
番 号 図       面 番 号 図       面 番 号 図       面 番 号 図       面

15 34 55 丸太路盤基礎工

1-1 土工標準図　林業専用道 35 56 木製カーブ

1-2 土工標準図　２級林道 16 C.G.P暗渠工 36 57

1-3 土工標準図　軽車道 17 H.P暗渠基礎工 37-1 ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ　A型 58

1-4 土工標準図　３級林道 参考 H.P暗渠工　土かぶり厚 37-2 ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ　B型 59

1-5 土工標準図（横断勾配外） 18-1 無孔P.E.P暗渠工 38 鉄筋コンクリートﾌﾘｭｰﾑ

18-2 有孔P.E.P暗渠工 39 P型U字溝 60 吹付種子配合表

2-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁　標準形式 19 結束暗渠工 40 61 厚層基材吹付工

2-2 ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工　重力式 20 41 62 客土吹付工

2-3 ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工　２段式擁壁 21 42 63 種子吹付工

3-1 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積　標準形式 22 43 流木除け工　H型 64-1 特殊ﾓﾙﾀﾙ吹付工　A

3-2 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 23-1 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ横断溝L型 44-1 集水枡工　SM80 64-2 特殊ﾓﾙﾀﾙ吹付工　B

4 木製校倉式土留工 23-2 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ横断溝L型  ２連式 44-2 集水枡工　SM120 65 植生ネット伏工

5 木製ブロック積工 23-3 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　T-14　300用 45 飛水防止用作工物 66

6 方格木枠工 23-4 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　T-14　400用 46 67

7-1 ふとんかご積工 23-5 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　T-14　500用 47 68

7-2 二重布団かご工 24 48

8 ｺﾝｸﾘｰﾄ土のう積工 25 木製路面排水工 69-1 林道標識　起点（Ａ型）

9-1 カゴ枠積工　K08型 参考 横断溝の布設勾配 49-1 木柵工(A)　柵高1.0m 69-2 林道標識　起点（Ｂ型）

9-2 カゴ枠積工　K12型 27 49-2 木柵工(C)　柵高1.0m控無 69-3 林道標識　起点（Ｃ型）

9-3 カゴ枠　組立図 28 49-3 木柵工　柵高0.45～0.55m 70 林道標識　距離標

10-1 巨石練積工　控0.4～0.6m 29 50 丸太筋工　横木3本・鉄筋杭 71 カーブミラー設置工

10-2 巨石練積工　控0.6～0.8m 30 素堀側溝 51 72 木製ガードレール

11 土台基礎 31 ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 52 73

12 じゃかご工 32-1 R.C.U側溝　添えコン有 53 74

13-1 木製枠工 標準図 32-2 R.C.U側溝　添えコン無 75

13-2 木製枠工 早見表 33 R.C.L側溝 54 コンクリート路面工 76

（柵工・筋工）

（路盤工）

（法面保護工）

（道路付属・その他）

土 工 標 準 図 並 び に 構 造 物 標 準 図 一 覧 表

（土工）

（土留工・擁壁工）

（排水施設工）
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