岩層にグラウトに

より固定するとともに、動きやすいようにワイヤは保孔管の中を通し、保

孔管の外周は砂又はグラウトにより充填するものとする。 

 
(多層移動量計による観測) 

第2219

２～３            「略」 

条 多層移動量計の設置は、ワイヤをガイドパイプに取り付ける場合と、

ワイヤを塩化ビニール管内に取り付ける場合があり、方法の選択は設計図

書又は調査職員の指示によるものとする。 

 
第１３節 

(孔内載荷試験) 

孔内載荷試験 

第2235

２              「略」 

条  ボ－リング孔内載荷試験には、等分布荷重方式と等変位方式があり、

試験の方法は設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

 
 

 (アンカー試験) 

第2236

 
条 アンカー試験は第2108条によるものとする。 
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第３編 解析等調査 

第１章 山地治山等調査 

第１節 

(山地治山等調査

山地治山等調査の概要 

の概要

第3101条 山地治山等調査は、

) 

事業の目的及び対象地区の現況等に応じて、次の

各号の内容について調査を行うものとし、第２編「一般調査」

(1) 

で示す水準の

調査を行う場合は、設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

山地治山事業 

   

山地治山事業は、荒廃地の復旧整備、荒廃危険地の崩壊等の予防を目

的として、治山施設の適切な配置と森林整備により、災害の防止及び

軽減、水源かん養を図るために必要な調査を行うものとする。 

            

 

「削除」 

 

  

(2) 防災林造成事業 

(3) 

防災林造成事業は、なだれの危険防止、土砂の流出及び崩壊の防備、

飛砂、潮害、風害又は霧害の防備を目的として、森林の造成及び整備

を図るために必要な調査を行うものとする。 

共生保安林整備事業 

 

共生保安林整備事業は、市街地若しくは集落又は主要公共施設の周辺

に存ずる森林の造成・改良・整備、自然環境の優れた地域等における

森林の景観、生態系等に配慮した総合的な整備を図るために必要な調

査を行うものとする。 

第３編 解析等調査 

第１章 山地治山等調査 

第１節 

(山地治山等調査) 

調査項目 

第3101条 山地治山等調査は、対象区域の現況及び事業の目的等に応じて、次

の調査を行うものとし、第２編一般調査

(1) 

で示す水準の調査を行う場合は、

設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

 

山地治山調査の調査項目は別表－１のうち、治山施設の適切な配置

と森林の整備によって災害の防止又は軽減等を図るに必要な調査

とする。  

(3)水土保全治山の調査項目は別表－１のうち、山地災害危険地の集中

した地域や水土保全機能の高度発揮が重要とされる地域及び火山地域

等において森林整備、荒廃地の復旧等を総合的に整備をするに必要な

調査とする。 

 

(5)防災林造成調査の調査項目は別表－１のうち、なだれ害、土砂流出

等を防止する森林の造成等に必要な調査とする。 

 

 

(6)共生保安林整備調査の調査項目は別表－１のうち、快適な生活環

境、自然環境の保全・形成を図るため、防災機能の発揮が必要とされ

る市街地若しくは集落又は主要公共施設の周辺に存する森林、自然環

境が優れた地域及び海岸における飛砂、潮害等の被害を受ける森林、

内陸部の風害地を受ける森林を総合的に整備するに必要な調査とす

る。 
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(4)水源地域整備事業 

水源地域整備事業は、水資源の確保と国土の保全等を目的として、重

要な水源地域、奥地水源地域等の荒廃地や荒廃森林における復旧整備

を実施するために必要な調査を行うものとする。 

(5)保安林整備事業 

保安林整備事業は、保安林及び治山事業施行地の森林の改良整備、保育、

保安林の買入に必要な調査を行うものとする。 

(6) 保安林管理道整備事業 

保安林管理道整備事業は、治山事業の計画的かつ効率的な実施及び保安

林の適正な維持管理を目的として、保安林管理道の開設・改良に必要な

調査を行うものとする。 

(7)その他の事業 

２ 

その他の事業は、前第１号から第６号のうち、類似するいずれか一つの

事業に準じて行うものとする。 

３ 

前項第１号から第５号及び第７号に示す事業の具体的な調査項目は、表－

１に示す内容を標準とし、事業の目的及び対象地区の現況等に応じて適宜増

減する事ができるものとするが、調査項目の選択は設計図書又は調査職員の

指示によるものとする。 

前項第６号に示す事業の具体的な調査項目は、林道事業調査等業務共通仕

様書  

 

第２章「解析等調査」に準じるものとする。 

 

 

(4)水源地域整備調査の調査項目は別表－１のうち、水源地域において荒

廃森林の総合的な整備を行うに必要な調査とする。 

 

 

(2)保安林整備調査の調査項目は別表－１のうち、植栽、保育等によって

適切に保安林を整備する若しくは買い入れするに必要な調査とする。 
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第２節 調査

(予備調査) 

項目 

第3102条 

～             「略」 

(現地踏査) 

第3103条 

 

(地形・地質・土壌等

第3104条 

調査) 

地形・地質・土壌等調査は、事業対象地の地形、土質、地質及び土壌

の特性について次の各号により

  

調査を行うものとする。 

（1）地形調査 

必要な場合は、設計図書又は調査職員の指示により、第２編第１章第１節「地

形調査」、第２節「土質、地質調査」及び第３節「土壌調査」に示す調査を

行い、資料を補完する。 

ア 山地治山等 

  調査対象地域の高度分布、起伏量、谷密度、傾斜、断面形

の地形特性を現地調査し、資料の確認・補正を行う。 

、方位等 

イ 

  調査区域の標高、方位、傾斜、形状、保全対象の位置等の地形特性 

なだれ防止林造成 

を現地調査し、資料の確認・補正を行う。 

ウ 

  調査区域の標高、方位、傾斜等の地形特性を現地調査し、資料の確 

土砂流出防止林造成 

認・補正を行うものとする。 

エ 

   調査対象地及びその周辺の陸上地形を現地調査し、また、必要な場

合は調査職員の指示により海底地形を調査し、資料の確認・補正を行

う。 

海岸防災林造成 

 

第２節 調査

(予備調査) 

区分 

第3102条 

～             「略」 

(現地踏査) 

第3103条 

 

(自然的特性

第3104条 

調査) 

自然的特性調査は、調査対象地域及びその周辺地域について、次

の

 

調査を行うものとする。 

 

 

（1）地形調査 

ア 山地治山等 

 調査対象地域の高度分布、起伏量、傾斜、水系、谷密度、

の地形特性を現地調査し、資料の確認・補正を行う。 

方位等 

エ 

  調査区域の標高、方位、傾斜、形状、保全対象の位置等の地形特性 

なだれ防止林 

を現地調査し、資料の確認・補正を行う。 

オ 

  調査区域の標高、方位、傾斜等の地形特性を現地調査し、資料の確 

土砂流出防止林 

認・補正を行うものとする。 

イ 

   調査対象地及びその周辺の陸上地形を現地調査し、また、必要な場

合は調査職員の指示により海底地形を調査し、資料の確認・補正を行

う。 

海岸防災林 
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オ 

  調査対象地及びその周辺の地形、地物、土地の利用状況等の地形特 

防風林造成 

性を現地調査し、資料の確認・補正を行う。 

（2）土質、地質調査 

ア 山地治山等 

  調査対象地域の土質及び地質の特性を現地調査し、資料の確認・補 

正を行う。 

イ 

   山地治山等に準ずるが、なだれ発生地では、積雪の移動による地 

なだれ防止林造成 

表の侵食あるいは露頭する基岩の擦痕、運ばれた土石の堆積地等を把 

握し、なだれ発生箇所及び規模等の資料の確認・補正を行う。 

ウ 

  山地治山等に準ずるが、植栽樹種の選定、侵食等に対する対策を検 

土砂流出防止林造成 

討するため調査対象地並びにその周辺の土壌、土質及び地質の特性を 

把握し、資料の確認・補正を行う。 

エ 

  山地治山等に準ずるが、軟弱土層の分布する汀線付近では、構造物 

海岸防災林造成 

の沈下・破壊の生ずるおそれがあるので、地質特性を把握するため、 

調査職員の指示によりボーリング等による精査を行い、資料の確認・ 

補正を行う。 

オ 

   山地治山等に準ずるが、造成地は一般に平坦地が多く、局部的に地

下水の高い箇所が見られることに留意して、資料の確認・補正を行う。 

防風林造成 

（3）土壌調査 

ア 山地治山等 

  調査対象地域の土壌の成因、形態及び物理的、化学的

査し、資料の確認・補正を行う。 

性質を現地調 

 
 

ウ 

  調査対象地及びその周辺の地形、地物、土地の利用状況等の地形特 

防風林 

性を現地調査し、資料の確認・補正を行う。 

（2）土質・地質調査 

ア 山地治山等 

  調査対象地域の土質及び地質の特性を現地調査し、資料の確認・補 

正を行う。 

エ 

   山地治山等に準ずるが、なだれ発生地では、積雪の移動による地 

なだれ防止林 

表の侵食あるいは露頭する基岩の擦痕、運ばれた土石の堆積地等を把 

握し、なだれ発生箇所及び規模等の資料の確認・補正を行う。 

オ 

  山地治山等に準ずるが、植栽樹種の選定、侵食等に対する対策を検 

土砂流出防止林 

討するため調査対象地並びにその周辺の土壌、土質及び地質の特性を 

把握し、資料の確認・補正を行う。 

イ 

  山地治山等に準ずるが、軟弱土層の分布する汀線付近では、構造物 

海岸防災林 

の沈下・破壊の生ずるおそれがあるので、地質特性を把握するため、 

調査職員の指示によりボーリング等による精査を行い、資料の確認・ 

補正を行う。 

ウ 

   山地治山等に準ずるが、造成地は一般に平坦地が多く、局部的に地

下水の高い箇所が見られることに留意して、資料の確認・補正を行う。 

防風林 

（3）土壌調査 

ア 山地治山等 

     調査対象地域の土壌の成因、形態及び浸透性、保水性等土壌の理化学的

性質を現地調査し、資料の確認・補正を行う。 
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イ 海岸防災林造成 

山地治山等

ウ 

に準ずるが、植栽導入する場合は、砂の粒径、塩分含有量

等について調査する。 

山地治山等に準ずるが、防風施設等の構造等を決定する場合は、粒径、

密度、含水率等を把握し、風食発生の限界風速を調査する。 

防風林造成 

 
（海象・漂砂調査） 

第3105条 海象・漂砂調査は、調査対象地並びにその周辺の潮位・波浪の状況、

流況及び漂砂等について、次の各号により調査を行うものとする。 

(1)  潮位調査 

実測値及び推定値に基づいて、潮汐、高潮、津波による潮位、セイシ

ュ、副振動等の状況を調査

 

する。 

(2)

 既存の資料及び現地調査に基づいて波高、波長、波の周期、波向、波 

  波浪調査 

形勾配、再現期間等を把握する。 

(3)

 調査地海岸に影響を及ぼす卓越流の流向、流速、漂砂を調査する。 

 流況・漂砂調査 

 
（林況、植生調査） 

必要な場合は、設計図書又は調査職員の指示に基づき、第 2112 条第１号によ

る植被率・被度・優先度・群度の把握、樹幹解析や成長錐等を用いた追加調査

を行って資料を補完する。      

第3106条 林況、植生調査は、事業対象地及びその周辺の林分の種類、林齢、

樹高、胸高直径、樹冠、疎密度等のほか、下層植生の種類、生育状況等を調査

し、林相図、植生図等を作成するものとする。 

イ 海岸防災林 

山地治山

ウ 

に準ずるが、植栽導入する場合は、砂の粒径、塩分含有量

等について調査する。 

山地治山に準ずるが、防風施設等の構造等を決定する場合は、粒径、

密度、含水率等を把握し、風食発生の限界風速を調査する。 

防風林 

 

調査対象地並びにその周辺の

（5）海象・漂砂調査 

 

潮汐、波浪、流況及び漂砂の調査を行う。 

ア  潮汐調査 

調査地近傍の潮位記録を用いて、潮汐、高潮、津波等の頻度、周期、

継続時間等を把握

 イ  波浪調査 

する。 

 既存の資料及び現地調査に基づいて波高、波長、波の周期、波向、波 

形勾配、再現期間等を把握する。 

ウ 流況及び

 調査地海岸に影響を及ぼす卓越流の流向、流速、漂砂を調査する。 

漂砂調査 

 

     

（6）林況・植生調査 

ア 山地治山等 

調査対象地域及びその周辺の林況及び進入植生の特徴等を現地

調査し、資料の確認・補正を行う。 

イ なだれ防止林 

   

調査対象地の林分の種類、林令、樹高、立木密度等の林況特性、下

層植生の種類、生育状況等を把握し、植生図を作成する。 
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（気象調査） 

第3107条 気象調査は、事業対象地及びその周辺を対象に、最寄りの気象観測所

に設けられた観測施設の記録により、降水量・気温・降雪量・風等の気象特性

の調査を行うものとする。必要な場合は、設計図書又は調査職員の指示に基づ

き、第2114条による

 
調査を行って資料の補完を行う。 

（水文調査） 

第3108条 水文調査は、既存の水文資料の収集整理などを通じて事業対象流域の

水文量を把握し、Ｎ年確率雨量、計画施設箇所における最大洪水流量及び流下

可能流量等を算出するものとし、次の各号により調査を行うものとする。 

(1)  確率

   調査地の最寄り気象観測所等における降水量、洪水流量などの極値 

水文量計算 

データを収集し、当該地域の確率水文量を算出する。 

(2) 

   

流出解析 

流出解析の方法は、洪水流出解析と長期流出解析があるが、流域の特性 

 

を勘案して調査目的に見合った解析方法を選定する。 

 (3) 洪水流出量の計算 

原則として合理式法により

洪水時の流出量は、適切な計算モデルによって推定するものとするが、 

最大洪水流出量を算出

 

する。 

(4) 流量調査 

必要に応じて、設計図書又は調査職員の指示に基づき、第2115条による 

調査を実施する

 
。 

（4）気象調査 

調査対象地域及びその周辺における気象の特性を把握するとともに、必要

な場合は、設計図書又は調査職員の指示により観測機器による現地

 

調査を

行って資料の補完を行う。 

 

水文調査は、調査対象流域の水文量を把握し、Ｎ年確率雨量、計画施設

箇所における最大洪水流量及び流下可能流量等を算出するものとし、

（7）水文調査 

次に

留意して調査

  ア  確率

する。 

     調査地の最寄り気象観測所等における降水量、洪水流量などの極値

データを収集し、当該地域の確率水文量を算出する。 

水文量 

イ 

     

流域特性調査 

  ウ 

当該流域の形状（面積、傾斜、主流路長、エロンゲーション比等）

及びその流域の土地利用実態（植生、地被、田畑等）等を調査し、流

出計算等に必要な特性を把握する。 

流出量の推定 

流出量の推定は、調査職員の指示のある場合を除き、原則として合理

式法により流出量を推定

 
する。 
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(荒廃現況調査

第

) 

3109条 荒廃現況調査は、調査対象地域の荒廃現象について、現地踏査を主体

に、空中写真の判読結果と対比するなどして、対策工の必要性・工法の概略

を把握し、荒廃現況図を作成する。 

なお、整備目標を立案するため、調査対象地域及びその周辺地域について、

次の各号により調査を行うものとする。 

(1)侵食量調査 

渓流に設けられたダム施工年度とその堆砂量から侵食量を推定する。 

また必要に応じて設計図書又は調査職員の指示により、観測期間を定め

たピンによる斜面侵食・堆砂量の把握、斜面下部に流出土砂を受ける箱

を設置、ＵＳＬＥ法による侵食量予測計算を行って侵食量を予測する。 

(2)崩壊地

ポール及びメートル縄等による実測調査及び空中写真等から作成する 

調査 

地図情報等の読み取りにより、崩壊地の分布、特性等を把握

次の調査を行う。 

するため、 

ア 崩壊地分布調査 

0.01ha以上の崩壊地の面積、崩壊地

 

箇所数等の状況を把握し、当該地

域面積あるいは単位面積当たりの崩壊面積・箇所数を算出する。 

イ 要因調査 

地形・地質等、崩壊地

ウ 動態調査 

発生の素因及び降雨・地震等の誘因を把握する。 

(ｱ) 山腹斜面の土層が現に活動しているか又は活動するおそれがある

場合に、設計図書又は調査職員の指示により、地表移動標及びひず

み計等の設置観測を行い、地表又は土層中の変位量を把握する。 

(ｲ)調査は、第２編第２章第２節「地表移動量調査」及び第１３節

 

「地

中変動量調査」により行う。 

 

(荒廃現況等調査) 

第3105条 荒廃現況等調査は、整備目標を立案するため、調査対象地域及びそ

の周辺地域について、次の調査

 

を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 山腹荒廃地調査 

ポール及びメートル縄等による実測調査及び空中写真等から作成する

地図情報等の読み取りにより、山腹崩壊地、はげ山等

ア 

の分布、特性等

を把握する次の調査を行う。 

山腹荒廃地の分布、密度

０．０１ha以上の

調査 

山腹荒廃地の荒廃地面積、荒廃地

イ 要因調査 

箇所数等の状況を

把握し、当該地域面積あるいは単位面積当たりの崩壊面積・箇所数を

算出する。 

地形・地質等荒廃地

ウ 動態調査 

発生の素因及び降雨・地震等の誘因を把握する。 

(ｱ) 山腹斜面の土層が現に活動しているか又は活動するおそれがある

場合に、設計図書又は調査職員の指示により、地表移動標及びひずみ

計等の設置観測を行い、地表又は土層中の変位量を把握する。 

(ｲ)調査は、第２編第２章第２節「地表移動量調査」及び第６節「地中

変動量調査」により行う。 
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エ 形態調査 

崩壊地

オ 植生調査 

の形状等を調査し、調査区域の新生崩壊地等の崩壊形態及び崩

壊規模を把握する。 

崩壊地

カ 

及びその周辺部の林相・植生の種類、出現頻度、生育状況等を

把握する。 

     残留土砂量、拡大見込量、侵食土砂量を調査集計して、生産・流出・堆

積の相関関係を把握する。 

土砂量調査 

   キ             「略」 

（3）

現地調査及び空中写真の時系列分析等により、荒廃渓流の分布及び渓

流中の荒廃部分の分布、土砂流出の特性等を把握する

荒廃渓流調査 

ため、

ア 渓流荒廃地の分布

次の調査を

行う。 

・規模

原則として荒廃の延長が３０ｍ以上で、渓流の源頭部の勾配が20°ま

での渓流荒廃地の、延長、幅、深さを調査する。 

調査 

なお、必要に応じて設計図書又は調査職員の指示により渓岸侵食あるい

は土砂の堆積等の著しい渓流等を対象として、ポール、メートル縄及び

クリノメーター等による実測調査を行う。  

   イ～ウ           「略」 

             

 

「削除」 

エ 

  不安定な渓床堆積物の土砂量、渓床堆積物の変動量を把握する。 

土砂量調査 

オ 工法及び施設の位置等 

    渓間工の工種・工法、構造及び施設の配置位置等の概略を把握する。 

 

エ 形態調査 

荒廃地

オ 植生調査 

の形状等を調査し、調査区域の新生崩壊地等の崩壊形態及び崩

壊規模を把握する。 

荒廃地

カ 

及びその周辺部の林相・植生の種類、出現頻度、生育状況等を

把握する。 

 

年間生産・流出土砂量 

浸食量、残留土量、拡大見込み量及び

把握する。 

生産・流出・堆積の相関関係を 

 キ             「略」 

（2）

現地調査及び空中写真の時系列分析等により、荒廃渓流の分布及び

渓流中の荒廃部分の分布、土砂流出の特性等を把握する次の調査を行

う。 

荒廃渓流調査 

ア 渓流荒廃地の分布調査 

原則として荒廃の延長が３０ｍ以上で、渓流の源頭部の勾配が20°

までの渓流荒廃地の、延長、幅、深さを調査する。 

なお、必要に応じて設計図書又は調査職員の指示により渓岸侵食あるい

は土砂の堆積等の著しい渓流等を対象として、ポール、メートル縄及び

クリノメーター等による実測調査を行う。  

   イ～ウ          「略」 

エ 

  

流出水量調査 

オ 

流域から流出される水量を推定する。 

  不安定な渓床堆積物の土砂量、渓床堆積物の変動量を把握する。 

年間生産・流出土砂量調査 

カ 工法及び施設の位置等 

    渓間工の工種・工法、構造及び施設の配置位置等の概略を把握

する。 
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（4）

 落石のおそれのある箇所及びその周辺に

落石荒廃地調査 

おいて、

 

次の調査を行う。 

ア 落石危険地の分布・範囲

  

調査 

落石荒廃地の分布

 

を把握する。 

イ 要因

  

調査 

傾斜、斜面形状、微地形、斜面長、斜面方位及び崩壊地等の地形的 

ウ 

特性を把握し、落石の発生原因を素因と誘因から分析する。 

形態調査 

   エ             「略」 
落石の発生形態を把握する。 

オ 植生

  調査対象地及びその周辺の林況及び植生を調査し、植生導入樹種の 

調査 

選定、森林の抑制効果等を把握する。 

カ 工法及び施設の位置等 

      落石防止工の工種・工法、構造、森林造成及び施設の配置位置等の概

略を把握する。 
 
(荒廃危険地

第

調査) 

3110条 荒廃危険地調査は、崩壊の発生、土石流の発生、流木の発生の危険性

がある箇所及び発生時の状況等を推定するため、次の各号により

（1）崩壊発生

調査を行う

ものとする。 

   ア             「略」 
の推定 

イ 山腹荒廃危険地

地形、地質等の崩壊発生

の推定 

要因等

 
を総合的に検討し、危険地を推定する。 

（3）

   落石のおそれのある箇所及びその周辺に

落石荒廃地調査 

おける地形、林況と植生、発生

原因及び動態等を把握する

ア 

次の調査を行う。 

地形

    

調査 

傾斜、斜面形状、微地形、斜面長、斜面方位及び崩壊地等の地形的特

性

ウ 

を把握する。 

発生原因

    

調査 

落石となるおそれのある転石等の種類、落石発生原因、分布状況等を

把握

 

する。 

 

エ              「略」 

イ 林況・植生

    調査対象地及びその周辺の林況及び植生を調査し、植生導入樹種の選

定、森林の抑制効果等を把握する。 

調査 

オ 工法及び施設の位置等 

   落石防止工の工種・工法、構造、森林造成及び施設の配置位置等の概略

を把握する。 

 
(荒廃危険地等調査) 

第3106条 崩壊の発生、土石流の発生、流木の発生の危険性がある箇所及び発

生時の状況等を推定するため、次の

 

調査を行うものとする。 

（1）崩壊発生危険地調査 

   ア             「略」 
  イ 危険斜面

地形、地質等の崩壊発生

の推定 

に関わる要因を総合的に検討し、危険斜面

 

を

推定する。 
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ウ 面積及び崩壊土砂量の推定 

山腹荒廃危険地における崩壊の種類、崩壊面積、崩壊

エ 崩落

土砂量の概数を

把握する。 

等の影響範

崩壊の発生位置、直下の地形から崩落土砂の到達距離及び広がりを推定 

囲の推定 

する。 

(2) 土石流発生

 ア 要因調査 

の推定 

  類似箇所の土石流等の実態を参考に、土石流の発生形態、流下の形 

態と密接に関わりを持つ因子を選択して、

イ 危険性の推定 

要因を推定する。 

斜面崩壊による発生土砂及び渓流に存在する不安定土砂と土石流

流下に関わる渓流等の要因を総合的に検討し、土石流の危険性

ウ 流出土砂量等の推定 

を推定

する。 

渓流等まで到達する土砂量と、渓流等に堆積する不安定土砂量か 

ら、流出土砂量等を推定

エ 影響範囲の推定 

する。 

流出土砂量の多少、現況流路の縦断勾配、横断形状の地況、林況等

から、土石流の停止位置と広がり

（3）流木発生

を推定する。 

の推定 

崩壊及び土石流発生の推定を行った後、その範囲に存在する立木、ま

た、山腹斜面における倒木や渓床に堆積している流木から、流木発生及

び流木量

 

を推定する。 

 

ウ 面積及び発生土砂量の推定 

推定崩壊危険斜面における崩壊面積、発生

エ 崩落

土砂量の概数を把握す

る。 

土砂到達距離の推定 

斜面の崩落発生要因から崩落土砂の到達距離及び広がり幅

(2) 土石流発生

を推定す

る。 

   ア 要因調査 

危険地調査 

     土石流の発生、流下、堆積に係る

 

要因を推定する。 

イ 危険地の推定 

斜面崩壊による発生土砂及び渓流に存在する不安定土砂と土石

流流下に関わる渓流等の要因を総合的に検討し、土石流発生危険地

ウ 

を推定する。 

流出土砂量

渓流等まで到達する土砂量と、渓流等に堆積する不安定土砂量か

ら、

の推定 

土石流流出土砂量を把握

エ 影響範囲の推定 

する。 

流出土砂量の多少、現況流路の縦断勾配、横断形状の地況、林況等か

ら、土石流の流下距離及び広がり等の範囲

（3）流木

を推定する。 

の発生危険地調査 

崩壊発生危険地及び土石流発生危険地の推定、その影響範囲に成立する

樹種の調査から、流木発生の危険性

 

を推定する。 
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（荒廃森林調査） 

第3111条 荒廃森林調査は、被災森林・公益的機能の低下又は機能の高度発揮

を図る必要のある保安林の被災要因及び機能の程度、発現の可否等、荒廃森林

の位置・面積の把握のため、次の各号により調査を行うものとする。 

(1)

傾斜、斜面形状、斜面長、斜面方位及び崩壊等の地形的特性を把握する。 

 地形調査 

 

(2)

調査区域及びその周辺の森林について、林況及び植生、樹冠疎密度等を 

 林況、植生調査 

調査して、森林の造成の可否等について把握する。 

(3)

森林荒廃あるいは森林被害の素因及び誘因を把握する。 

 要因調査 

(4)

荒廃森林の位置、地被植生の有無、ガリー発生の有無及び表層土壌の流 

 形態調査 

亡の有無等を把握する。 

(5) 

育成単層林及び複層林の造成、導入樹種、造成の範囲等の概略を把握する。 

森林造成調査 

（6）

   調査対象地域及びその周辺の気象害、病害、虫害等の被害の状況及び特

性を把握する。 

森林被害調査 

（7）

    現況森林が有する水源かん養機能、山地災害の防止又は軽減機能の状況及

び特性を把握する。 

森林機能調査 

  ア～イ            「略」 

 

［第3105条］ 

（4）荒廃森林調査 

 

荒廃森林並びに被害森林の林況、荒廃等の状況、植生、地形等の特性を

把握する次の調査を行う。 

ア 地形調査 

    傾斜、斜面形状、斜面長、斜面方位及び崩壊等の地形的特性を把握す

る。 

イ 林況・植生調査 

   調査区域及びその周辺の森林について、林況及び植生、樹冠疎密度

等を調査して、森林の造成の可否等について把握する。 

ウ 要因調査 

  森林荒廃あるいは森林被害の素因及び誘因を把握する。 

エ 形態調査 

    荒廃森林の位置、地被植生の有無、ガリー発生の有無及び表層土壌の

流亡の有無等を把握する。 

オ 

   育成単層林及び複層林の造成、導入樹種、造成の範囲等の概略を把握する。 

森林造成 

（8）

   調査対象地域及びその周辺の気象害、病害、虫害等の被害の状況及び特

性を把握する。 

森林被害調査 

（9）

   現況森林が有する水源かん養機能、山地災害の防止又は軽減機能

の状況及び特性を把握する。 

森林機能調査 

ア～イ            「略」 

 

 



「治山事業調査等業務共通仕様書の一部改正について」新旧対照表 
             新              旧 
 

（海岸荒廃現況調査） 

第3112条 海岸荒廃現況調査は、海岸侵食・荒廃砂地・斜面崩壊地及び背後地の

風害・潮害・飛砂害等の被災危険地を含め、位置・面積等の必要な事項を把握

するため、次の各号により調査を行うものとする。 

(1)

砂丘の崩壊及び海崖脚部の侵食等によって荒廃した海岸線の侵食原因、

形態、侵食範囲等を把握する。 

 海岸侵食調査 

(2)

植生の埋没あるいは枯損して裸地化した砂地等の荒廃原因、形態、荒廃

範囲等を把握する。 

 荒廃砂地調査 

(3)

海崖が崩壊又は地すべりによって荒廃した原因を把握するとともに、地

況の変化について調査する。 

 海岸斜面崩壊 

(4)

海岸防災林の施工対象予定地又は後背地の風害、潮害、飛砂害、越波の

害等のある区域を把握する。 

 被害区域調査 

 
（風害調査） 

第3113条 風害調査は、周辺の農地等を含めた範囲において、風害の種類・発生

時期及び位置・面積・被害の程度等、必要な事項を把握するため、次の各号に

より調査を行うものとする。 

(1)

現地調査や既存の気象資料等により、風害の種類及び特性を把握する。 

 風害の種類 

 

 (2)

現地調査により林木、農作物、施設の被害範囲及び程度を調査し、農作 

 風害の範囲及び程度 

物の減収、品質の低下等を聞き取り等によって把握する。 

 

［第3105条］ 

   

（5）海岸荒廃調査 

ア 海岸侵食調査 

海岸荒廃調査は、荒廃の原因及び形態と被害区域の特定する次の調査を

行う。 

砂丘の崩壊及び海崖脚部の侵食等によって荒廃した海岸線の侵食

原因、形態、侵食範囲等を把握する。 

 

イ 荒廃砂地調査 

植生の埋没あるいは枯損して裸地化した砂地等の荒廃原因、形態、

荒廃範囲等を把握する。 

ウ 海岸斜面崩壊 

海崖が崩壊又は地すべりによって荒廃した原因を把握するととも

に、地況の変化について調査する。 

エ 被害区域調査 

海岸防災林の施工対象予定地又は後背地の風害、潮害、飛砂害、越

波の害等のある区域を把握する。 

 
（6）風害調査 

 

風害の種類、範囲、被害状況、発生時期等について把握する次の調査を

行う。 

  ア 風害の種類 

     現地調査や既存の気象資料等により、風害の種類及び特性を把握す

る。 

  イ 風害の範囲及び程度 

  現地調査により林木、農作物、施設の被害範囲及び程度を調査し、 

農作物の減収、品質の低下等を聞き取り等によって把握する。 
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（なだれ調査） 

第3114条 なだれ調査は、森林造成計画、なだれ防止施設の種類、配置、構造等

の計画を策定するため、次の各号により調査を行うものとする。 

(1)

なだれの発生の形、なだれ層の雪質、すべり面の位置等のなだれの発生

形態や流れ型、煙り型等の運動形態を把握する。 

 なだれの種類 

(2)

なだれの発生部位、規模、到達範囲、発生頻度等を調査する。 

 なだれの発生状況 

ア なだれの発生部位 

なだれの区域を、発生区、流下する走行区、流下した雪が留まる堆積区 

に区分し、調査図に明らかにする。 

イ 発生区の調査 

発生頻度、発生部位、斜面長、幅、発生形態、規模（発生量）等を調査 

し、なだれの発生に雪ぴが関係している場合は、尾根筋付近の雪ぴの発 

生状況について調査する。 

ウ 走行区の調査 

なだれの幅、走行経路等について、立木の損傷状況、地山の擦痕等を把 

握する。 

エ 堆積区の調査 

なだれの到達範囲、堆積量等を調査するが、把握が困難な場合は、保全 

対象の被災状況等を参考として推定する。 

(3)

なだれの発生時及び発生前一定期間中における気温、降雪量、雪質、

積雪状況を調査する。 

 積雪状況 

(4)

被害区域の想定と防護施設における設計荷重を把握するが、必要により

設計図書又は調査職員の指示によりシミュレーション解析を行う。 

 解析調査 

森林造成計画、なだれ防止施設の種類、配置、構造等の計画を策定す

るため、

（7）なだれ調査 

なだれの種類、発生状況及び発生時期の積雪状況等を調査

   ア なだれの種類 

する。 

なだれの発生の形、なだれ層の雪質、すべり面の位置等のなだれの

発生形態や流れ型、煙り型等の運動形態を把握する。 

  イ なだれの発生状況 

なだれの発生部位、規模、到達範囲、発生頻度等を調査する。 

   ① なだれの発生部位 

     なだれの区域を、発生区、流下する走行区、流下した雪が留まる堆

積区に区分し、調査図に明らかにする。 

   ② 発生区の調査 

     発生頻度、発生部位、斜面長、幅、発生形態、規模（発生量）等を

調査し、なだれの発生に雪ぴが関係している場合は、尾根筋付近の

雪ぴの発生状況について調査する。 

   ③ 走行区の調査 

     なだれの幅、走行経路等について、立木の損傷状況、地山の擦痕等

を把握する。 

   ④ 堆積区の調査 

     なだれの到達範囲、堆積量等を調査するが、把握が困難な場合は、

保全対象の被災状況等を参考として推定する。 

ウ 積雪状況 

なだれの発生時及び発生前一定期間中における気温、降雪量、雪質、

積雪状況を調査する。 

エ 解析調査 

被害区域の想定と防護施設における設計荷重を把握するが、必要に

より設計図書又は調査職員の指導

 
によりシミュレーション解析を行う。 
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(火山特性調査) 

第3115条 火山特性調査は、活動期の火山又は兆候が顕著な火山地域を対象とし

て、その地域での名称及び火山活動の形式・歴史及び火山噴出物の産出・降

下・流動等の活動状況・経緯について、予備調査、現地調査により把握する

ものとする

 
。 

(環境調査) 

第3116条 環境調査は、事業対象地域及びその周辺の環境及び景観を既存の資料

により把握し、必要に応じて現地調査により確認、補正

２ 

するものとする。 

環境調査は、次の各号に掲げる調査があり、設計図書又は調査職員の指示

により必要なものを調査

(1)植物調査 

する。 

文献及び聞き取り調査等により

（2） 動物調査 

、植物相、植生分布、貴重種及び貴重群

落等を把握する。 

文献及び聞き取り調査等

貴重種の生息状況等を把握する。 

により、動物の生息種、生息密度、行動圏及び 

(3) 水質環境調査 

   治山工事の施工に伴う濁水等により、下流域の水利用等に影響を及ぼす

ことが推定される場合に、現地計測、採水による定量分析により、水質の

変化を

(4) 

把握する。  

自然

   施設等の設置予定箇所周辺の主要景観地の分布状況、主要点からの眺望

の状況及び自然環境保全上特に留意するものを把握する。 

景観調査 

３ 

   また、必要に応じて事業実施後の検証方法を提案するものとする。 

調査の結果から環境への影響を予測し、必要な保全対策を検討するため

の資料として取りまとめる。 

(火山特性調査) 

第 3107条 火山特性調査は、火山活動が活発化している地域等の名称及びその活

動状況・経緯について予備調査、現地調査により把握する。 

 

 

 
(環境調査) 

第3108条 環境調査は、調査対象地域及びその周辺の環境を把握

 ２ 

するものとす

る。 

調査は植物調査、動物調査、水質環境調査、景観調査と

 

する。 

 (1)植物調査 

文献及び聞き取りや現地調査等によって

（2） 動物調査 

、植物相、植生分布、貴重種及

び貴重群落等を把握する。 

文献及び聞き取りや現地調査

(3) 水質環境調査 

等により、動物の生息種、生息密度、行動

圏及び貴重種の生息状況等を把握する。 

   治山事業の施行による下流への濁水の発生、肥料等溶解物質の流出、

水質浄化等が考えられる場合、水質変化を、原則として現地調査により

(4) 

把

握する。  

景観

   施設等の設置予定箇所周辺の主要景観地の分布状況、主要点からの眺望

の状況及び自然環境保全上特に留意するものを把握する。 

調査 
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             新              旧 
(社会的特性調査) 

第3117条 社会的特性調査は、災害記録及び周辺における地域開発計画や、各種

法令指定地、保全対象などを次の各号により把握するものとする。 

(1) 既往災害及び法令・規制等調査 

気象災害、地震災害等による被害の状況・区域及び発生年月日等の既往

災害記録、地域開発計画・水利用等の社会的特性などについて把握する。 

また、周辺における山地災害危険地区・保安林・自然公園区域等の法令

等指定状況を把握する。 

被害が及ぶ範囲を想定して、地域開発計画を含む学校、公民館、道路、

鉄道、発電施設等の公用・公共施設及び人家、居住人口、農耕地、水利

用施設等の位置・数量等を把握する。 

(2)保全対象調査 

 

   「削除」 

 

 

 

治山施設、砂防施設、河川施設、多目的ダム等の既存もしくは計画中の

防災施設又はこれらに付随した施設

(3)防災施設等調査 

 

等の位置・規模・構造・施工年度等

について調査し、調査図等に明らかにする。 

（総合検討及び基本方針の策定） 

第3118条 

 

各調査項目の調査結果に基づいて、事業対象区域内における整備目

標及び整備水準等について総合的に分析・検討し、基本方針を策定するものと

する。 

(社会的特性調査) 

第3109条 社会的特性調査は、山腹荒廃地、渓流荒廃地、荒廃危険地等から流

出する土砂等の影響を受ける保全対象及び地域開発計画等を

 

把握するもの

とする。 

 

 

 

２ 調査は、被害が及ぶ範囲を想定して、地域開発計画を含む学校、公民館、

道路、鉄道、発電施設等の公用・公共施設及び人家、居住人口、農耕地、

水利用施設等の位置・数量等を把握するものとする

 

。 

 

(法令等指定状況調査) 

第3110条 

 

法令等指定状況調査は、調査対象地域及びその周辺における法令等

の指定状況を把握するものとする。 

(防災施設等調査) 

第3111条 防災施設等調査は、治山施設、砂防施設、河川施設、多目的ダム等

の既存もしくは計画中の防災施設又はこれらに付随した施設を調査し、調査図

に明らかにするものとする

 
。 
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第３節 全体計画の作成 

(基本事項の策定) 

第3119条 基本事項の策定は、他事業との関連についても十分検討したうえで、

整備の対象とする現象を明確にし、現象等の発生原因である降雨・降雪・地震

等の天然現象の規模又は頻度を踏まえた、抑止・抑制又は改善しようとする整

備目標、整備水準、整備計画量、整備方針の設定を図り、併せて公益的機能発

揮等の効果・便益等を含めた基本事項

２ 

を策定するものとする。 

基本事項の策定

 

は、治山施設と森林等の整備を一体的及び総合的に行うも

のとなるよう努めるものとする。 

(施設等整備計画) 

第3120条 施設等整備計画は、保全対象と荒廃状況との関連において決定される

緊急性等を踏まえて対策工を策定するものとし、山腹荒廃・山腹荒廃危険地及

び荒廃渓流等の復旧・整備に必要な防災施設を計画する。 

 

計画に当たっては、適切な工種・工法の選定と施設の配置を図るとともに、

事業実行に必要とする仮設工等の附帯施設を計画するものとする。 

(森林整備計画) 

第3121条 

 

森林整備計画は、被災等による荒廃森林、公益的機能の低下又は機能

の高度発揮が阻害されている保安林等を対象として、整備する目標林型の設定

を図り、整備面積及び種類・方法等の造成計画を策定するとともに、造成基礎

工の必要について検討・計画するものとする。 

 

 

第

(山地治山等に係る全体計画の作成) 

3112条 調査結果を基に、他事業との関連についても十分検討したうえで、

整備目標、整備水準、整備計画量、整備方針を立案し、全体計画

 

を策定す

るものとする。 

 

２ 全体計画

 

は、治山施設と森林等の整備を一体的及び総合的に行うものと

なるよう努めるものとする。 
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(管理道等整備計画) 

第3122条 

 

管理道等整備計画は、治山施設及び森林整備等の実行に当たって必要

とする保安林管理道等の路網を計画するものとする。 

(災害予知施設等の計画) 

第3123条 

 

山地災害の予知施設、火山動態観測施設は必要に応じて設置するもの

とし、気象観測・土石流センサー・監視カメラ等の土砂災害監視・警報システ

ム、観測・監視局等の設置位置・方式等について計画するものとする。 

(事業量の算定) 

第3124条 

 

計画する治山施設、森林整備及び附帯施設等は、工種別に構造・数量・

金額について取りまとめるとともに、施工の優先順位を定めるものとする。 

 

第４節 山地治山調査等の取りまとめ 

(全体計画図の作成) 

第3125条 

 

全体計画図は、計画対象区域、荒廃地等の現況、整備計画量、治山

施設及び森林整備箇所の配置、施工の優先順位等、一体的に明示したものを作

成するものとする。 

(照査) 

第3126条 照査は、次の各号により調査業務の各段階で行うものとする。 

 

(1)基本条件の照査 

 

現地の状況及びそれを取り巻く情報等の基本条件を、適切に把握あ

るいは収集可能であるか、設計図書の内容を理解しているか等の確認

を行う。特に、計画立案に重要な項目の調査が適切に実施可能である

かの照査を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（照査） 

第3114条 この調査で計画・立案した内容については、その内容及び数量・概

算工事費等に誤謬等がないよう、総合的に照査する

 
ものとする。 
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(2)細部条件の照査 

 発注者との協議内容が適切に調査に反映されているか、調査目的に

合致した調査が進められているか、計画立案に向けて適切な取りまと

めが遂行中であるか等、調査中の各段階において照査を行う。特に、

計画内容が設計や工事等に十分に役立つものになるかの確認を行う。 

 

(3)成果品の照査 

設計図書の内容が適切に実施されているか、協議事項が適切に反映

されているか、取りまとめ内容が設計や工事等に十分に役立つものと

して取りまとめられているか等の確認を行う。 

 

 また、図表や説明文、数量及び概算工事費等に誤りが無いかの確認

を行う。 

(報告書等の作成) 

第3127条 

 

調査目的や項目、方法及び調査収集資料の総合的な分析・検討を踏

まえ、計画策定の基本方針並びに計画等の内容・調査結果、その他提言等につ

いて取りまとめるものとする。 

２ 山地治山等調査の取りまとめは、表－２により行うものとする。 

 

 

３ 表－３に示す成果品の一覧に準じて、必要なものを作成する

 
ものとする。 

表－２ 全体計画調査の取りまとめ事項及び内容 

          「表 略」 

 

表－３ 成果品一覧 

          「表 略」 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(山地治山等調査の取りまとめ) 

第3113条 山地治山等調査の取りまとめは、別表

 

‐２により行うものとする。 

（成果品） 

第3115条 成果品は、別表－３による

 

ものとする。 

別表

          「表 略」 

－２ 全体計画調査の取りまとめ事項及び内容 

 

別表

          「表 略」 

－３ 成果物一覧 
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第２章 地すべり調査 

第１節 実態調査 

(実態調査の概要) 

第3201条 実態調査は、当該地すべり地及びその周辺の自然的・社会的概況と地す

べりの移動状況を把握するものとする。 

 
（予備調査） 

第3202条 予備調査は、現地踏査に先立って既往の資料等により、当該地すべり地

及び周辺地域の自然環境、社会環境及び法令・規制等を把握するものとする。 
 
（現地踏査） 

第3203条 現地踏査は、地形・地質、植生及び水文について、現地において次の

各号により調査するものとする。 

(1) 地形・地質調査は、地形的特徴及び地質特性を観察し、地すべりの

範囲、移動形態及び移動方向の実態を把握する。 

(2) 植生調査は、植生の種類、分布及びその生態を調査し、地すべりの

移動状況、湿地帯の分布等を把握するとともに、地すべりブロック把握の

ための基礎資料とする。 

(3) 水文調査は、地すべり地及びその周辺での地表水及び地下水状況に

ついて地表から調査する。 

(4)

 

  現地踏査の結果は、植生図、地形図等に記入し、大まかなブロック

区分、移動方向等を表す。 

（自然環境影響調査） 

第3204条 

 

自然環境影響調査は、地すべり防止工事計画が地すべり地及びその周

辺地域の自然環境に与える影響を把握するために、第2117条の調査をし解析を

行うものとする。 

第２章 地すべり防止調査 

第１節 実態調査 

(実態調査) 

第3201条 実態調査は、第２章の各種調査結果を踏まえ、当該地すべり地及びその

周辺の自然的・社会的概況と地すべりの移動状況を把握するものとする。 

 
(1)予備調査 

現地踏査に先立って既往の資料等により、当該地すべり地及び周辺地域

の環境、社会環境及び法令・規制等を把握する

 

。 

地形・地質、植生及び水文について、現地において

(2)現地踏査 

調査する

 

。 

ア 地形・地質調査は、地形的特徴及び地質特性を観察し、地すべりの範

囲、移動形態及び移動方向の実態を把握する。 

イ 植生調査は、植生の種類、分布及びその生態を調査し、地すべりの移

動状況、湿地帯の分布等を把握する

 

。 

ウ 水文調査は、地すべり地及びその周辺での地表水及び地下水状況につ

いて地表から調査する。 

エ  現地踏査の結果は、植生図、地形図等に記入し、大まかなブロック区

分、移動方向等を表す。 

 
(3)自然環境影響調査 

 
第2117条の結果に基づいて事業の実施に必要な解析を行う。 
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（地形測量） 

第3205条 地形測量は、測量及び現地調査を通じて、当該地すべり地及びその周

辺地域の地すべり地形の特徴を示す滑落崖、亀裂、沼、湧水地点等を地形図等

に図示するものとする

 

。 

（地表移動量調査） 

第3206条 地表移動量調査は、第2203条から第2206条の調査結果に基づき、測定

地点の移動量、移動方向（ベクトル）、隆起、沈下量等の移動実態を正確に把

握し、測点相互の関係、降水量、地下水位等と対照できるよう取りまとめるも

のとする

 

。 

第3207条 実態調査の取りまとめは、今後の調査の方向付けに資するよう地形

図、表層地質図、概況地質断面図及び移動状況図等に整理し、地すべりブ

ロック区分を把握し、平面図及び想定縦断面図にまとめるものとする。 

（実態調査の取りまとめ） 

 
第２節 機構調査 

(機構調査の概要) 

第3208条 機構調査は、示された調査方法により地すべり機構を把握するものとす

る。 

 

（調査測線の設定） 

第3209条 調査測線は、実態調査の結果に基づき、地すべりブロックを立体的に把

握可能なように設定するものとする。 

２ 主測線は、原則として地すべりの移動している中心部に余裕を持った長さ

で、移動方向と平行に直線で設定するものとし、現場に測量杭を設置するな

どして

 
後日照査ができるようにするものとする。 

 

当該地すべり地及びその周辺地域の地すべり地形の特徴を示す滑落崖、

亀裂、沼、湧水地点等を

(4)地形測量 

地形

 

図に図示する。 

 

(5)地表移動量調査 

第2202条から第2205条の調査結果に基づき、測定地点の移動量、移動方

向（ベクトル）、隆起、沈下量等の移動実態を正確に把握し、測点相互の

関係、降水量、地下水位等と対照できるよう取りまとめる

 

。 

 

 

２ 実態調査の取りまとめは今後の調査の方向付けに資するよう地形図、

表層地質図、概況地質断面図及び移動状況図等に整理し、地すべりブロ

ック区分を把握し、平面図及び想定縦断面図にまとめるものとする。 

 
第２節 機構調査 

(機構調査) 

第3202条 機構調査は、示された調査方法により地すべり機構を把握するものとす

る。 

 

 

２ 調査測線は、実態調査の結果に基づき、地すべりブロックを立体的に把握

する

３ 主測線は、原則として地すべりの移動している中心部に余裕を持った長さ

で、移動方向と平行に直線で設定するものとし、後日照査ができるようにする

ものとする。 

ように設定するものとする。 
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３ 副測線は、地すべりブロックが大きいか、又は複雑で主測線のみでは十分な

調査成果が得られない場合に、調査職員と協議して設定するものとする。 
 
(物理探査) 

第3210条 物理探査には、次の各号の方法があり、地すべりブロック内の地質構

造及び地下水の賦存状態等を把握するものとする。 

 

調査方法は、設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

(1)弾性波探査 

第2103条の調査結果により解析を行い、走時曲線、速度層断面図を作成

し、ボーリング調査結果と対比して、崩積

(2)電気探査 

土層、破砕帯等を推定する。 

第2104条の調査結果に

(3)地温探査 

より解析を行い、比抵抗断面図、比抵抗等高線図、

比抵抗分布図等を作成して、地下の地質構造及び地下水の状況等を推定す

る。 

第2209条の調査結果により解析を行い、１ｍ深地温分布図から地下水

の分布及び流動経路について推定して

(4)自然放射能探査 

、平面図及び縦断図等に取りまと

める。 

第2210条の調査結果により解析を行い、放射能の高測定値を示すゾーン

の分布から破砕帯、断層及び地下水脈等を推定して、

(5)電磁探査 

平面図及び縦断図等

に取りまとめる。 

第2211条の調査結果により解析を行い、

 

広域的な地層、岩層の分布の推

定や変質帯の境界、断層及び地下水分布脈等を推定し、平面図及び縦断図

等に取りまとめる。 

４ 副測線は、地すべりブロックが大きいか、又は複雑で主測線のみでは十分

な調査成果が得られない場合に、調査職員と協議して設定するものとする。 

 
(物理探査) 

第3205条 物理探査の方法は弾性波探査、電気探査、地温探査、自然放射能探

査、電磁探査、リモートセンシングとし、その選択は設計図書に示された

方法により

(1)弾性波探査 

地すべりブロック内の地質構造及び地下水の賦存状態等を把握

するものとする。 

第2103条の調査結果に基づいて、速度層解析断面図を作成し、ボーリン

グ調査結果と対比し、崩石

(2)電気探査 

土層、破砕帯等を推定する。 

第2104条の調査結果に基づいて、地下構造及び地下水状況の概要、層序

及びその水分地質的条件の概要について取りまとめる

 

。 

(3)地温探査 

第2208条の調査結果に基づいて、地下水の分布及び流動経路について解

析し

 

、平面図及び縦断図等に取りまとめる。 

(4)自然放射能探査 

第2209条の調査結果に基づいて、破砕帯、断層及び地下水脈等を解析し

 

、

平面図及び縦断図等に取りまとめる。 

(5)電磁探査 

第2210条の調査結果に基づいて、

 

広域的な地層、岩層の分布の推定や変

質帯の境界、断層及び地下水分布脈等を推定し、平面図及び縦断図等に

取りまとめる。 
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(6)リモートセンシング 

第2212条の調査結果により解析を行い、

 ２              「略」 

岩質判読、断層構造等の把握、

地すべりの動態観測するとともに、自然放射能探査と併せて、地下水脈等

を解析し、図表に取りまとめる。 

 
(ボーリング調査) 

第3211

２ 第2105条の調査結果を解析し取りまとめるものとする。 

条 ボーリング調査は、調査の目的及び実態調査の結果を踏まえ、調査職

員と協議し、第2105条のボーリング調査の位置、深度等を選定するものとす

る。 

３ ボーリング調査の解析結果から、次の各号の図面を作成

(1)地質柱状図 

する。 

(2)地質断面図 

(3)地質平面図 

 
(4)試錐日報解析図 

(物理検層) 

第3212条 物理検層には、次の各号の方法があり、すべり面の位置、地質構造、

滞水層等を把握するために行う。調査方法は、設計図書又は調査職員の指

示によるものとする。 

(1)電気検層 

第2214条の調査結果により解析を行い、見掛け比抵抗の変化を図表に取

りまとめる。 

(2)速度検層 

     また、弾性波速度は、地すべり層区分判定の資料とするほか、各速度層 

第2215条の調査結果により解析を行い、P波及びS波の走時曲線を作成し

て、各地層の弾性波速度を決定し、図表に取りまとめる。 

のポアソン比（ν）、ヤング率（Ｅ）等を求めることにも利用する。 

(6)リモートセンシング 

第2211条の調査結果に基づいて

 ２              「略」 

、岩質判読、断層構造等の把握、地すべ

りの動態観測するとともに、自然放射能探査と併せて、地下水脈等を解析

し、図表に取りまとめる。 

 
(ボーリング調査) 

第3206

２ 第2105条の調査結果を解析し取りまとめるものとする。 

条 ボーリング調査は、調査の目的及び実態調査の結果を踏まえ、調査

職員と協議し、第2105条のボーリング調査の位置、深度等を選定するもの

とする。 

３ 成果品は、次のとおりと

(1)地質柱状図 

する。 

(2)地質構造

(3)

断面図 

地質構造

 
平面図 

 
(物理検層) 

第3207条 物理検層は、第2213条又は第2214条の調査結果に基づき、他の機

構調査の結果と対比・照合し、断面図に取りまとめる

 
ものとする。 
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(貫入試験) 

第3213条 貫入試験は、地すべり地における土層の相対的な強さ及び密度等を把

握するために行うもので、第2216

 

条の試験結果を試験の種類に応じて解析

し、図表に取りまとめるものとする。 

(土質・岩石試験) 

第3214条 土質・岩石試験は、地すべり地及びその周辺における土質や基岩を構

成する岩石の物理的・力学的性質を把握するために行うもので、第2217条か

ら第2219

 

条の試験結果を試験目的に応じて解析し、図表に取りまとめるもの

とする。 

(粘土鉱物試験) 

第3215条 粘土鉱物試験は、地すべり地及びその周辺における粘土鉱物の化学

的・物理的性質を把握するために行うもので、第2220

 

条の試験結果を試験目

的に応じて解析し、図表に取りまとめるものとする。 

(年代測定調査) 

第3216条 年代測定調査は、初生地すべりの発生年代や地すべり履歴を把握する

ために行うもので、第2221

 

条の調査結果を解析し、図表に取りまとめるもの

とする。 

(試掘観察調査) 

第3217条 試掘観察調査は、地層を直接観察して地質、土質、風化、破砕度、湧

水状況等を把握し、若しくは土質・岩石試験又は粘土鉱物試験のための資料

採取のために行うもので、第2222

 

条の調査結果を解析し、ボーリング調査等

の結果とも照合し、展開図等に取りまとめるものとする。 

  

(貫入試験) 

第3210条 貫入試験は、第2228条

 

の試験結果を試験の種類に応じて解析し、図

表に取りまとめるものとする。 

 

(土質・岩石試験) 

第3211条 土質・岩石試験は、第2229条

 

の試験結果を試験目的に応じて解析し、

図表に取りまとめるものとする。 

 

 

(地すべり粘土鉱物試験) 

第3212条 地すべり粘土鉱物試験は、第2232条

 

の試験結果を試験目的に応じて

解析し、図表に取りまとめるものとする。 

 
(年代測定調査) 

第3213条 年代測定調査は、第2233条

 

の調査結果を解析し、図表に取りまとめ

るものとする。 

 

(試掘観察調査) 

第3214条 試掘観察調査は、第2234条

 

の調査結果を解析し、ボーリング調査等

の結果とも照合し、展開図等に取りまとめるものとする。 
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(気象調査) 

第3218条 気象調査は、第2223条の調査

 

結果を解析し、地すべり移動と気象要素

の関連を図表に整理し取りまとめるものとする。 

(地下水調査) 

第3219条 地下水調査は、第2224条から第2231条の調査結果に基づいて、調査

種に応じて資料を分析し、地すべり移動と関連する地下水の量、分布及び水圧

等

 

が把握できるように、図表に整理し取りまとめるものとする。 

(地表移動量調査) 

第3220条 機構調査における地表移動量調査は第3221条の調査と併せて

 ２              「略」 

、移動

量、移動時間、移動速度を把握するものとする。 

 
(地中変動量調査) 

第3221条 地中変動量調査は、第2232条から第2236

 

条の調査結果に基づき、地中の

すべり面や移動状況が把握できるように地下水調査等の結果と対比しなが

ら、時系列的に図表に整理するとともに、すべり面の位置や移動状況につい

て取りまとめるものとする。 

(機構調査の取りまとめ) 

第3222

 

条 機構調査の結果は、把握した資料に基づいて、地すべりの機構を立体

的に解析するとともに、各種調査を相互に関連付け、地質、地層、基盤面、

すべり面、地すべりの形態・規模及び地下水面等を判定できるように取りま

とめるものとする。 

(気象調査) 

第 3203 条 気象調査の結果を解析し、地すべり移動と気象要素の関連を図表に整理

し取りまとめるものとする。 
 
(地下水調査) 

第3209条 地下水調査は、第2220条から第2227条の調査結果に基づいて、調査

種に応じて資料を分析し、地すべり移動と関連する地下水の水圧や分布

 

が把

握できるように、図表に整理し取りまとめるものとする。 

(地表移動量調査) 

第3204条 地表移動量調査は地中変動調査と合わせて

 ２              「略」 

、移動量、移動時間、移

動速度を把握するものとする。 

 
(地中変動量調査) 

第3208条 地中変動量は、第2215条から第2219条

 

の調査結果に基づき、地中のす

べり面や移動状況が把握できるように地下水調査等の結果と対比しながら、

時系列的に図表に整理するとともに、すべり面の位置や移動状況について

取りまとめるものとする。 

(機構調査の取りまとめ) 

第3215

 

条 機構調査の結果は、把握した資料に基づいて、地すべりの機構を立

体的に解析するとともに、各種調査を相互に関連付け、地質、地層、基盤面、

すべり面、地すべりの形態・規模及び地下水面等を判定できるように取りま

とめるものとする。 
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第３節 機構解析 

(機構解析の概要

第

) 

3223

 

条 機構解析は、実態調査及び機構調査の結果に基づき、地すべりの土質

条件・発生機構及び移動特性を明らかにするものとする。 

第

（すべり面の判定） 

3224

２ 判定したすべり面は、地下水層準区分及び地すべり層準区分を記入した地

質断面図（縦横断）、並びにすべり面等高線図にまとめるものとする。 

条 すべり面の判定は、各調査孔ごとにボーリングコア判定、各種検層結

果、試錐日報解析、パイプひずみ計等の地中移動観測結果等を総合してボー

リング孔別総括対比表を作成し、総括的に判定する。 

３ 適切な地すべり面が得られない場合は、調査職員に報告し、指示を受けな

ければならない。 

 

（地すべりブロック区分の確定） 

第3225条 地すべり地内の亀裂や地形（頭部滑落崖・末端部地形）

２ 区分した地すべりブロックごとに、区分の根拠・理由、移動状況、拡大の

可能性、隣接ブロックとの関係、保全対象への影響等をまとめ、必要に応じ

て図表等に整理する。 

を境に明らか

に移動特性や安定性が異なる場合には、地すべりをブロック区分し、隣接する

ブロック相互の関係を明らかにする。 

 
（地すべり発生機構の判定） 

第3226条 地すべりの発生機構については、次の各号に示す調査を行うものとす

る。 

(1)

 地すべり地及びその周辺の地形・地質、地質構造、水文地質条件と地

すべり発生の関連性、地すべりの拡大性を明らかにする。 

地すべり素因の把握 

 

第３節 機構解析 

(機構解析) 

第3216

 

条 機構解析は、実態調査及び機構調査の結果に基づき、地すべりの土

質条件・発生機構及び移動特性を明らかにするものとする。 

ア すべり面の判定は、各調査孔ごとにボーリングコア判定、各種検層結

果、試錐日報解析、パイプひずみ計等の地中移動観測結果等を総合して

ボーリング孔別総括対比表を作成し、総括的に判定する。 

(1)すべり面の判定 

イ 判定したすべり面は、地下水層準区分及び地すべり層準区分を記入し

た地質断面図（縦横断）、並びにすべり面等高線図にまとめるものとす

る。 

ウ 適切な地すべり面が得られない場合は、調査職員に報告し、指示を受

けなければならない。 

ア 地すべり地内の亀裂を境に明らかに移動特性や安定性が異なる場合

には、地すべりをブロック区分し、隣接するブロック相互の関係を明ら

かにする。 

(2)ブロック区分の確定 

イ 区分した地すべりブロックごとに、区分の根拠・理由、移動状況、拡

大の可能性、隣接ブロックとの関係、保全対象への影響等をまとめ、必

要に応じて図表等に整理する。 

 

 

(3)発生機構の判定 

 

ア 地すべり素因の把握 

 地すべり地及びその周辺の地形・地質、地質構造、水文地質条件と地

すべり発生の関連性、地すべりの拡大性を明らかにする。 
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(2)

自然的誘因又は人為的誘因を判定し、誘因に対する適切な防止工の組

み合わせや施工順序を検討する。 

地すべり発生の誘因 

(3)

誘因の変動と移動との応答関係、地すべりが活発化する可能性を明ら

かにする。 

地すべりの移動特性 

また、地すべりの臨界状態に対応する地下水圧分布を把握する。 

 
（安定解析） 

第3227条 安定解析は、防止工の工種及び規模を決定、もしくは防止工施工後の

効果判定及び安定性を評価するために行うものとし、その方法及び種類は、調

査職員と協議して決定するものとする。 

(1)

ｱ 安定解析は、ブロックを代表し、断面規模が最大級で、滑動力が最

大かつ安全率が最小となる縦断で行う。 

 安定解析測線の設定 

ｲ 機構調査測線がｱの条件を満たさない場合には、調査職員と協議し、

必要に応じて縦断測量によって新たに測線を設定する。 

ｳ 三次元安定解析を行う場合、各測線の選定は地すべり滑動力及び安

定度、防止工効果を適切に評価できるように選定する。 

(2)

ｱ 地すべり安定解析に用いる土質パラメータは、地すべり移動の実態

又はすべり面粘土の土質試験結果等を評価した上で設定する。 

 土質パラメータの設定 

ｲ 土質パラメータは、原則として、先に地すべり移動の実態に応じた

安全率を決定し、パラメータを逆算的に求める方法（逆算解析）に

より決定する。 

ｳ 単位体積重量(γ)は、現場試料を用いた土質試験や文献情報を参照

し、適切な値を設定する。 

 

イ 地すべり発生の誘因 

自然的誘因又は人為的誘因を判定し、誘因に対する適切な防止工の組

み合わせや施工順序を検討する。 

ウ 地すべりの移動特性 

誘因の変動と移動との応答関係、地すべりが活発化する可能性を明らか

にする。 

また、地すべりの臨界状態に対応する地下水圧分布を把握する。 

 

安定解析は、防止工の工種及び規模を決定、もしくは防止工施工後の効

果判定及び安定性を評価するために行うものとし、その方法及び種類は、

調査職員と協議して決定するものとする。 

(4) 安定解析 

ア 安定解析測線の設定 

(ｱ) 安定解析は、ブロックを代表し、断面規模が最大級で、滑動力が

最大かつ安全率が最小となる縦断で行う。 

(ｲ) 機構調査測線が(ｱ)の条件を満たさない場合には、調査職員と協議

し、必要に応じて縦断測量によって新たに測線を設定する。 

(ｳ)

イ 土質パラメータの設定 

 三次元安定解析を行う場合、各測線の選定は地すべり滑動力及び

安定度、防止工効果を適切に評価できるように選定する。 

(ｱ) 地すべり安定解析に用いる土質パラメータは、地すべり移動の実

態又はすべり面粘土の土質試験結果等を評価した上で設定する。 

(ｲ) 土質パラメータは、原則として、先に地すべり移動の実態に応じ

た安全率を決定し、パラメータを逆算的に求める方法（逆算解析）に

より決定する。 

(ｳ)

 

 単位体積重量(γ)は、現場試料を用いた土質試験や文献情報を参

照し、適切な値を設定する。 
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(3)

ｱ 安定解析に用いる間隙水圧は、原則としてすべり面に作用する水圧

とする。 

 間隙水圧の設定 

ｲ 土質パラメータの設定においては、原則として臨界時の間隙水圧を

用いるものとする。ただし、臨界状態が確認されない場合には、調

査職員と協議し、観測最高水位を用いる。 

 
(機構解析の取りまとめ) 

第3228条 機構解析の取りまとめは、地すべりブロック

 

の移動状況、危険度、保

全対象の重要度等を立体的かつ総合的に解析判定し、地すべり防止工事計画

の基本方針並びに工程、工法、施工位置及び規模等が判定できるように整理

し、これを平面図、縦断面図、横断面図、標準構造図等に明記するものとす

る。 

 

第４節 地すべり防止工事計画の策定 

(地すべり防止工事計画の策定) 

第3229

２ 応急対策工は、機構調査・機構解析後に再評価し、原則として地すべり防

止工事計画に組み入れるものとする。 

条 地すべり防止工事計画は、地すべり防止に必要な工事の工種・工法、

配置、数量及び施工順序等について、目標安全率を達成するよう計画するも

のとする。 

 
(目標安全率) 

第3230

 

条 地すべり防止工事の計画規模を決定する目標安全率は、対象地すべり

の特性、流域の重要度及び保全対象との関連等を考慮し、調査職員と協議の

うえ適正に設定するものとする。 

ウ 間隙水圧の設定 

(ｱ) 安定解析に用いる間隙水圧は、原則としてすべり面に作用する水

圧とする。 

(ｲ)

 

 土質パラメータの設定においては、原則として臨界時の間隙水圧

を用いるものとする。ただし、臨界状態が確認されない場合には、調

査職員と協議し、観測最高水位を用いる。 

(機構解析の取りまとめ) 

第3217

 

条 機構解析の取りまとめは、地すべりの移動状況、危険度、保全対象

の重要度等を立体的かつ総合的に解析判定し、地すべり防止工事計画の基

本方針並びに工程、工法、施工位置及び規模等が判定できるように整理し、

これを平面図、縦断面図、横断面図、標準構造図等に明記するものとする。 

 

 

第４節 地すべり防止工事計画の策定 

(地すべり防止工事計画の策定) 

第3218

２ 応急対策工は、機構調査・機構解析後に再評価し、原則として地すべり防

止工事計画に組み入れるものとする。 

条 地すべり防止工事計画は、地すべり防止に必要な工事の工種・工法、

配置、数量及び施工順序等について、目標安全率を達成するよう計画するも

のとする。 

 
(目標安全率) 

第3219

 

条 地すべり防止工事の計画規模を決定する目標安全率は、対象地すべ

りの特性、流域の重要度及び保全対象との関連等を考慮し、調査職員と協議

のうえ適正に設定するものとする。 
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第５節 地すべり防止調査の取りまとめ 

(照査) 

第3231条 

(1) 
照査は、次の各号により調査業務の各段階で行うものとする。 

基本条件の照査 

(2) 

 現地の状況及びそれを取り巻く情報等の基本条件を、適切に把握あ

るいは収集可能であるか、設計図書の内容を理解しているか等の確認

を行う。特に、計画立案に重要な項目の調査が、適切に実施可能であ

るかの照査を行う。 

細部条件の照査 

(3) 

 発注者との協議内容が適切に調査に反映されているか、調査目的に

合致した調査が進められているか、計画立案に向けて適切な取りまと

めが遂行中であるか等、調査中の各段階において照査を行う。特に、

計画内容が設計や工事等に十分に役立つものになるかの確認を行う。 

成果品の照査 

 契約図書の内容が適切に実施されているか、協議事項が適切に反映

されているか、取りまとめ内容が設計や工事等に十分に役立つものと

して取りまとめられているか等の確認を行う。 

 

 また、図表や説明文、数量及び概算工事費等に誤りが無いかの確認

を行う。 

(報告書等の作成) 

第3232条 地すべり防止調査の取りまとめは、有効かつ適切な防止工事が達成で

きるよう取りまとめ

２ 表－４に示す成果品の一覧に準じて、必要なものを作成するものとする。 
る。 

 
表－４ 成果品一覧 
   「表 略」 

第５節 地すべり防止調査の取りまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(地すべり防止調査の取りまとめ

第 3220条 地すべり防止調査の取りまとめは、有効適切な防止工事が達成できる

よう取りまとめ、成果品は別表－４によるものとする。 

) 

 
別表－４ 成果品一覧 
    「表 略」 
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第６節 施工計画調査 

(施工計画調査) 

第3233条 施工計画調査は、地すべり防止工事計画の結果に基づき、地すべり防

止工事の実施設計に必要な次の各号の調査を設計図書又は調査職員の指示

(1)現地照査 

により行うものとする。 

   ア～エ           「略」 
(2)チェックボーリング調査   「略」 

(3)地下水検層 

ボーリング暗きょ工、集水井工の位置、規模等を決定するために必要な

調査を第2226

調査結果は、図表に取りまとめる。 

条に準じて行う。 

(4)簡易揚水試験・揚水試験 

ボーリング暗きょ工、集水井工の位置、規模等を決定するために必要な

調査を第2228条及び第2229

調査結果は、図表に取りまとめる。 

条に準じて行う。 

(5)地盤反力試験 

構造物を支持する地盤の変形特性を把握するために行うもので、鉛直載

荷試験と水平載荷試験があり試験方法は設計図書又は調査職員の指示

(6)アンカー試験 

に

よる。 

アンカー試験は第2108条に準じて行い、試験方法は設計図書又は調査職

員の指示

 
による。 

 

第６節 施工計画調査 

(施工計画調査) 

第3221条 施工計画調査は、地すべり防止工事計画の結果に基づき地すべり防

止工事の実施設計に必要な調査を設計図書

 

により行うものとする。 

(1)現地照査 

   ア～エ           「略」 
(2)チェックボーリング調査   「略」 

(3)地下水検層 

ボーリング暗きょ工、集水井工の位置、規模等を決定するために必要な

調査を第2222

調査結果は、図表に取りまとめる。 

条に準じて行う。 

(4)簡易揚水試験・揚水試験 

ボーリング暗きょ工、集水井工の位置、規模等を決定するために必要な

調査を第2224条及び第2225

調査結果は、図表に取りまとめる。 

条に準じて行う。 

(5)地盤反力試験 

構造物を支持する地盤の変形特性を把握するために行い、試験方法の選

択は設計図書

 

による。 

 (6)アンカー試験 

アンカー試験は第2108条に準じて行い、試験方法は設計図書による。 
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(7)貫入試験 

地すべり地の土層の相対的な強さ及び密度等を把握するために第2216

条に準じて試験を行い

(8)岩石試験 

、試験結果は、試験の種類に応じて解析し、図表に

取りまとめる。 

地すべり地及びその周辺における土質や基岩を構成する岩石の物理

的・力学的性質を把握するために第2217条から第2219条に準じて試験を行

い

(9)自然環境影響調査 

、試験結果は、試験の目的に応じて解析し、図表に取りまとめる。 

地すべり防止工事計画が地すべり地及びその周辺地域の自然環境に与

える影響を把握するために第2117条に準じて調査を行い

 

、調査結果は、事

業の実施に必要な解析を行う。 

第７節 地すべり防止効果の検証 

(地すべり防止効果の検証) 

第3234条 地すべり防止効果の検証は、地すべり防止工事の施工効果を判定し、

適切な維持管理を実施するために行うものとし、調査種は設計図書又は調査

職員の指示

(1)現地点検 

によるものとする。 

地すべり地を目視で調査し、地すべり移動による地形・構造物の変状、

地下水状況、周辺の自然環境の変化等を把握するもので、調査方法及び取

りまとめは、第3203条から第3207条

(2)地表移動量調査 

に準ずる。 

地表における移動量を把握するもので、調査方法及び取りまとめは 

第3220

 
条に準ずる。 

(7)貫入試験 

地すべり地の土層の相対的な強さ及び密度等を把握するために第2228

条により試験をし

 (8)岩石試験 

、試験結果は、試験の種類に応じて解析し、図表に取り

まとめる。 

地すべり地及びその周辺の基岩を構成する岩石の物理的・力学的性質を

把握するために第2229条により試験をし

 (9)自然環境影響調査 

、試験結果は、試験の目的に応じ

て解析し、図表に取りまとめる。 

地すべり防止工事計画が地すべり地及びその周辺地域の自然環境に与

える影響を把握するために第2117条の調査をし、調査結果は

 

、事業の実施

に必要な解析を行う。 

第７節 地すべり防止効果の検証 

(地すべり防止効果の検証) 

第3222

(1)現地点検 

条 地すべり防止効果の検証は、地すべり防止工事の施工効果を判定し、

適切な維持管理を実施するために行うものとし、調査種は設計図書によるも

のとする。 

地すべり地を目視で調査し、地すべり移動による地形・構造物の変状、

地下水状況、周辺の自然環境の変化等を把握するもので、調査方法及び取

りまとめは、第3201条

(2)地表移動量調査 

に準ずる。 

地表における移動量を把握するもので、調査方法及び取りまとめは

第3204

 

条に準ずる。 
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(3)地中変動量調査 

地中における変動量を把握するもので、調査方法及び取りまとめは 

第3221

(4)地下水調査 

条に準ずる。 

地下水調査は、原則として機構調査で実施した調査孔等を用いて地下水

の状況を把握するもので、調査方法及び取りまとめは第3219

(5)気象調査 

条に準ずる。 

地すべり地及びその周辺における降水量、積雪量及び降雪量等を調査

し、他の調査種とあわせて施工効果を把握するもので、第2223条に準じて

調査を行い、その結果を解析して

(6)構造物挙動調査       「略」 

、地すべり移動と気象要素の関連を図表

に整理しとりまとめる。 

２                「略」 

 
(検証結果の取りまとめ) 

第3235

 

条 それぞれの調査結果を対比し、時系列的に図表等にまとめ、地すべり

の現況について考察するものとする。 

(3)地中変動量調査 

地中における変動量を把握するもので、調査方法及び取りまとめは

第3208

(4)地下水調査 

条に準ずる。 

地下水調査は、原則として機構調査で実施した調査孔等を用いて地下水

の状況を把握するもので、調査方法及び取りまとめは第3209

 (5)気象調査 

条に準ずる。 

地すべり地及びその周辺における降水量、積雪量及び降雪量等を調査

し、他の調査種とあわせて施工効果を把握するもので、第2201条調査をし、

調査結果を解析し

 (6)構造物挙動調査       「略」 

、地すべり移動と気象要素の関連を図表に整理しとりま

とめる。 

２                 「略」 

 
(検証結果の取りまとめ) 

第3223

 

条 それぞれの調査結果を対比し、時系列的に図表等にまとめ、地すべ

りの現況について考察するものとする。 
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第４編 測  量 

 

第１章 測量に関する一般事項 

（測量業務の種類）  

第4101条 測量業務の種類は、次の各号によるものとする。 

（1） 基準点測量等 

ア 基準点測量 

イ 用地測量 

ウ 地形測量 

（2） 山地治山等測量 

ア 渓間工の測量 

イ 山腹工の測量 

ウ 海岸防災林造成の測量 

エ 防風林造成の測量 

オ なだれ防止林造成の測量 

カ 土砂流出防止林造成の測量 

キ 保安林整備の測量 

ク 保安林管理道の測量 

ケ 水土保全治山等の測量 

（3） 地すべり防止測量 

ア 実態調査の測量 

イ 機構調査の測量 

ウ 地すべり防止工の測量 

 
 

第４編 測  量 

 

第１章 測量に関する一般事項 

（測量業務の種類）  

第4101条 測量業務の種類は、次によるものとする。 

（1） 基準点測量等 

(ｱ) 基準点測量 

(ｲ)  用地測量 

(ｳ)  地形測量 

（2） 山地治山等測量 

(ｱ) 渓間工の測量 

(ｲ)  山腹工の測量 

(ｳ)  海岸防災林造成の測量 

(ｴ)  防風林造成の測量 

(ｵ)  なだれ防止林造成の測量 

(ｶ)  土砂流出防止林造成の測量 

(ｷ)  保安林整備の測量 

(ｸ)  保安林管理道の測量 

(ｹ)  水土保全治山等の測量 

（3） 地すべり防止測量 

 

 



「治山事業調査等業務共通仕様書の一部改正について」新旧対照表 
             新              旧 
（使用器材） 

第4102条 測量に用いる器材は、表－５に掲げるものと同等以上の性能を有し、点

検整備したものとする。 

 

（公差及び測定方法） 

第4103条 測量公差及び測定方法は、表－６によるものとする。 

 

（基準点） 

第4104条 基準点は、次の各号の点とするものとする。 

(1)  国土地理院の設置した三角点、水準点又は公共測量に基づく多角点及び

基準点測量を実施して設置した基準点、水準点 

(2) 国土地理院発行の地形図に明示されている地点、地物等を基準として定

めた水準点 

 
（測量杭） 

第 4105条 

  ～           「略」 

（図面） 

第 4107条 

 

（図面の縮尺） 

第 4108条 図面の縮尺は、表－７を標準とするものとする。 

 

（使用器材） 

第4102条 測量に用いる器材は、別表－５に掲げるものと同等以上の性能を有し、

点検整備したものとする。 

 

（公差及び測定方法） 

第4103条 測量公差及び測定方法は、別表－６によるものとする。 

 

（基準点） 

第4104条 基準点は、次の点とするものとする。 

(ｱ)  国土地理院の設置した三角点、水準点又は公共測量に基づく多角点及び

基準点測量を実施して設置した基準点、水準点 

(ｲ) 国土地理院発行の地形図に明示されている地点、地物等を基準として定

めた水準点 

 
（測量杭） 

第 4105条 

  ～           「略」 

（図面） 

第 4107条 

 

（図面の縮尺） 

第 4108条 図面の縮尺は、別表－７を標準とするものとする。 
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第 2章 基準点測量等 

第１節 基準点測量 

（規定の準用） 

第4201条 基準点測量は、本節に定めるもののほか、国土交通省公共測量作業規程

第２部第２編第２章「基準点測量」及び第３章「水準測量」に準じて行うも

のとする。 

 

（計画準備） 

第 4202条 
  ～              「略」 
（測量標の設置） 

第 4204条 
 
（測量の方法） 

第 4205 条 基準点測量（４級基準点測量）は、原則として多角測量方式によるも

のとし、トータルステーション（光波測距儀）を使用して水平角、鉛直角の測

角及び測距を行って新点の水平位置及び標高を定めるものとする。 

  
２～３             「略」 

 
（測量成果等） 

第 4206条              「略」 

第 2章 基準点測量等 

第１節 基準点測量 

（規定の準用） 

第4201条 基準点測量は、本節に定めるもののほか、国土交通省公共測量作業規程

第２編第２章「基準点測量」及び第３章「水準測量」に準じて行うものとす

る。 

 

（計画準備） 

第 4202条 
  ～             「略」 
（測量標の設置） 

第 4204条 
 
（測量の方法） 

第 4205条 基準点測量（４級基準点測量）は、原則として多角測量方式による

ものとし、トータルステーション（光波測距儀）又はトランシットを使用し

て水平角、鉛直角の測角及び測距を行って新点の水平位置及び標高を定める

ものとする。 

２～３           「略」 
 
（測量成果等） 

第 4206条            「略」 
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第２節 用地測量 

（現地踏査） 

第 4207条 

  ～               「略」 

（計画準備） 

第 4208条 
 
（境界測量） 

第4209条 境界測量は、国土地理院の設置した三角点及び公共測量に基づく多角

点、又は基準点測量により設置された基準点を基準として、トータルステーシ

ョン（光波測距儀）を使用し、原則として多角方式により行うものとする。 

 
 
（用地境界杭設置） 

第 4210条 

  ～               「略」 
（図面等の作成） 

第 4211条 

 

 

第３節 地形測量 

（測量の方法） 

第4212条 地形測量は、トータルステーションによって地形図を作成するために行

うものとし、電子データによる作図を含むものとする。空中写真測量及びレー

ザープロファイラーによる場合は、特記仕様書によるものとする。 

 

第２節 用地測量 

（現地踏査） 

第 4207条 

  ～              「略」 

（計画準備） 

第 4208条 
 
（境界測量） 

第4209条 境界測量は、国土地理院の設置した三角点及び公共測量に基づく多角

点、又は基準点測量により設置された基準点を基準として、トータルステーシ

ョン（光波測距儀）又はトランシットを使用し、原則として多角方式により行

うものとする。 

 
（用地境界杭設置） 

第 4210条 

  ～              「略」 
（図面等の作成） 

第 4211条 

 

 

第３節 地形測量 

（測量の方法） 

第4212条 地形測量は平板測量によるものとするが、空中写真測量及びレーザープ

ロファイラーによる場合は、特記仕様書によるものとする。 
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第３章 山地治山等測量 

第１節 渓間工の測量 

（踏査選点） 

第 4301条             「略」 
 
（中心線測量） 

第 4302条 中心線測量は、片側 50ｍ程度の範囲を対象に、既知点又は任意の不動

点を出発点とし、出発点から他の既知等まで測量し、渓床・渓岸の現況、土地

利用区分、各種構造物等の位置が明らかにするものとする。測定方法は次の各

号による方法を標準とし、設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

(1)中心線測量 

中心線測量は、トータルステーション（光波測距儀）を使用し、渓床の主

要点及び中心部の位置を多角方式により測量する。 

（2）簡易中心線測量 

簡易中心線測量は、ポケットコンパス等を使用し、渓床の主要点及び中心

部の位置を測量する。 

（3）中心線縦断測量 

中心線縦断測量は、ポケットコンパス等を使用し、渓床の主要点及び中心

部の位置、地盤高を測量する。 

 ２               「略」 
 
（平面測量） 

第4303条 平面測量は、中心線測量で設置した測点を基準として、保全対象、所有

者界、土砂捨場、林相区分等を明らかにするものとする。測量方法は次の各号

による方法を標準とし、設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

（1）平面測量 

平面測量は、トータルステーション（光波測距儀）を使用し、測量する。 

 

 

第３章 山地治山等測量 

第１節 渓間工の測量 

（踏査選点） 

第 4301条             「略」 
 
（中心線測量） 

第 4302条 中心線測量は、片側 50ｍ程度の範囲を対象に、既知点又は任意の不動

点を出発点とし、出発点から他の既知等まで測量し、渓床・渓岸の現況、土地

利用区分、各種構造物等の位置が明らかにするものとする。測定方法は次の方

法を標準とし、設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

(1)中心線測量 

中心線測量は、トータルステーション（光波測距儀）又はトランシットを

使用し、渓床の主要点及び中心部の位置を多角方式により測量する。 

（2）簡易中心線測量 

簡易中心線測量は、ポケットコンパス又は簡易トランシットを使用し、渓

床の主要点及び中心部の位置を測量する。 

（3）中心線縦断測量 

中心線縦断測量は、ポケットコンパス又は簡易トランシットを使用し、渓

床の主要点及び中心部の位置、地盤高を測量する。 

 ２               「略」 
 
（平面測量） 

第4303条 平面測量は、中心線測量で設置した測点を基準として、保全対象、所有

者界、土砂捨場、林相区分等を明らかにするものとする。測量方法は次の方法

を標準とし、調査職員の指示によるものとする。 

（1）平面測量 

平面測量は、トータルステーション（光波測距儀）又はトランシットを使

用し、測量する。  
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（2）簡易平面測量 

簡易平面測量は、ポケットコンパス等を使用し、測量する。 

 ２               「略」 
  
 

（縦断測量） 

第4304条 縦断測量は、中心線測量で設置した測点、渓床勾配の変化点等の地盤高

及び既設構造物の高さ等を測量するものとする。測量方法は次の各号による方

法を標準とし、設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

（1）縦断測量 

縦断測量は、レベル又はトータルステーション（光波測距儀）を使用し、

往復測量とする。 

（2）簡易縦断測量 

簡易縦断測量は、ポケットコンパス等を使用し、片道測量とする。 
  
２                「略」 
 
（横断測量） 

第4305条  横断測量は、次の各号による測量方法を標準とし、設計図書又は調査

職員の指示によるものとする。 

（1）横断測量 

横断測量は、トータルステーション（光波測距儀）又は、レベルとポケッ

トコンパスを使用し、縦断測量の測点を基点として、中心線に対して直角方

向の地形の変化点及び設計上必要な地点の地盤高を測量する。 

（2）簡易横断測量 

簡易横断測量は、ポケットコンパス等を使用し、ダム堆砂量等の簡易な横

断測量を行う。 

 ２               「略」 

（2）簡易平面測量 

簡易平面測量は、ポケットコンパス又は簡易トランシットを使用し、測量

する。 

 ２               「略」 
 

（縦断測量） 

第4304条 縦断測量は、中心線測量で設置した測点、渓床勾配の変化点等の地盤高

及び既設構造物の高さ等を測量するものとする。測量方法は次の方法を標準と

し、調査職員の指示によるものとする。 

（1）縦断測量 

縦断測量は、レベル、トータルステーション（光波測距儀）又はトランシ

ットを使用し、往復測量とする。 

（2）簡易縦断測量 

簡易縦断測量は、ポケットコンパス又は簡易トランシットを使用し、片道

測量とする。 

 ２               「略」 
 
（横断測量） 

第 4305条 横断測量は、次の測量方法を標準とし、調査職員の指示によるものと

する。 

（1）横断測量 

横断測量は、レベル、トータルステーション（光波測距儀）又はトランシ

ットを使用し、縦断測量の測点を基点として、中心線に対して直角方向の地

形の変化点及び設計上必要な地点の地盤高を測量する。 

（2）簡易横断測量 

簡易横断測量は、ポケットコンパス又は簡易トランシットを使用し、ダム

堆砂量等の簡易な横断測量を行う。 

 ２               「略」 
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（構造物計画位置横断測量） 

第 4306 条 構造物計画位置横断測量は、トータルステーション（光波測距儀）又

は、レベルとポケットコンパスを使用し、構造物計画位置の地形の変化点の地

盤高を詳細に測量するとともに、土量計算の区分等に必要な土質区分を行うも

のとする。 

 ２               「略」 
 
第２節 山腹工の測量 

（踏査選点） 

第 4307条             「略」  

 

（平面測量） 

第4308条 平面測量は、崩壊地の周囲を測量し、基礎工、緑化工等の数量、面積の

算出及び工種配置を明らかにするものとする。測量方法は次の各号による方法

を標準とし、設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

（1）山腹平面測量 

山腹平面測量は、トータルステーション（光波測距儀）を使用して測量す

る。 

（2）簡易山腹平面測量 

簡易山腹平面測量は、ポケットコンパス等を使用して測量する。 

  
２               「略」 

 

 

（構造物計画位置横断測量） 

第 4306条 構造物計画位置横断測量は、レベル、トータルステーション（光波測

距儀）又はトランシットを使用し、構造物計画位置の地形の変化点の地盤高を

詳細に測量するとともに土質区分を行うものとする。 

  
２               「略」 
 
第２節 山腹工の測量 

（踏査選点） 

第 4307条            「略」  

 

（平面測量） 

第4308条 平面測量は、崩壊地の周囲を測量し、基礎工、緑化工等の数量、面積の

算出及び工種配置を明らかにするものとする。測量方法は次の方法を標準と

し、調査職員の指示によるものとする。 

（1）平面測量 

平面測量は、トータルステーション（光波測距儀）を使用して測量する。 

 

（2）簡易平面測量 

簡易平面測量は、ポケットコンパス又は簡易トランシットを使用して測量

する。 

 ２              「略」 
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（縦断測量） 

第4309条 縦断測量は、崩壊地の下部に基準点を設け、主要な縦断面の地形の変化

点、構造物の計画位置及びのり切計画位置等測量するものとする。測量方法は

次の各号による方法を標準とし、設計図書又は調査職員の指示によるものとす

る。 

（1）山腹縦断測量 

山腹縦断測量は、レベル又はトータルステーション（光波測距儀）を使用

して測量する。 

（2）簡易山腹縦断測量 

簡易山腹縦断測量は、ポケットコンパス等を使用して測量する。 

  
２               「略」 

 
（横断測量） 

第4310条 横断測量は、縦断測量の測点を基点として、構造物の計画位置及びのり

切計画位置等を測量するものとする。測量方法は次の各号による方法を標準と

し、設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

（1）山腹横断測量 

山腹横断測量は、トータルステーション（光波測距儀）又は、レベルとポ

ケットコンパスを使用して測量する。 

（2）簡易山腹横断測量 

簡易山腹横断測量は、ポケットコンパス等を使用し、簡易な構造物等につ

いて測量する。 

 ２               「略」 
  

（縦断測量） 

第4309条 縦断測量は、崩壊地の下部に基準点を設け、主要な縦断面の地形の変化

点、構造物の計画位置及びのり切計画位置等測量するものとする。測量方法は

次の方法を標準とし、調査職員の指示によるものとする。 

 

（1）縦断測量 

縦断測量は、レベル、トータルステーション（光波測距儀）又はトランシ

ットを使用して測量する。 

（2）簡易縦断測量 

簡易縦断測量は、ポケットコンパス又は簡易トランシットを使用して測量

する。 

 ２              「略」 
 
（横断測量） 

第4310条 横断測量は、縦断測量の測点を基点として、構造物の計画位置及びのり

切計画位置等を測量するものとする。測量方法は次の方法を標準とし、調査職

員の指示によるものとする。 

（1）横断測量 

横断測量は、レベル、トータルステーション（光波測距儀）又はトランシ

ットを使用して測量する。 

（2）簡易横断測量 

簡易横断測量は、ポケットコンパス、簡易トランシット又はポールを使用

し、簡易な構造物等について測量する。 

 ２               「略」 
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第３節 海岸防災林造成の測量 

（踏査選点） 

第 4311条             「略」 

 
（一般地形測量） 

第4312条 一般地形測量は、海岸地域の地形の現況、各種構造物等の位置を測量し、

砂丘造成、森林造成の各工種の数量、面積の算出及び工種配置を明らかにする

ものとする。測量方法は次の各号による方法を標準とし、設計図書又は調査職

員の指示によるものとする。 

（1）一般地形測量 

一般地形測量は、汀線測量、深浅測量と関連づけを行い、トータルステー

ション（光波測距儀）を使用して、多角方式により測量する。 

 

（2）簡易一般地形測量 

簡易一般地形測量は、汀線測量、深浅測量との関連づけを要しない簡易な

ものとし、ポケットコンパス等を使用し測量する。 

 ２               「略」 
 
（汀線測量） 

第4313条 汀線測量は、トータルステーション（光波測距儀）又はレベルを使用し、

海面と海浜との交線付近に計画する構造物等の位置、方向、構造等を決定する

ため、次の各号に留意して平面測量、縦断測量、横断測量を行うものとする。 

 

（1） 汀線測量の法線は、防潮工又は人工砂丘を設ける位置を考慮して、全体の

地形が把握できる位置に設定する。 

（2） 法線は、原則として波浪等により浸食されない地点に基準点（水準点）を

設置する。止むを得ず滅失するおそれのある地点に設ける場合は、引照点を

設置する。 

 

第３節 海岸防災林造成の測量 

（踏査選点） 

第 4311条             「略」 

 
（一般地形測量） 

第4312条 一般地形測量は、海岸地域の地形の現況、各種構造物等の位置を測量し、

砂丘造成、森林造成の各工種の数量、面積の算出及び工種配置を明らかにする

ものとする。測量方法は次の方法を標準とし、調査職員の指示によるものとす

る。 

（1）一般地形測量 

一般地形測量は、汀線測量、深浅測量と関連づけを行い、トータルステー

ション（光波測距儀）又はトランシットを使用して、多角方式により測量す

る。 

（2）簡易一般地形測量 

簡易一般地形測量は、汀線測量、深浅測量との関連づけを要しない簡易な

ものとし、ポケットコンパス又は簡易トランシットを使用し測量する。 

 ２               「略」 
 
（汀線測量） 

第4313条 汀線測量は、トータルステーション（光波測距儀）、レベル又はトラン

シットを使用し、海面と海浜との交線付近に計画する構造物等の位置、方向、

構造等を決定するため、次号に留意して平面測量、縦断測量、横断測量を行う

ものとする。 

（1） 汀線測量の法線は、防潮工又は人工砂丘を設ける位置を考慮して、全体の

地形が把握できる位置に設定する。 

（2） 法線は、原則として波浪等により浸食されない地点に基準点（水準点）を

設置する。止むを得ず滅失するおそれのある地点に設ける場合は、引照点を

設置する。 
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（3） 平面測量は、法線、基準点（水準点）、縦・横断測線及び測点等を測量す

る。 

（4） 縦断測量は汀線に平行に、横断測量は直角方向に測量する。 

横断測量の間隔は測量の目的、汀線の平面形状などを勘案して決定する。 

２                「略」 

 
（深浅測量） 

第4314条 深浅測量は、トータルステーション（光波測距儀）、電波測位器、音響

測探器、作業船等を使用し、次の各号に留意して海底地形等を測量するものと

する。 

  (1)～(3)            「略」 
２                「略」 

 
第４節 防風林造成の測量 

（踏査選点） 

第 4315条              「略」 
 
（平面測量） 

第4316条 平面測量は、風害の区域、地形、地物、土地の利用状況、保全対象の位

置等を測量するものとする。測量方法は次の各号による方法を標準とし、設計

図書又は調査職員の指示によるものとする。 

（1）平面測量 

平面測量は、トータルステーション（光波測距儀）を使用して測量する。 

 

（2）簡易平面測量 

簡易平面測量は、ポケットコンパス等を使用して測量する。 

 

２                「略」 

 

（4） 平面測量は、法線、基準点（水準点）、縦・横断測線及び測点等を測量す

る。 

（3） 縦断測量（汀線に平行方向）及び横断測量は、法線を基準線として測量し、

横断測量の間隔は測量の目的、汀線の平面形状などを勘案して決定する。 

２                「略」 

 
（深浅測量） 

第4314条 深浅測量は、トータルステーション（光波測距儀）、トランシット、六

分儀、電波測位器、音響測探器、作業船等を使用し、次号に留意して海底地形

等を測量するものとする。 

  (1)～(3)            「略」 
２                「略」 

 
第４節 防風林造成の測量 

（踏査選点） 

第 4315条              「略」 
 
（平面測量） 

第4316条 平面測量は、風害の区域、地形、地物、土地の利用状況、保全対象の位

置等を測量するものとする。測量方法は次の方法を標準とし、調査職員の指示

によるものとする。 

（1）平面測量 

平面測量は、トータルステーション（光波測距儀）又はトランシットを使

用して測量する。 

（2）簡易平面測量 

簡易平面測量は、ポケットコンパス又は簡易トランシットを使用して測量

する。 

２                「略」 
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（縦断測量） 

第4317条 縦断測量は、造成する林帯のおおむね中心点を縦方向に結び等間隔及び

地形の変化点に測点を設けて測量するものとする。測量方法は次の各号による

方法を標準とし、設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

（1）縦断測量 

縦断測量は、レベル、トータルステーション（光波測距儀）を使用して測

量する。 

（2）簡易縦断測量 

簡易縦断測量は、ポケットコンパス等を使用して測量する。 

 

２                「略」 

 
（横断測量） 

第4318条 横断測量は、縦断測量の測点を基点として、必要な範囲について測量す

るものとする。測量方法は次の各号による方法を標準とし、選択は設計図書又

は調査職員の指示によるものとする。 

（1）横断測量 

横断測量は、レベル又はトータルステーション（光波測距儀）を使用して

測量する。 

（2）簡易横断測量 

簡易横断測量は、ポケットコンパス等を使用して測量する。 

 

２                「略」 

 

（縦断測量） 

第4317条 縦断測量は、造成する林帯のおおむね中心点を縦方向に結び等間隔及び

地形の変化点に測点を設けて測量するものとする。測量方法は次の方法を標準

とし、調査職員の指示によるものとする。 

（1）縦断測量 

縦断測量は、レベル、トータルステーション（光波測距儀）又はトランシ

ットを使用して測量する 

（2）簡易縦断測量 

簡易縦断測量は、ポケットコンパス又は簡易トランシットを使用して測量

する。 

２                「略」 

 
（横断測量） 

第4318条 横断測量は、縦断測量の測点を基点として、必要な範囲について測量す

るものとする。測量方法は次の方法を標準とし、選択は調査職員の指示による

ものとする。 

（1）横断測量 

横断測量は、レベル、トータルステーション（光波測距儀）又はトランシ

ットを使用して測量する。 

（2）簡易横断測量 

簡易横断測量は、ポケットコンパス又は簡易トランシットを使用して測量

する。 

２                「略」 

 

 



「治山事業調査等業務共通仕様書の一部改正について」新旧対照表 
             新              旧 
第５節 なだれ防止林造成の測量 

（踏査選点） 

第 4319条              「略」 

 

（平面測量） 

第4320条 平面測量は、なだれの発生区から堆積区に至る中心線に沿って法線を設

定して、法線とその周囲を測量し、防止施設、森林造成等の数量、面積の算出

及び工種配置を明らかにするものとし、測量方法は次の各号による方法を標準

とし、設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

（1）平面測量 

平面測量は、トータルステーション（光波測距儀）を使用して測量する。 

 

（2）簡易平面測量 

簡易平面測量は、ポケットコンパス等を使用して測量する。 

 

２                「略」 

 
（縦断測量） 

第 4321 条 縦断測量は、法線の地形変化点、構造物の計画位置等を測量するもの

とする。測量方法は次の各号による方法を標準とし、設計図書又は調査職員の

指示によるものとする。 

（1）縦断測量 

縦断測量は、レベル又はトータルステーション（光波測距儀）を使用して

測量する。 

（2）簡易縦断測量 

簡易縦断測量は、ポケットコンパス等を使用して測量する。 

２                「略」 

（横断測量） 

第 4322条                「略」 

第５節 なだれ防止林造成の測量 

（踏査選点） 

第 4319条             「略」 

 

（平面測量） 

第4320条 平面測量は、なだれの発生区から堆積区に至る中心線に沿って法線を設

定して、法線とその周囲を測量し、防止施設、森林造成等の数量、面積の算出

及び工種配置を明らかにするものとし、測量方法は次の方法を標準とし、調査

職員の指示によるものとする。 

（1）平面測量 

平面測量は、トータルステーション（光波測距儀）又はトランシットを使

用して測量する。 

（2）簡易平面測量 

簡易平面測量は、ポケットコンパス又は簡易トランシットを使用して測量

する。 

２               「略」 

 
（縦断測量） 

第 4321条 縦断測量は、法線の地形変化点、構造物の計画位置等を測量するもの

とする。測量方法は次の方法を標準とし、調査職員の指示によるものとする。 

（1）縦断測量 

縦断測量は、レベル、トータルステーション（光波測距儀）又はトランシ

ットを使用して測量する。 

（2）簡易縦断測量 

簡易縦断測量は、ポケットコンパス又は簡易トランシットを使用して測量

する。 

２                「略」 

（横断測量） 

第 4322条                「略」 
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第６節 土砂流出防止林造成の測量 

（踏査選点） 

第 4323条              「略」 

 

（平面測量） 

第4324条 平面測量は、森林造成地の周囲を測量し造成基礎工、植栽準備工等の数

量、面積の算出及び工種配置を明らかにするものとする。測量方法は次の各号

による方法を標準とし、設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

（1）平面測量 

    平面測量は、トータルステーション（光波測距儀）を使用して測量する。 

 

（2）簡易平面測量 

    簡易平面測量は、ポケットコンパス等を使用して測量する。 

 

２                「略」 

 
（縦断測量） 

第 4325 条 縦断測量は、造成基礎工等の位置、方向、配置規模等を把握できるよ

う測線を設定して測量するものとする。測量方法は次の各号による方法を標準

とし、設計図書又は調査職員の指示によるものとする。 

（1）縦断測量 

縦断測量は、レベル又はトータルステーション（光波測距儀）を使用して

測量する。 

（2）簡易縦断測量 

    簡易縦断測量は、ポケットコンパス等を使用して測量する。 

 

２                「略」 

（横断測量） 

第 4326条              「略」 

第６節 土砂流出防止林造成の測量 

（踏査選点） 

第 4323条              「略」 

 

（平面測量） 

第4324条 平面測量は、森林造成地の周囲を測量し造成基礎工、植栽準備工等の数

量、面積の算出及び工種配置を明らかにするものとする。測量方法は次の方法

を標準とし、調査職員の指示によるものとする。 

（1）平面測量 

    平面測量は、トータルステーション（光波測距儀）又はトランシットを使

用して測量する。 

（2）簡易平面測量 

    簡易平面測量は、ポケットコンパス又は簡易トランシットを使用して測量

する。 

２                「略」 

 
（縦断測量） 

第 4325条 縦断測量は、造成基礎工等の位置、方向、配置規模等を把握できるよ

う測線を設定して測量するものとする。測量方法は次の方法を標準とし、調査

職員の指示によるものとする。 

（1）縦断測量 

縦断測量は、レベル、トータルステーション（光波測距儀）又はトランシ

ットを使用して測量する。 

（2）簡易縦断測量 

    簡易縦断測量は、ポケットコンパス又は簡易トランシットを使用して測量

する。 

２                「略」 

（横断測量） 

第 4326条              「略」 
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第７節 保安林整備の測量 

（踏査選点） 

第 4327条 

  ～               「略」 

（横断測量） 

第 4330条 

 

第８節 保安林管理道の測量 

（通 則） 

第4331条 保安林管理道の測量は、林道事業調査等業務共通仕様書 第４節「測量」

に準じて行うものとする。 

 

 

第９節 水土保全治山等の測量 

（水土保全治山等の測量） 

第 4332 条 水土保全治山等の測量範囲は、設計図書又は調査職員の指示によるも

のとする。 

 ２               「略」 
３ 森林整備等に係る区域測量又は標準地測量等は、ポケットコンパス等による

ことができるものとする。 

第７節 保安林整備の測量 

（踏査選点） 

第 4327条 

  ～               「略」 

（横断測量） 

第 4330条 

 

第８節 保安林管理道の測量 

（通 則） 

第4331条 保安林管理道の測量は、林道技術基準及び同運用の「第５節 実測量」

及び「第７節 用地測量」に準じて行うものとする。 

 

 

第９節 水土保全治山等の測量 

（水土保全治山等の測量） 

第 4332条 水土保全治山等の測量範囲は、特記仕様書又は調査職員の指示による

ものとする。 

 ２               「略」 
３ 森林整備等に係る区域測量又は標準地測量等は、ポケットコンパス又は簡易

トランシットによることができるものとする。 
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第４章 地すべり防止測量 

第１節 実態調査測量 

(踏査選点) 

第 4401条            「略」 

 

(地形測量) 

第4402条 地形測量は、第4104条に定める「基準点」のほか、当該地すべり地の周

辺にも基準点を設け、トータルステーション（光波測距儀）又はポケットコン

パスを使用し、不動地、滑落崖、亀裂、沼、凹地、隆起地帯、断層等の位置、

方向、湧水地点及び保全対象の位置等を測量するものとする。 

 ２～５            「略」 
 
第２節 機構調査測量 

(測線測量) 

第4403条 測線測量は、地すべりの調査及び安定解析等の基準線として設定された

主測線、副測線を、トータルステーション（光波測距儀）又はレベルとポケッ

トコンパスを使用し、平面､縦断及び横断測量するものとする。 

２ 測線の測点は、平均的な地形の変換点に設ける測量杭に加え、微地形を正確

に表すことができるよう亀裂、隆起の地点、滑落崖等においてもプラス杭を設

けなければならない。 

 ３              「略」 
４               「削除」 

 

５               「削除」 

 

第４章 地すべり防止測量 

第１節 実態調査測量 

(踏査選点) 

第 4401条            「略」 

 

(地形測量) 

第4402条 地形測量は、第4104条に定める「基準点」のほか、当該地すべり地の周

辺にも基準点を設け、トータルステーション（光波測距儀）又はトランシット

を使用し、不動地、滑落崖、亀裂、沼、凹地、隆起地帯、断層等の位置、方向、

湧水地点及び保全対象の位置等を測量するものとする。 

 ２～５            「略」 
 
第２節 機構調査測量 

(測線測量) 

第4403条 測線測量は、地すべりの調査及び安定解析等の基準線として設定された

主測線、副測線を、トータルステーション（光波測距儀）、レベル又はトラン

シットを使用し、平面､縦断及び横断測量するものとする。 

２ 測線の測点は、地形の変換点、亀裂、隆起の地点、滑落崖等には微地形を正

確に表すことができるようプラス杭を設けなければならない。 

 

 ３              「略」 
４ 測量の成果に基づき平面図、縦断面図、横断面図を作成するものとする。平

面図には、主測線並びに副測線の位置を記入するものとする。 

５ 図面の縮尺は1/500を標準とし、縦断面図及び横断面図における水平、垂直

とも平面図と同一とするものとする。 
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(平面測量) 

第4404条            「削除」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(縦断測量) 

第4405条            「削除」 

 

 

 

 

 

 

 
(横断測量) 

第4406条            「削除」 

 

(平面測量) 

第4404条 平面測量は、主測線、副測線を基準として、トータルステーション（光

波測距儀）又はトランシットを使用し、地すべり防止工の工種、施設の配置及

び数量の決定等に必要な滑落崖、亀裂、陥没、隆起、段差、崩壊及び調査ボー

リング点、湧水点等を測量するものとする。 

２ 測量の成果に基づき平面図を作成するものとする。 

３ 平面図には、測点及び番号、基準点位置、主測線、副測線、調査ボーリング

等の位置及び地すべりブロック区分、方位、縮尺、標高、湧水点、亀裂、地形、

地物等設計に必要な諸元を記入するものとする。 

４ 図面の縮尺は1/500を標準とし、地すべりブロックの面積、重要度、保全対

象の位置などから1/1000又は1/2000とすることができるものとする。 

 
(縦断測量) 

第4405条 縦断測量は、地すべり防止施設の配置及び規模を決定するに必要な施工

対象地の主要な縦断面の地形を測量するものとする。 

２ 測量の成果に基づいて、縦断面図を作成するものとする。 

３ 縦断面図には、縦断地形、防止施設の縦断のほか、必要に応じてボ－リング

柱状図の要点、地層区分、地下水文状況、すべり面、基盤面等の調査成果を記

入するものとする。 

４ 図面の縮尺は1/500を標準に、平面図と同一とし、縦横は同一縮尺とする。 

 
(横断測量) 

第4406条 横断測量は、地すべり防止工の形状・切取・盛土量等を決定するに必要

な施工対象地の横断面の地形を測量するものとする。 

２ 測量の成果に基づいて、横断面図を作成するものとする。  

３ 横断面図には、横断地形のほか、必要に応じて地層区分、水文状況、すべり

面、基盤面等の調査成果を記入するものとする。 

４ 図面の縮尺は1/500を標準とし、平面図と同一とするものとする。 
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第３節 地すべり防止工の測量 

(地すべり防止工の測量) 

第4404

 

条 地すべり防止工の測量は、地すべり防止工の位置及び規模の決定に

必要で、十分な範囲を測量する。 

(測量の種類) 

第4405条 測量の種類は、測線測量、

 

平面測量、縦断測量及び横断測量とする。 

(測線測量) 

第4406条 

２ 

測線測量は、第4403条に準ずるものとする。 

３ 

測量の成果に基づき縦断面図、横断面図を作成するものとする。なお、主

測線並びに副測線の位置は平面図等に記入するものとする。 

縦断面図及び横断面図は、地形、防止施設の断面のほかに、ボーリング柱

状図の要点、

４ 

地層区分、地下水文状況、すべり面、基盤面等の調査成果を

記入するものとする。 

  

図面の縮尺は1/500を標準とし、地すべりブロックの面積、重要度、保全

対象の位置などから1/1000又は1/2000等とすることができるものとする。 

 

また、縦断面図及び横断面図における縮尺は、水平、垂直とも平面図と同

一とするものとする。 

(平面測量) 

第4407条 平面測量は、第4402

 ２ 

条に準ずるものとする。 

 ３ 

主測線、副測線、横断線と関連させるとともに、調査ボーリング等の位置

を測量杭にて明確に表す。 

測量の成果に基づき平面図（地形図）を作成する。 

 

図面の縮尺は1/500を標準とするが、地すべりブロックの面積、重要度、

保全対象の位置などから1/1000又は1/2000等とすることができるものと

する。 

第３節 地すべり防止工事

(地すべり防止工事の測量) 

の測量 

第4407条 地すべり防止工事

 

の測量は、地すべり防止工の位置及び規模の決定

に必要で、十分な範囲を測量する。 

(測量の種類) 

第4408

 

条 測量の種類は、平面測量、縦断測量及び横断測量とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(平面測量) 

第4409条 平面測量は、第4404

  

条に準ずるものとする。 
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(縦断測量) 

第4408条 縦断測量は、地すべり防止施設の配置及び規模を決定するために必要 

２ 

な、施工対象地の主要な縦断面の地形を測量するものとする。 

縦断面図には、縦断地形、防止施設の断面のほか、必要に応じてボーリン 

グ柱状図の要点、地層区分、地下水文状況、すべり面、基盤面等の調査成果 

 ３ 

を記入するものとする。 

  

測量の成果に基づき縦断面図を作成する。 

図面の縮尺は1/500を標準とするが、地すべりブロックの面積、重要度、 

保全対象の位置などから1/1000又は1/2000等とすることができるものとす 

る。 

 

縦断面図の縮尺は、水平、垂直とも平面図と同一とするものとする。 

(横断測量) 

第4409条 横断測量は、

 ２ 

地すべり防止工の形状・切取・盛土量等を決定するため

に必要な、施工対象地の横断面の地形を測量するものとする。 

 ３ 

測量の成果に基づいて、横断面図を作成するものとする。 

 ４ 

横断面図には、横断地形のほか、必要に応じて地層区分、水文状況、すべ

り面、基盤面等の調査成果を記入するものとする。 

  

測量の成果に基づき、横断面図を作成する。 

図面の縮尺は、1/500を標準とするが、地すべりブロックの面積、重要度、 

保全対象の位置などから1/1000又は1/2000等とすることができるものとす

る。 

 
横断面図の縮尺は、水平、垂直とも平面図と同一とするものとする。 

(縦断測量) 

第4410条 縦断測量は、

 

第4405条に準ずるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(横断測量) 

第4411条 横断測量は、第4406条に準ずるものとする。 
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第５編 設  計 

第１章 設計業務一般 

（設計に関する一般事項） 

第5101条 受注者は、設計に先立ち現地調査を行い、施工地域の地形、地質、湧水、

用排水、気象及び植生等の状況を把握するものとする。 

 ２～４           「略」 
 
（設計業務の種類） 

第5102条 設計業務の種類は、次の各号に定めるところに 

よるものとする。 

(1)山地治山等設計 

ア 渓間工の設計 

イ 山腹工の設計 

ウ 海岸防災林造成（防潮工等施設）の設計 

エ 防風林造成の設計 

オ なだれ防止林造成の設計 

カ 土砂流出防止林造成の設計 

キ 保安林整備の設計 

ク 保安林管理道の設計 

ケ 水土保全治山等の設計 

(2)  地すべり防止設計 

  ア 抑制工の設計 

  イ 抑止工の設計 

第５編 設  計 

第１章 設計業務一般 

（設計に関する一般的事項） 

第5101条  受注者は、設計に先立ち現地調査を行い、施工地域の地形、地質、 

湧水、用排水、気象及び植生等の状況を把握するものとする。 

 ２～４           「略」 
 
（設計業務の種類） 

第5102条 設計業務の種類は、次の各号に定めるところに 

よるものとする。 

（１）山地治山等設計 

（ｱ） 渓間工の設計 

（ｲ） 山腹工の設計 

（ｳ） 海岸防災林造成（防潮工等施設）の設計 

（ｴ） 防風林造成の設計 

（ｵ） なだれ防止林造成の設計 

（ｶ） 土砂流出防止林造成の設計 

（ｷ） 保安林整備の設計 

（ｸ） 保安林管理道の設計 

（ｹ） 水土保全治山等の設計 

  (2)  地すべり防止設計 
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（照査） 

第5103条 照査は、次の各号により設計業務の各段階で行うものとする。 

(1) 基本条件の照査 

 現地の状況及びそれを取り巻く情報等の基本条件を、適切に把握あるい

は収集可能であるか、設計図書の内容を理解しているか等の確認を行う。 

全体計画が存在していれば、それに準じて設計が遂行されているのかの確

認を行う。 

(2) 細部条件の照査 

 発注者との協議内容が適切に設計に反映されているか、施工目的に合致

した設計が進められているか，工事に向けて適切な設計が遂行中であるか

等、設計中の各段階において照査を行う。特に、設計内容が現場条件に十

分に合致しており、工事内容を解りやすく、かつ必要事項を適切に取りま

とめているのかの確認を行う。 

(3) 成果品の照査 

 設計図書の内容が適切に実施されているか、協議事項が適切に反映され

ているか、取りまとめ内容が工事に十分に役立つものとして取りまとめら

れているか等の確認を行う。 

 また、設計図や数量計算、設計説明書等に誤りが無いかの確認を行う。 

 

（設計業務成果） 

第5104条 設計業務の成果は、次の各号に留意して、表－８により取りまとめるも 

のとする。 

  (1)～(4)             「略」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（設計業務成果） 

第5105条 設計業務の成果は、次の各号に留意して、別表－８により取りまとめる 

ものとする。 

  (1)～(4)             「略」 

 



「治山事業調査等業務共通仕様書の一部改正について」新旧対照表 
             新              旧 
第２章 山地治山等設計 

第１節  渓間工の設計 

（渓間工の設計内容） 

第 5201条 

  ～              「略」 

（現地調査） 

第5202条 
 
（基本事項の決定） 

第 5203 条 現地調査の結果及び設計条件等に基づき、工種工法等の基本的事項を

定め、各工種及び構造物の配置を決定するものとする。 

 

（治山ダム工の設計） 

第 5204条 治山ダム工の設計は、次の各号によるものとする。 

（1）設計計画 

 基本事項の決定に基づき、設計施設等の位置、高さ、型式、構造、規

模及び施工方法等を決定する。工事施工上必要な仮締切、廻排水、安全

設備及び運搬方法等の仮設計画も含める。 

（2）安定計算 

    構造物の型式、規模等の決定に必要な安定計算を行う。 

 

（3）設計図作成 

    平面図、縦断面図、構造図、横断面図等を作成する。複雑な構造物は、細

部構造が判るよう構造詳細図を別途作成する。 

（4）数量計算         「略」 

（5）照査           「削除」 

 

第３章 山地治山等設計 

第２節  渓間工の設計 

（渓間工の設計内容） 

第 5201条 

  ～              「略」 

（現地調査） 

第5202条 
 
（基本事項の決定） 

第 5203条 現地調査及び設計条件等に基づき、工種工法等の基本的事項を定め、

各工種及び構造物の配置を決定するものとする。 

 

（治山ダム工の設計） 

第 5204条 治山ダム工の設計は、次の各号によるものとする。 

（1）設計計画 

 基本事項の決定に基づき、ダム工の位置、高さ、型式、構造、規模及

び施工方法等を決定する。工事施工上必要な仮締切、廻排水等の設計も

含める。 

（2）安定計算 

    構造物の型式、規模等の決定に必要な安定計算を行う。ただし、ダム工等

の標準断面表を適用する場合は、安定計算を省略できる。 

（3）設計図面 

    平面図、縦断面図、構造図、横断面図等を作成する。複雑な構造物は、細

部構造が判るよう構造詳細図を別途作成する。 

（4）数量計算          「略」 

（5）照査 

    基本事項の決定、設計計算、設計図等について誤謬等がないか内容の検

算・確認を行う。 
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（6）設計説明書の作成     「削除」 

  

 

   

（護岸工の設計） 

第5205条  護岸工の設計は、次の各号によるものとする。 

（1）設計計画 
前条第１号に準ずる。 

 

（2）安定計算 

前条第２号に準ずる。 
（3）設計図作成 

前条第３号に準ずる。 
（4）数量計算 

前条第４号に準ずる。 
（5）照査           「削除」 

 

（6）設計説明書の作成     「削除」 

 

 
（水制工等の設計） 

第5206条 水制工等の設計は、次の各号によるものとする。 

（1）設計計画 

第5204条第１号に準ずる。 
 

（2）安定計算 

    第5204条第２号に準ずる。 

 

（6）設計説明書の作成 

    設計の基本的考え方及び施工上留意すべき事項等について取りまとめる

ものとする。 

 

（護岸工の設計） 

第 5205条 護岸工の設計は、次の各号によるものとする。 

（1）設計計画 
基本事項の決定に基づき、護岸工の位置、型式、規模、構造等を決定する。

工事施工上必要な仮締切、廻排水等の設計も含める。 
（2）安定計算 

第 5204条(2)に準ずる。 
（3）設計図面 

第 5204条(3)に準ずる。 
（4）数量計算 

第 5204条(4)に準ずる。 
（5）照査 

    第5204条(5)に準ずる。 

（6）設計説明書の作成 

    第5204条(6)に準ずる。 

 
（水制工等の設計） 

第 5206条 水制工等の設計は、次の各号によるものとする。 

（1）設計計画 

基本事項の決定に基づき、水制工等の位置、型式、規模、構造等を決定す

る。工事施工上必要な仮締切、廻排水等の設計も含むものとする。 
（2）安定計算 

    第5204条(2)に準ずる。 
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（3）設計図作成 

    第5204条第３号に準ずる。 

（4）数量計算 

    第5204条第４号に準ずる。 

（5）照査           「削除」 

 

（6）設計説明書の作成     「削除」 

 

 

（流路工の設計） 

第5207条 流路工の設計は、次の各号によるものとする。 

（1）設計計画 

第5204条第１号に準ずる。 
 

（2）安定計算 

    第5204条第２号に準ずる。 

（3）設計図作成 

    第5204条第３号に準ずる。 

（4）数量計算 

    第5204条第４号に準ずる。 

（5）照査           「削除」 

 

（6）設計説明書の作成     「削除」 

 

 

（3）設計図面 

    第5204条(3)に準ずる。 

（4）数量計算 

    第5204条(4)に準ずる。 

（5）照査 

    第5204条(5)に準ずる。 

（6）設計説明書の作成 

    第5204条(6)に準ずる。 

 

（流路工の設計） 

第5208条 流路工の設計は、次の各号によるものとする。 

（1）設計計画 

基本事項の決定に基づき、流路工の位置、型式、規模、構造等を決定する。

工事施工上必要な仮締切、廻排水等の設計も含める。 

（2）安定計算 

    第5204条(2)に準ずる。 

（3）設計図面 

    第5204条(3)に準ずる。 

（4）数量計算 

    第5204条(4)に準ずる。 

（5）照査 

    第5204条(5)に準ずる。 

（6）設計説明書の作成 

    第5204条(6)に準ずる。 
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第２節 山腹工の設計 

（山腹工の設計内容） 

第5208条 
  ～              「略」 
（現地調査） 

第5209条 
 
（基本事項の決定） 

第 5210 条 現地調査の結果及び設計条件等に基づき、工種工法等の基本的事項を

定め、基礎工・緑化工等各工種及び構造物の配置を決定するものとする。 

 

（山腹工の設計） 

第 5211条 山腹工の設計は、次の各号によるものとする。 

（1）設計計画 

    基本事項の決定に基づき、土留工、水路工、のり切工等の山腹工の工種、

型式、規模、構造等を決定する。工事施工上必要な資材などの運搬方法等の

仮設計画も含める。 

（2）安定計算 

    第5204条第２号に準ずる。 

（3）設計図作成 

    平面図（工種配置図を兼ねる）、構造図（詳細図等を含む）、縦断面図、横

断面図等を作成する。簡易な構造物は、標準図、模式図等を作成する。 

（4）数量計算 

    第5204条第４号に準ずる。 

（5）照査           「削除」 

 

（6）設計説明書の作成     「削除」 

 

第２節 山腹工の設計 

（山腹工の設計内容） 

第5208条 
  ～             「略」 
（現地調査） 

第5209条 
 
（基本事項の決定） 

第 5210条 現地調査及び設計条件等に基づき、工種工法等の基本的事項を定め、

基礎工・緑化工等各工種及び構造物の配置を決定するものとする。 

 

（山腹工の設計） 

第 5211条 山腹工の設計は、次の各号によるものとする。 

（1）設計計画 

    基本事項の決定に基づき、土留工、水路工、のり切工等の山腹工の工種、

型式、規模、構造等を決定する。 

 

（2）安定計算 

    第5204条(2)に準ずる。 

（3）設計図面 

    平面図（工種配置図を兼ねる）、構造図（詳細図等を含む）、縦断面図、横

断面図等を作成する。簡易な構造物は、標準図、模式図等を作成する。 

（4）数量計算 

    第5204条(4)に準ずる。 

（5）照査 

    第5204条(5)に準ずる。 

（6）設計説明書の作成 

    第5204条(6)に準ずる。 
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第３節 海岸防災林造成の設計 

（海岸防災林造成の設計内容） 

第5212条 
  ～               「略」 
（基本事項の決定） 

第 5214条 

 

（海岸防災林造成の設計）  

第5215条 海岸防災林造成の設計は、次の各号によるものとする。 

（1）設計計画 

    基本事項の決定に基づき、防潮工の工種、型式、規模、構造等及び砂丘造

成、森林造成の工種を決定する。工事施工上必要な仮締切、廻排水等の仮設

計画も含める。 

（2）安定計算 

    構造物の型式、規模、構造等の決定に必要な安定計算を行う。 

（3）設計図作成 

    平面図、縦断面図、構造図（詳細図等を含む）、海底縦断面図、横断面図、

等深線図等を作成する。 

（4）数量計算  

    第5204条第４号に準ずる。 

（5）照査           「削除」 

     

（6）設計説明書の作成     「削除」 

     

第３節 海岸防災林造成の設計 

（海岸防災林造成の設計内容） 

第5212条 
  ～               「略」 
（基本事項の決定） 

第 5214条 

 

（海岸防災林造成の設計）  

第5215条 海岸防災林造成の設計は、次の各号によるものとする。 

（1）設計計画 

    基本事項の決定に基づき、防潮工の工種、型式、規模、構造等及び砂丘造

成、森林造成の工種を決定する。工事施工上必要な仮締切、廻排水等の設計

も含める。 

（2）安定計算 

    構造物の型式、規模、構造等の決定に必要な安定計算を行う。 

（3）設計図面 

    平面図、縦断面図、構造図（詳細図等を含む）、海底縦断面図、横断面図、

等深線図等を作成する。 

（4）数量計算  

    第5204条(4)に準ずる。 

（5）照査 

    第5204条(5)に準ずる。 

（6）設計説明書の作成 

    第5204条(6)に準ずる。 
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第４節 防風林造成の設計 

（防風林造成の設計内容）  

第 5216条 

  ～              「略」 

（現地調査） 

第5217条 
 
（基本事項の決定） 

第5218条  現地調査の結果及び設計条件等に基づき、防風林造成の適用工種及び造 

成する林帯の配置、間隔、幅、植栽樹種等及び施工方法等を決定するものとす

る。 

 
（防風林造成の設計） 

第5219条  防風林造成の設計は、次の各号により行うものとする。 

（1）設計計画 

    基本事項の決定に基づき、防風林造成の適用工種及び林帯の配置、間隔等

を決定する。 

（2）安定計算 

    防風工の種類、型式等の決定に必要な安定計算を行う。 

（3）設計図作成 

    平面図、構造図、縦断面図、横断面図等を作成する。 

（4）数量計算  

    第5204条第４号に準ずる。 

（5）照査 「削除」 

     

（6）設計説明書の作成   「削除」 

     

第４節 防風林造成の設計 

（防風林造成の設計内容）  

第 5216条 

  ～               「略」 

（現地調査） 

第5217条 
 
（基本事項の決定） 

第5218条  現地調査の決定及び設計条件等に基づき、防風林造成の適用工種及び 

造成する林帯の配置、間隔、幅、植栽樹種等及び施工方法等を決定するものと

する。 

 
（防風林造成の設計） 

第5219条  防風林造成の設計は、次の各号により行うものとする。 

（1）設計計画 

    基本事項の決定に基づき、防風林造成の適用工種及び林帯の配置、間隔等

を決定する。 

（2）安定計算 

    防風工の種類、型式等の決定に必要な安定計算を行う。 

（3）設計図面 

    平面図、構造図、縦断面図、横断面図等を作成する。 

（4）数量計算  

    第5204条(4)に準ずる。 

（5）照査 

    第5204条(5)に準ずる。 

（6）設計説明書の作成 

    第5204条(6)に準ずる。 
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第５節 なだれ防止林造成の設計 

（なだれ防止林造成の設計内容） 

第 5220条 

  ～                「略」 

（現地調査） 

第 5221条 

 

（基本事項の決定） 

第5222条 現地調査の結果及び設計条件等に基づき、なだれ防止林造成施設の適

用工種及び構造物の配置、高さ、種別、構造、規模等及び施工方法等を

決定するものとする。 

 

（なだれ防止林造成の設計） 

第5223条 なだれ防止林造成の設計は、次の各号によるものとする。 

（1）設計計画 

基本事項の決定に基づき、なだれ防止林造成の適用工種及び構造物の配

置、高さ、種別、構造、規模並びに林帯の配置等を決定する。工事施工上必

要な資材などの運搬方法等の仮設計画も含める。 

（2）安定計算 

    なだれ防護擁壁等の種類、形式等の決定に必要な安定計算を行う。 

（3）設計図作成 

    平面図、構造図、縦断面図、横断面図等を作成するものとし、複雑な構造

物は、細部構造がわかる構造詳細図を別途作成する。 

（4）数量計算 

    第5204条第４号に準ずる。 

（5）照査           「削除」 

     

 

第５節 なだれ防止林造成の設計 

（なだれ防止林造成の設計内容） 

第 5220条 

  ～                「略」 

（現地調査） 

第 5221条 

 

（基本事項の決定） 

第 5222条 現地調査及び設計条件等に基づき、なだれ防止林造成施設の適用工種

及び構造物の配置、高さ、種別、構造、規模等及び施工方法等を決定するもの

とする。 

 

（なだれ防止林造成の設計） 

第 5223条 なだれ防止林造成の設計は、次の各号によるものとする。 

（1）設計計画 

基本事項の決定に基づき、なだれ防止林造成の適用工種及び構造物の

配置、高さ、種別、構造、規模並びに林帯の配置等を決定する。 

 

（2）安定計算 

    なだれ防護擁壁等の種類、形式等の決定に必要な安定計算を行う。 

（3）設計図面 

    平面図、構造図、縦断面図、横断面図等を作成するものとし、複雑な構造

物は、細部構造がわかる構造詳細図を別途作成する。 

（4）数量計算 

    第5204条(4)に準ずる。 

（5）照査 

    第5204条(5)に準ずる。 
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（6）設計説明書の作成     「削除」 

     

 

第６節  土砂流出防止林造成の設計 

（土砂流出防止林造成の設計内容） 

第 5224条 

  ～                 「略」 

（現地調査） 

第5225条 
 
（基本事項の決定） 

第 5226 条 現地調査の結果及び設計条件等に基づき、土砂流出防止林造成の工種

及び植栽樹種及び施工方法等を決定するものとする。 

 

（土砂流出防止林造成の設計） 

第 5227条 土砂流出防止林造成の設計は、次の各号により行うものとする。 

（1）設計計画 

    基本事項の決定に基づき、土砂流出防止林造成の工種及び植栽樹種等を決

定する。 

（2）安定計算 

    第5204条第２号に準ずる。 

（3）設計図作成 

    平面図、縦断面図、横断面図、構造図等を作成し、簡易な構造物は、標準

図、模式図等を作成する。 

（4）数量計算 

    植栽の面積、数量、構造物の数量、設置に係る資材等を根拠を明確にして

算出する。 

 

（6）設計説明書の作成 

    第5204条(6)に準ずる。 

     

第７節  土砂流出防止林造成の設計 

（土砂流出防止林造成の設計内容） 

第 5224条 

  ～                 「略」 

（現地調査） 

第5225条 
 
（基本事項の決定） 

第 5226条 現地調査及び設計条件等に基づき、土砂流出防止林造成の工種及び植

栽樹種及び施工方法等を決定するものとする。 

 

（土砂流出防止林造成の設計） 

第 5227条 土砂流出防止林造成の設計は、次の各号により行うものとする。 

（1）設計計画 

    基本事項の決定に基づき、土砂流出防止林造成の工種及び植栽樹種等を決

定する。 

（2）安定計算 

    第5204条(2)に準ずる。 

（3）設計図面 

    平面図、縦断面図、横断面図、構造図等を作成し、簡易な構造物は、標準

図、模式図等を作成する。 

（4）数量計算 

    植栽の面積、数量、構造物の数量、設置に係る資材等を根拠を明確にして

算出する。 
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（5）照査            「削除」 

     

（6）設計説明書の作成      「削除」 

     

 

第７節 保安林整備の設計 

（保安林整備の設計内容） 

第5228条 
  ～               「略」 
（現地調査） 

第 5229条 

 

（基本事項の決定） 

第5230条 現地調査の結果及び設定条件等に基づき、森林造成及び保育等の具体的

施業方法を決定するものとする。 

 

（保安林整備の設計） 

第5231条 保安林整備の設計は、次の各号によるものとする。 

（1）設計計画 

    基本事項の決定に基づき、森林造成及び保育の工種、数量等を決定する。 

（2）設計図作成 

    平面図（施業平面図）、縦断面図、横断面図、構造図等を作成し、簡易な

構造物は、標準図、模式図等を作成する。 

（3）数量計算 

植栽準備工、植生導入工の作業種別面積、数量、構造物の数量、設置に必

要な資材の根拠を明確にして算出する。 

 

（5）照査 

    第5204条(5)に準ずる。 

（6）設計説明書の作成 

    第5204条(6)に準ずる。 

 

第７節 保安林整備の設計 

（保安林整備の設計内容） 

第5228条 
  ～               「略」 
（現地調査） 

第 5229条 

 

（基本事項の決定） 

第5230条 現地調査及び設定条件等に基づき、森林造成及び保育等の具体的施業方

法を決定するものとする。 

 

（保安林整備の設計） 

第5231条 保安林整備の設計は、次の各号によるものとする。 

（1）設計計画 

    基本事項の決定に基づき、森林造成及び保育の工種、数量等を決定する。 

（2）設計図面 

    平面図（施業平面図）、縦断面図、横断面図、構造図等を作成し、簡易な

構造物は、標準図、模式図等を作成する。 

（3）数量計算 

植栽準備工、植生導入工の作業種別面積、数量、構造図物の数量、設置

に資材を根拠を明確にして算出する。 
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（5）照査            「削除」 

     

（6）設計説明書の作成      「削除」 

 
 
第８節 保安林管理道の設計 

（通則） 

第 5232 条 保安林管理道の設計は、林道事業調査等業務共通仕様書 第５章「設

計」に準じて行うものとする。 

 

第９節 水土保全治山等の設計 

（水土保全治山等の設計内容） 

第 5233条  

  ～                「略」 

（現地調査） 

第 5234条 

 

（基本事項の決定） 

第5235条 現地調査の結果及び設計条件等に基づき、渓間工・山腹工の工種及び構

造物の配置並びに森林造成・保育等の具体的施業方法を決定するものとする。 

 

（水土保全治山等の設計） 

第5236条 水土保全治山等の設計は、次の各号によるものとする。 

（1）設計計画 

基本事項の決定に基づき、渓間工の位置、型式、規模、構造及び山腹工の

工種等並びに森林造成、保育の工種等を決定する。工事施工上必要な仮締切、

廻排水、安全設備及び運搬方法等の仮設計画も含める。 

 

（4）照査 

    第5204条(5)に準ずる。 

（5）設計説明書の作成 

    第5204条(6)に準ずる。 

 
第８節 保安林管理道の設計 

（通則） 

第 5232条 保安林管理道の設計については、林道技術基準・同運用及び林道規程

を準用するものとする。 

 

第９節 水土保全治山等の設計 

（水土保全治山等の設計内容） 

第 5233条  

  ～                「略」 

（現地調査） 

第 5234条 

 

（基本事項の決定） 

第5235条 現地調査及び設計条件等に基づき、渓間工・山腹工の工種及び構造物の

配置並びに森林造成・保育等の具体的施業方法を決定するものとする。 

 

（水土保全治山等の設計） 

第5236条 水土保全治山等の設計は、次の各号によるものとする。 

（1）設計計画 

基本事項の決定に基づき、ダム工の位置、型式、規模、構造及び山腹工の

工種等並びに森林造成、保育の工種等を決定する。工事施工上必要な仮締切、

廻排水等の設計も含める。 

 

 



「治山事業調査等業務共通仕様書の一部改正について」新旧対照表 
             新              旧 
 （2）安定計算 

    第5204条第２号に準ずる。 

（3）設計図作成 

    平面図、工種配置図、構造図、横断面図等を作成し、複雑な構造物は細部

構造がわかる構造詳細図を、山腹緑化工等の簡易な構造物は標準図、模式図

等を作成する。 

（4）数量計算 

    第5204条第４号に準ずる。 

（5）照査            「削除」 

     

（6）設計説明書の作成      「削除」 

 
 
 

 （2）安定計算 

    第5204条(2)に準ずる。 

（3）設計図面 

    平面図、工種配置図、構造図、横断面図等を作成し、複雑な構造物は細部

構造がわかる構造詳細図を、山腹緑化工等の簡易な構造物は標準図、模式図

等を作成する。 

（4）数量計算 

    第5204条(4)に準ずる。 

（5）照査 

    第5204条(5)に準ずる。 

（6）設計説明書の作成 

 第 5204条(6)に準ずる。 
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第３章 地すべり防止工の設計 

第１節 地すべり防止工の位置の決定 

(現地確認) 

第5301条 地すべり防止工事の設計に当たっては、次の各号を現地確認し、防止工

の位置等を決定するものとする。 

  (1)～(4)            「略」 
 
第２節 抑制工の設計 

 (浸透防止工の設計) 

第5302条 浸透防止工の設計は、次の各号によるものとする。 

(1) 設計計画          「略」 

 

(2) 設計図作成 

平面図上に計画位置を図示し、必要に応じて縦断面図、横断面図、標準図

等を作成する。 

(3) 数量計算          「略」 

 
(水路工の設計) 

第5303条 水路工の設計は、次の各号によるものとする。 

(1)～(2)            「略」 

 (3) 設計図作成  

平面図、縦断面図、横断面図、構造図、標準図等を作成し、水路に設置す

る桝等は別途構造図を作成する。 

(4)               「略」 

第３章 地すべり防止設計 

第１節 地すべり防止工の位置の決定 

(現地確認) 

第5301条 地すべり防止工事の設計に当たっては、次号を現地確認し、防止工の位

置等を決定するものとする。 

  (1)～(4)            「略」 
 
第２節 抑制工の設計 

 (浸透防止工の設計) 

第5302条 浸透防止工の設計は、次号によるものとする。 

(1) 設計計画          「略」 

 

(2) 設計図面 

平面図上に計画位置を図示し、必要に応じて縦断面図、横断面図、標準図

等を作成する。 

(3) 数量計算          「略」 

 
(水路工の設計) 

第5303条 水路工の設計は、次の各号によるものとする。 

(1)～(2)            「略」 

 (3) 設計図面  

平面図、縦断面図、横断面図、構造図、標準図等を作成し、水路に設置す

る桝等は別途構造図を作成する。 

(4)               「略」 
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(流路工の設計) 

第5304条 流路工の設計は、次の各号によるものとする。 

(1) ～(2)           「略」 

 (3) 設計図作成 

平面図、縦断面図、横断面図、構造図、標準図等を作成する。 

(4)               「略」 

 
(暗きょ工の設計) 

第5305条 暗きょ工の設計は、次の各号によるものとする。 

(1)               「略」 

 (2) 設計図作成 

平面図、構造図、標準図等を作成する。 

(3)               「略」 

 
(ボーリング暗きょ工の設計) 

第5306条 ボーリング暗きょ工の設計は、次の各号によるものとする。 

(1)               「略」  

 (2) 設計図作成 

平面図、施工地点ごとの展開図、断面図、孔口保護の構造図等を作成する。 

(3) 数量計算 

数量計算は、設置箇所ごとにボーリング掘削延長、保孔管延長、土工量及

び孔口構造物の数量等を算出する。 

(4)               「略」  
 

(集水井工の設計) 

第5307条              「略」 

(流路工の設計) 

第5304条 流路工の設計は、次の各号によるものとする。 

(1) ～(2)           「略」 

 (3) 設計図面 

平面図、縦断面図、横断面図、構造図、標準図等を作成する。 

(4)               「略」 

 
(暗きょ工の設計) 

第5305条 暗きょ工の設計は、次の各号によるものとする。 

(1)              「略」 

 (2) 設計図面 

平面図、構造図、標準図等を作成する。 

(3)              「略」 

 
(ボーリング暗きょ工の設計) 

第5306条 ボーリング暗きょ工の設計は、次の各号によるものとする。 

(1)              「略 」 

 (2) 設計図面 

平面図、施工地点ごとの展開図、断面図、孔口保護の構造図等を作成する。 

(3) 数量計算 

数量計算は、各地点ごとにボーリング掘削延長、保孔管延長、土工量及び

孔口構造物の数量等を算出する。 

(4)               「略」 
 

(集水井工の設計) 

第5307条              「略」 
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(集水井の構造・設計) 

第5308条 集水井の構造・設計は、次の各号によるものとする。 

(1) ～(2)            「略」 

 (3) 設計図作成 

平面図、配置図、断面図、構造図、標準図、縦断面図及び横断面図等を作

成し、必要に応じて各部の詳細構造図を作成するもの。 

(4) ～(5)            「略」 

 
(集水ボーリング工の設計) 

第5309条 集水ボーリング工の設計は、次の各号によるものとする。 

(1)                「略」 

(2) 設計図作成 

平面図、施工地点ごとの展開図、断面図、標準図等を作成する。 

(3) ～(4)            「略」 

 
(排水ボーリング工の設計) 

第5310条 排水ボーリング工の設計は、次の各号によるものとする。 

(1) ～(2)            「略」 

 (3) 設計図作成 

平面図、縦断面図、標準図等を作成する。 

(4)                「略」 

 (5) 仮設工 

前条第４号に準ずる。 

 
(排水トンネル工の設計) 

第5311条               「略」 

(集水井の構造・設計) 

第5308条 集水井の構造・設計は、次の各号によるものとする。 

(1) ～(2)           「略」 

 (3) 設計図面 

平面図、配置図、断面図、構造図、標準図、縦断面図及び横断面図等を作

成し、必要に応じて各部の詳細構造図を作成するもの。 

(4) ～(5)           「略」 

 
(集水ボーリング工の設計) 

第5309条 集水ボーリング工の設計は、次の各号によるものとする。 

(1)               「略」 

(2) 設計図面 

平面図、施工地点ごとの展開図、断面図、標準図等を作成する。 

(3) ～(4)           「略」 

 
(排水ボーリング工の設計) 

第5310条 排水ボーリング工の設計は、次の各号によるものとする。 

(1) ～(2)           「略」 

 (3) 設計図面 

平面図、縦断面図、標準図等を作成する。 

(4)               「略」 

 (5) 仮設工 

第5309条(4)に準ずる。 

 
(排水トンネル工の設計) 

第5311条              「略」 
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(排水トンネルの構造・設計) 

第5312条 排水トンネルの構造・設計は、次の各号によるものとする。 

(1) ～(2)           「略」 

(3) 設計図作成 

平面図、配置図、構造図、標準断面図等を作成し、必要に応じて各部の詳

細構造図を作成する。 

(4) ～(5)           「略」 

 
(集水ボーリング工の設計) 

第5313条 排水トンネル内からの集水ボーリングの設計は、次の各号によるものと

する。 

(1)               「略」 

 (2) 設計図作成 

平面図、ボーリング箇所ごとの展開図、断面図、標準図等を作成する。 

(3) ～(4)            「略」 

 
(排土工の設計) 

第5314条 排土工の設計は、次の各号によるものとする。 

(1) ～(2)           「略」 

 (3) 設計図作成 

平面図、排土区域内の横断面図等を作成し、横断面図は詳細な土量計算が

行える断面数とする。必要に応じて法面保護工の構造図、標準図等を作成す

る。 

(4) ～(5)           「略」 

 

(排水トンネルの構造・設計) 

第5312条 排水トンネルの構造・設計は、次の各号によるものとする。 

(1) ～(2)           「略」 

(3) 設計図面 

平面図、配置図、構造図、標準断面図等を作成し、必要に応じて各部の詳

細構造図を作成する。 

(4) ～(5)           「略」 

 
(集水ボーリング工の設計) 

第5313条 排水トンネル内からの集水ボーリングの設計は、次の各号によるものと

する。 

(1)               「略」 

 (2) 設計図面 

平面図、ボーリング箇所ごとの展開図、断面図、標準図等を作成する。 

(3) ～(4)            「略」 

 
(排土工の設計) 

第5314条 排土工の設計は、次の各号によるものとする。 

(1) ～(2)           「略」 

 (3) 設計図面 

平面図、排土区域内の横断面図等を作成し、横断面図は詳細な土量計算が

行える断面数とする。必要に応じて法面保護工の構造図、標準図等を作成す

る。 

(4) ～(5)           「略」 
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(押え盛土工の設計) 

第5315条 押え盛土工の設計は、次の各号によるものとする。 

(1) ～(2)           「略」 

 (3) 設計図作成 

平面図、盛土区域内の横断面図等を作成し、横断面図は詳細な土量計算が

行える断面数とする。必要に応じて法面保護工の構造図、標準図等を作成す

る。 

(4)               「略」 

 (5) 仮設工 

前条第５号に準ずる。 

 
(ガス排除工の設計) 

第5316条 ガス排除工の設計は、次の各号によるものとする。 

(1)               「略 」 

(2) 設計図作成 

平面図、縦断面図、横断面図，標準図等を作成し、必要に応じて孔口保護

工の構造図等を作成する。 

(3)               「略」 

(4) 仮設工 

第5306条第４号に準ずる。 

 

(押え盛土工の設計) 

第5315条 押え盛土工の設計は、次の各号によるものとする。 

(1) ～(2)           「略」 

 (3) 設計図面 

平面図、盛土区域内の横断面図等を作成し、横断面図は詳細な土量計算が

行える断面数とする。必要に応じて法面保護工の構造図、標準図等を作成す

る。 

(4)               「略」 

 (5) 仮設工 

第5314条(5)に準ずる。 

 
(ガス排除工の設計) 

第5316条 ガス排除工の設計は、次の各号によるものとする。 

(1)               「略」  

(2) 設計図面 

平面図、縦断面図、横断面図，標準図等を作成し、必要に応じて孔口保護

工の構造図等を作成する。 

(3)               「略」 

(4) 仮設工 

第5306条(4)に準ずる。 
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(治山ダム工等の設計) 

第5317条 治山ダム工等の設計は、次の各号によるものとする。 

(1) 設計計画 

地すべり防止工事計画に基づき、第 5204条第１号に準じて決定する。 

 

(2) 安定計算 

第 5204条第２号に準ずる。 

 

(3) 設計図作成 

第5204条第３号に準ずる。 

 

(4) 数量計算 

第5204条第４号に準ずる。 

(5) 仮設工          「削除」 

 
 

(土留工等の設計) 

第5318条 土留工等の設計は、次の各号によるものとする。 

(1) 設計計画 

地すべり防止工事計画に基づき、土留工の位置、高さ、型式、構造、規模

等を決定する。 

(2) 安定計算 

第5211条第２号に準ずる。 

(3) 設計図作成 

第5211条第３号に準ずる。 

(4) 数量計算 

第5211条第４号に準ずる。 

(5) 仮設工          「略」 

 

(治山ダム工等の設計) 

第5317条 治山ダム工等の設計は、次の各号によるものとする。 

(1) 設計計画 

地すべり防止工事計画に基づき、ダム工の位置、高さ、型式、構造、規模

及び施工方法等を決定する。 

(2) 安定計算 

構造物の型式、規模等の決定に必要な安定計算を行う。ただし、ダム工等

の標準断面表を適用する場合は、安定計算を省略することができる。 

(3) 設計図面 

平面図、縦断面図、構造図、横断面図等を作成し、複雑な構造物は、別途

詳細構造図を作成する。 

(4) 数量計算 

数量計算は、工種及び構造物、材料種別ごとに数量、掘削土量等を算出する。 

(5) 仮設工 

必要に応じて、工事施工上必要な仮締め切り、廻排水、安全設備及び運搬

方法等を設計する。  
(土留工等の設計) 

第5318条 土留工等の設計は、次の各号によるものとする。 

(1) 設計計画 

地すべり防止工事計画に基づき、土留工の位置、高さ、型式、構造、規模

等を決定する。 

(2) 安定計算 

第5317条(2)に準ずる。 

(3) 設計図面 

第5317条(3)に準ずる。 

(4) 数量計算 

第5317条(4)に準ずる。 

(5) 仮設工           「略」 
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第３節 抑止工の設計 

 (杭工の設計) 

第5319条 杭工の設計は、次の各号によるものとする。 

(1) ～(2)           「略」 

 (3) 設計図作成 

平面図、縦断面図、施工横断面図、構造図等を作成する。 

(4) ～(5)           「略」 

 
(シャフト工の設計) 

第5320条 シャフト工の設計は、次の各号によるものとする。 

(1) ～(2)           「略」 

 (3) 設計図作成 

平面図、縦断面図、施工横断面図、構造図、鉄筋配筋図等を作成する。 

(4) ～(5)           「略」 

 
(アンカー工の設計) 

第5321条 アンカー工の設計は、次の各号によるものとする。 

(1) ～(2)           「略」 

 (3) 設計図作成 

平面図、縦断面図、横断面図、構造図、標準図等を作成する。 

(4) ～(5)           「略」 

 

第４節 設計の照査        「削除」 

(設計の照査) 

第5322条             「削除」 

 

第３節 抑止工の設計 

 (杭工の設計) 

第5319条 杭工の設計は、次の各号によるものとする。 

(1) ～(2)            「略」 

 (3) 設計図面 

平面図、縦断面図、施工横断面図、構造図等を作成する。 

(4) ～(5)            「略」 

 
(シャフト工の設計) 

第5320条 シャフト工の設計は、次の各号によるものとする。 

(1) ～(2)            「略」 

 (3) 設計図面 

平面図、縦断面図、施工横断面図、構造図、鉄筋配筋図等を作成する。 

(4) ～(5)            「略」 

 
(アンカー工の設計) 

第5321条 アンカー工の設計は、次の各号によるものとする。 

(1) ～(2)            「略」 

 (3) 設計図面 

平面図、縦断面図、横断面図、構造図、標準図等を作成する。 

(4) ～(5)            「略」 

 

第４節 設計の照査  

(設計の照査) 

第5322条 地すべり防止工事計画、設計計算、設計図面等について、内容を照査す

るものとする。 
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