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本事例集作成の経緯および目的 

我が国では戦後、国の復興とともに荒れた山地において治山事業による治山施設の整備が進められ

てきた。その結果、治山施設の代表工種である治山ダムに限定しても、これまで全国で約 44 万基が

完成し、国土の保全と民生の安定に寄与してきた。一方、治山施設の大半が今後 20 年間でコンクリ

ート構造物の一般的な寿命とも言われる施工後 50 年を迎えることになり、他の土木施設と同様、老

朽化の進行が懸念されている。さらに、治山施設の多くは土砂生産の活発な崩壊地や、巨礫や流木等

が多量に堆積する急勾配な渓流、荒波や潮風に常に晒されている海岸沿いなど、周囲の自然環境が厳

しい場所に施工され、施設の劣化・損傷が進行しやすい条件下に置かれている施設がほとんどである

ことから、早期に個別の治山施設毎の長寿命化計画を策定し、着実な長寿命化対策の推進が求められ

ている。 

そのためには、これまで全国で先進的に実施されてきた長寿命化対策事例の収集・分析を行うこと

で劣化・損傷の原因や、それに応じた対策手法の傾向を把握した上で、今後の長寿命化対策実施の際

の参考となるよう、実際の対策実施状況や方法を紹介した参考書類の整備が必要である。 

本事例集は、これまで全国で実施されてきた長寿命化対策（補修、機能強化等）の代表事例や先進

事例を取りまとめることで、今後の長寿命化対策の効率的な実施に資することを目的とする。 
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○掲載事例一覧（全 102 事例） 

 No. 種別 工種
対策の
タイプ

都道府県
・森林管理局名

出先機関
・森林管理署名

事業名 タイトル
補修費用 注1、2

（直接工事費）
（千円）

ページ
番号

2 渓間工 治山ダム 補修 北海道 上川総合振興局 予防治山事業 谷止工のクラック補修 170 4

272 渓間工 治山ダム 補修 岡山県 備中県民局 復旧治山事業 谷止工のクラック補修 10,320 6

464 渓間工 治山ダム 補修 近畿中国森林管理局 兵庫森林管理署 復旧治山事業 谷止工のクラック補修 7,000 8

196 渓間工 治山ダム 補修 岐阜県 下呂農林事務所 予防治山事業 空石積工の樹脂注入による一体化 1,210 10

40 渓間工 治山ダム 機能強化 秋田県 山本地域振興局 予防治山事業 谷止工の増厚、嵩上 7,780 12

121 渓間工 治山ダム 機能強化 新潟県 南魚沼地域振興局 復旧治山事業 谷止工の増厚、嵩上 10,732 14

122 渓間工 治山ダム 機能強化 新潟県 上越地域振興局　上越東農林事務所 地すべり防止事業 谷止工の増厚、嵩上 9,200 15

173 渓間工 治山ダム 機能強化 福井県 奥越農林総合事務所 予防治山事業 谷止工の増厚、嵩上、根継 13,900 17

185 渓間工 治山ダム 機能強化 長野県 木曽地方事務所 地域防災対策総合治山事業 谷止工の増厚、嵩上、根継 16,300 21

224 渓間工 治山ダム 機能強化 滋賀県 甲賀森林整備事務所 奥地保安林保全緊急対策事業 谷止工の増厚、嵩上、根継 1,528 23

203 渓間工 治山ダム 機能強化 静岡県 中部農林事務所 県単治山事業（施設等管理） 谷止工の根継 3,342 24

388 渓間工 治山ダム 機能強化 東北森林管理局 秋田森林管理署　湯沢支署 復旧治山事業 谷止工のブロックによる増厚 ※　31,815 25

445 渓間工 治山ダム 機能強化 近畿中国森林管理局 鳥取森林管理署 施設災害復旧事業 空石積工の補修（モルタル注入）、副堤設置 2,735 26

184 渓間工 治山ダム 機能強化 長野県 松本地方事務所 予防治山事業 谷止工（バットレス）の改築 11,101 27

263 渓間工 治山ダム 機能強化 島根県 西部農林振興センター 林地荒廃防止事業 谷止工（バットレス）の改築 2,587 30

475 渓間工 治山ダム 機能強化 京都府 中丹広域振興局 京の木の香り整備事業 台形型木製治山ダムをλ型に増厚 5,243 31

472 渓間工 治山ダム 機能強化 北海道 空知総合振興局 小規模治山事業 木製床固工の増厚 2,521 32

296 渓間工 治山ダム 更新 福岡県 朝倉農林事務所 水源森林再生対策事業 谷止工（バットレス）の鋼製スリットダムへの更新 51,142 35

19 渓間工 治山ダム 更新 岩手県 盛岡広域振興局 予防治山事業 谷止工の更新 26,954 36

278 渓間工 治山ダム 更新 広島県 北部農林水産事務所 予防治山事業 谷止工の更新 18,766 37

229 渓間工 治山ダム 更新 京都府 中丹広域振興局 京の木の香り整備事業 木製床固工の更新 7,376 38

178 渓間工 治山ダム・護岸工 機能強化 山梨県 中北林務環境事務所 小規模治山事業（施設維持） 帯工による基礎洗掘対策 5,500 40

68 渓間工 護岸工 機能強化 栃木県 県西環境森林事務所 予防治山事業 護岸工の根継工による機能強化 2,598 41

51 渓間工 流路工 補修 山形県 村山総合支庁 県単修繕事業 流路工の布製型枠による被覆・修繕 － 43

473 渓間工 流路工 補修 北海道 オホーツク総合振興局 小規模治山事業 木製流路工の補修 2,853 44

78 渓間工 流路工 機能強化 群馬県 渋川森林事務所 県単修繕事業 流路工の底張りコンクリート打設 10,050 46

98 山腹工 土留工 補修 千葉県 北部林業事務所 県単林地荒廃防止施設災害復旧事業 土留工のクラック補修 950 48

216 山腹工 土留工 補修 愛知県 知多農林水産事務所 小規模治山事業 土留工のクラック補修 1,222 51

392 山腹工 土留工 補修 東北森林管理局 津軽森林管理署金木支署 復旧治山事業 土留工のクラック補修 ※　4,212 52

46 山腹工 土留工 機能強化 秋田県 山本地域振興局 予防治山事業 土留工のアンカー工による補強 1,380 56

47 山腹工 土留工 機能強化 秋田県 山本地域振興局 県単治山事業 土留工の鉄筋挿入工による補強 460 58

189 山腹工 土留工 機能強化 長野県 下伊那地方事務所 治山施設機能強化事業 土留工の増厚・嵩上げ 12,272 60

99 山腹工 土留工 機能強化 千葉県 北部林業事務所 治山施設災害復旧事業 土留工の増厚 460 62

247 山腹工 土留工 機能強化 和歌山県 東牟婁振興局 県土防災対策治山事業 かご枠土留工の増厚 1,138 63

235 山腹工 土留工 機能強化 兵庫県 但馬県民局　朝来農林振興事務所 治山施設機能強化事業 土留工の鋼製枠工による根継工 4,497 65

241 山腹工 土留工 機能強化 奈良県 南部農林振興事務所 林地荒廃防止施設災害復旧事業 土留工のコンクリートによる根継工 2,379 66

373 山腹工 土留工 更新 北海道森林管理局 日高南部森林管理署 復旧治山事業 土留工の更新（撤去・再設置） 11,319 68

31 山腹工 土留工 更新 岩手県 県北広域振興局 地域防災対策総合治山事業 丸太積土留工の更新（撤去・再設置） 353 70

248 山腹工 法枠工 補修 和歌山県 東牟婁振興局 県土防災対策治山事業 法枠工の補修 4,995 73

344 山腹工 法枠工 補修 鹿児島県 大隅地域振興局 県単修繕事業 法枠工の枠内埋戻し 564 75

124 山腹工 法枠工 機能強化 新潟県 村上地域振興局 予防治山事業 法枠工の部分撤去・再設置・アンカー設置 38,950 77

190 山腹工 法枠工 機能強化 長野県 下伊那地方事務所 予防治山事業 法枠工の空隙充填、鉄筋挿入工による補強 21,603 79

260 山腹工 法枠工 機能強化 鳥取県 中部総合事務所 県単治山維持修繕事業 法枠工の枠内吹付による補強 864 81

279 山腹工 法枠工 機能強化 広島県 東部農林水産事務所 治山施設機能強化事業（単県事業） 法枠工の枠内材料変更による補強 1,528 83

48 山腹工 法枠工 更新 秋田県 鹿角地域振興局 県単治山事業 法枠工の撤去・新設 2,569 85

319 山腹工 法枠工 更新 熊本県 阿蘇地域振興局 林地荒廃防止施設災害復旧事業 法枠工の撤去・新設 28,240 86

474 山腹工 法枠工 更新 北海道 石狩振興局 小規模治山事業 木製法枠工の撤去・新設 1,805 87

280 山腹工 モルタル吹付工 補修 広島県 西部農林水産事務所　呉農林事業所 治山施設機能強化事業（単県事業） モルタル吹付工の補修 1,377 90

348 山腹工 モルタル吹付工 補修 鹿児島県 大隅地域振興局 県単治山事業 モルタル吹付工の補修 3,622 91

17 山腹工 モルタル吹付工 機能強化 青森県 下北地域県民局 県営治山施設機能強化事業 モルタル吹付工の機能強化 － 93

73 山腹工 モルタル吹付工 機能強化 栃木県 県北環境森林事務所 県単治山事業 モルタル吹付工の鉄筋挿入工による機能強化 2,786 95

125 山腹工 モルタル吹付工 機能強化 新潟県 佐渡地域振興局 治山施設機能強化事業 モルタル吹付工の法枠＋ロックボルトによる補強 10,630 97

10 山腹工 モルタル吹付工 更新 北海道 渡島総合振興局　東部森林室 予防治山事業 モルタル吹付工の撤去，法枠工への更新 27,010 100

347 山腹工 モルタル吹付工 更新 鹿児島県 鹿児島地域振興局 県単治山事業 モルタル吹付工の撤去，材料変更による更新 3,181 101

75 山腹工 落石防護柵 補修 栃木県 県北環境森林事務所 予防治山事業 落石防護柵、腐食部材の交換 1,203 103

76 山腹工 落石防護壁（λ型） 補修 栃木県 矢板森林管理事務所 予防治山事業 落石防護壁、緩衝材の交換 1,553 105

200 山腹工 落石防護柵 補修 岐阜県 飛騨農林事務所 県単治山事業 落石防護柵、基礎擁壁部のクラック補修 3,537 106

201 山腹工 落石防護壁（λ型） 補修 岐阜県 揖斐農林事務所 予防治山事業 落石防護壁、破損部の交換等 2,095 108

271 山腹工 高エネルギー吸収型 補修 岡山県 備中県民局 県単治山施設維持管理事業 高エネルギー吸収型落石防護工、堆積土砂の除去 1,190 110

326 山腹工 落石防護柵（λ型） 補修 大分県 東部振興局 県単治山事業 落石防護柵、鋼材・緩衝材交換、再塗装 22,500 112

422 山腹工 落石防護柵 補修 関東森林管理局 会津森林管理署 復旧治山事業 落石防護柵、支柱・ネットの交換 630,000 114

113 山腹工 落石防護網 機能強化 東京都 大島支庁 治山施設災害復旧事業 落石防止網の鋼製土留工による機能強化 6,185 117

191 山腹工 落石防護柵 機能強化 長野県 長野地方事務所 予防治山事業 落石防護柵の嵩上げによる機能強化 5,805 119

467 山腹工 落石防護網 機能強化 九州森林管理局 大分西部森林管理署 復旧治山事業 落石防止網、覆式落石防止網による機能強化 33,209 121

231 山腹工 落石防護柵 更新 京都府 丹後広域振興局 予防治山事業 落石防護柵の撤去・再設置 1,944 123

308 山腹工 落石防護柵 更新 長崎県 五島振興局 予防治山事業 落石防護柵の撤去・再設置 5,800 125

440 山腹工 落石防護柵 更新 中部森林管理局 木曽森林管理署 復旧治山事業 落石防護柵の撤去・再設置 － 128

92 山腹工 水路工 機能強化 群馬県 利根沼田環境森林事務所 県単修繕事業 水路工の水路肩保護工による強化 1,273 132

146 山腹工 水路工 機能強化 富山県 砺波農林振興センター 県単独治山事業 水路工の水路肩保護工による強化 742 133

211 山腹工 水路工 機能強化 静岡県 中部農林事務所 県単治山事業（施設等管理） 水路工の水路肩保護工による強化 221 134

128 山腹工 水路工 更新 新潟県 佐渡地域振興局 予防治山事業 水路工の撤去・再設置 1,448 136

252 山腹工 水路工 更新 和歌山県 東牟婁振興局 県土防災対策治山事業 水路工の撤去・再設置 1,312 137

441 山腹工 水路工 更新 中部森林管理局 中信森林管理署　姫川治山事業所 地すべり防止事業 水路工の撤去・再設置 1,256 139

131 地下水排除工 集水井工 補修 新潟県 南魚沼地域振興局 小規模県営治山（修繕対策）事業 集水井天蓋の交換 634 142

133 地下水排除工 ボーリング暗渠工 補修 新潟県 上越地域振興局　上越東農林事務所 小規模県営治山（修繕対策）事業 ボーリング暗渠工の孔内洗浄 220 143

443 地下水排除工 集水井工 補修 中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所 地すべり防止事業 集水井工の集水ボーリングの孔内洗浄 2,172 144

129 地下水排除工 集水井工 機能強化 新潟県 新潟地域振興局　津川地区振興事務所 小規模県営治山（修繕対策）事業 集水井天蓋をコンクリート製に交換 1,070 146

150 地下水排除工 集水井工 機能強化 富山県 新川農林振興センター 県単独治山事業 立入防護柵を耐雪型に交換 2,268 147

312 地下水排除工 集水井工 機能強化 長崎県 県北振興局 地すべり防止事業 集水井工の集水ボーリングの打ち増し 9,781 148

442 地下水排除工 集水井工 機能強化 中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所 地すべり防止事業 集水井の詰石による強化、集水ボーリング孔の孔内洗浄 8,276 149

43 地下水排除工 集水井工、大口径排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 機能強化 秋田県 雄勝地域振興局 地すべり防止事業 集水井の改修、排水管新設 17,070 151

469 地すべり防止工 杭工 更新 九州森林管理局 熊本森林管理署 治山施設災害復旧事業 杭工からアンカー工への更新 48,588 154

24 地すべり防止工 アンカー工 補修 岩手県 県南広域振興局 県単治山事業（施設維持補修） 破断したアンカー工の原形復旧 1,847 156

170 地すべり防止工 アンカー工 機能強化 石川県 県央農林総合事務所 林地荒廃防止施設災害復旧事業 アンカー工の増設による機能強化 26,716 159

26 海岸防災林造成 防潮堤 補修 岩手県 沿岸広域振興局 県単治山事業（施設維持補修） 防潮堤のコンクリート充填工による補修 3,707 162

309 海岸防災林造成 防潮堤 補修 長崎県 五島振興局 県営自然災害防止事業 防潮堤の根固工・背面埋戻しによる復旧 8,780 164

110 海岸防災林造成 防潮護岸 補修 千葉県 北部林業事務所 県単林地荒廃防止施設災害復旧事業 防潮護岸の原形復旧 3,370 166

289 海岸防災林造成 防潮堤 機能強化 徳島県 南部総合県民局 海岸防災林造成事業 防潮堤の嵩上げ 11,840 168

335 海岸防災林造成 防潮堤 機能強化 宮崎県 南那珂農林振興局 海岸防災林造成事業 防潮堤の基礎洗掘対策 19,038 170

358 海岸防災林造成 防潮堤 機能強化 鹿児島県 大島支庁 海岸防災林造成事業 防潮堤の嵩上げ・水叩きの新設 26,317 172

109 海岸防災林造成 防潮護岸 機能強化 千葉県 北部林業事務所 県単林地荒廃防止施設災害復旧事業 傾斜護岸の原形復旧、根固による機能強化 2,190 174

304 海岸防災林造成 防潮護岸 機能強化 長崎県 県北振興局 海岸防災林造成事業 既設前面への緩傾斜護岸設置による機能強化 98,008 177

262 海岸防災林造成 消波工 補修 鳥取県 中部総合事務所 県単治山維持修繕事業 沈下した消波工の再設置 3,639 181

400 海岸防災林造成 消波工 機能強化 東北森林管理局 米代西部森林管理署 海岸防災林造成事業 消波工の嵩上げ ※　44,520 183

471 海岸防災林造成 消波工 機能強化 九州森林管理局 屋久島森林管理署 治山施設災害復旧事業 消波工の嵩上げ 76,396 184

134 なだれ防止林造成 予防柵工 補修 新潟県 新潟地域振興局　津川地区振興事務所 予防治山事業 なだれ予防柵工の補修 5,734 188

404 なだれ防止林造成 予防柵工 補修 東北森林管理局 由利森林管理署 復旧治山事業 破損したなだれ予防柵工（吊柵式）の補修、撤去・再設置 ※　138,780 190

12 なだれ防止林造成 予防柵工 機能強化 北海道 石狩振興局 予防治山事業 なだれ予防柵工の嵩上げ 2,000 193

13 なだれ防止林造成 予防柵工 更新 北海道 留萌振興局 防災林造成事業 なだれ予防柵工の撤去・再設置 3,770 197

37 なだれ防止林造成 予防柵工 更新 秋田県 山本地域振興局 山地災害総合減災対策治山事業 なだれ予防柵工の撤去・再設置 9,590 200

135 なだれ防止林造成 予防柵工 更新 新潟県 上越地域振興局 小規模県営治山（山地防災対策）事業 なだれ予防柵工の新タイプへの更新 2,966 203

194 なだれ防止林造成 誘導擁壁工 機能強化 長野県 北信地方事務所 なだれ防止林造成事業 なだれ誘導擁壁工の嵩上げ 17,318 206

注1） 補修費用については、単価や施工方法等に地域差がある上、施工数量等が明確でない場合もあるため、あくまでも参考値として示すものである。

注2） 補修費用欄の※印は直接工事費ではなく、請負総額を示す。


