
Ｐａｒｔ Ⅳ：宅地地盤・のり面の調査票

H16新潟県中越地震の被害

69

つぎは、宅地地盤とのり面・自然斜面の調査票になります。

この写真は、中越地震で被災した腹付け盛土の崩壊例です。
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危
険
度
判
定

宅地擁壁

基礎点

変状点

評価点
（基礎点＋変状最大値）

宅地地盤
評価点

（変状最大値＋加算点）

のり面

危険度を判定

※自然斜面含む

・被害状況調査をもとに
宅地毎の判定を行う

変状点

加算点

3.3、3.4 危険度判定の実施 判定マ-37、50
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こちらは、擁壁の時にお見せした、危険度判定の実施フローです。

宅地地盤とのり面は、着色部分になります。

擁壁では「基礎点」と「変状点」の合計で危険度を判定しましたが、宅地地盤と
のり面は、両方とも「変状点」のみで危険度を判定します。

また、調査票も様式－2を使用、宅地地盤と法面は同じ用紙を使用し、対象に
よって使い分けをします。

詳しいフローは「調査・判定の手順」をご覧下さい。
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判定マ-51

71

擁壁・宅地地盤・斜面

➊クラック
➋陥没
➌沈下
➍段差
➎隆起

➊～➎を宅地地盤の被害に応じて配点

変状点 A ➊～➎の最大値の抽出

宅地地盤

擁壁、斜面

➏湧水・噴砂の有無

宅地の構成要素の確認

擁壁、斜面の調査

調査済宅地

要注意宅地 評価点 ＝ A ＋ B の合計

加算点 B 「あり」１点を加算

危険宅地

宅地地盤

※簡易記録の場合は、変状項目の点数化を行わない

宅地地盤の危険度判定フローを示しています。

被災状況図の記入までは、先ほどの擁壁の場合と同じです。

まず、①クラック、②陥没、③沈下、④段差、⑤隆起、の変状項目について採
点し、次にその「最大値」を抽出します。

そして、宅地地盤の判定には、変状点の一種ですが、加算点項目があります。
⑥項目目の「湧水・噴砂の有無」が加算点変状で、この変状が認められれば
無条件に1点を加算します。

そして、危険度は①～⑤までの「変状点の最大値」と「加算点」を合計し、それ
を評価点として判定します。

ただし、簡易記録の場合は、変状項目および加算項目の点数化を行いません。
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『宅地地盤』と『のり面・自然斜面』は項目が異なる

①宅地地盤の基礎的条件

②変状項目の判別と被害点

・変状程度（大・中・小）を確認

・変状のチェックは複数可

③危険度判定

【判定値】＝被害点の最大値※を抽出

※湧水・噴砂は最大値に+1点加点

危険度判定（大・中・小）

（様式-2）宅地地盤/のり面・自然斜面【手引き-17】

宅地地盤の危険度判定手順 手引き-17
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こちらが、宅地地盤、のり面・自然斜面の判定票になります。

調査票は、どちらも様式－2を使用し、対象によって使い分けをします。

72



宅地地盤の危険度判定評価項目と配点表 手引き-17

73

まず、擁壁の場合と同じように、赤枠の部分に基礎的条件を記入します。

その下が、宅地地盤・のり面の採点表の記入箇所です。
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宅地地盤の危険度判定評価項目と配点表 手引き-17

74

それでは、まず宅地地盤からご説明します。

宅地地盤では、上段の赤枠の部分を使用します。

宅地地盤の変状は、6項目に細分化されています。

それでは、宅地地盤の変状項目ごとに、順次ご説明します。
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表3-24 宅地地盤の危険度評価項目の説明 （１）クラック

項目／程度
小 中 大

クラック
（幅）

3cm未満
3～15cm未満
又は 複数

15cm以上
又は 全面

１ ３ ５
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まず、宅地地盤のクラックです。これは、クラック幅またはその量で判断します。

クラックとは、地表面付近の地盤の損傷で、平面的に水平に開くようにひび割れ、
地中部へ延びている状態をいいます。

 3cm未満で単数の場合は「小」

 3cmから15cm未満か、3cm未満でもクラックが複数ある場合は「中」

 15cm以上か、15cm未満でもクラックが宅盤全面に見られる場合は「大」

と判断します。

75



表3-24 宅地地盤の危険度評価項目の説明 （２）陥没

項目／程度 小 中 大

陥 没
（深さ）

20cm未満 20～50cm未満 50cm以上

２ ４ ６

建物下部の陥没 隣接する陥没 76

続いて2つ目の変状項目は陥没です。

宅地陥没とは、沈下と異なり、地下の異物や空洞によるもの、地すべりや地盤
の側方流動などによるものなど、宅地の面積に関係することなく危険な状態
の陥没状態のものをいいます。

陥没の程度は、陥没の深さに着目して判断します。

 「小」は、深さが20cm未満

 「中」は、20～50cm未満

 「大」は、50cm以上

となります。
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項目／程度 小 中 大

沈下
（沈下量）

10cm未満 10～25cm未満 25cm以上

２ ４ ７

段差
（段差量）

20cm未満 20～50cm未満 50cm以上

３ ５ ８

表3-24 宅地地盤の危険度評価項目と配点表 （３）沈下、（４）段差
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つぎは、沈下と段差です。

沈下は、陥没と異なり、地盤の性状に起因した変状で、液状化や圧密による
変状が該当します。

沈下の程度は、沈下量で判断します。

 10cm未満が「小」

 10cm～25cm未満が「中」

 25cm以上が「大」

となります。

段差は、地震動による衝撃等によって生じたと推測される変状です。

段差は、段差量のみで判断します。

 「小」は段差量20cm未満

 「中」は20cm～50cm未満

 「大」は50cm以上

となります。

ここまで、陥没、沈下、段差と3種類の変状を説明しましたが、実際に変状を目
にしたとき、概要説明だけではいずれとも判断しがたい場合が出てくるのが、
この3変状です。

マニュアルp43～45には、もう少し詳しい解説がされているので参考にしてくだ
さい。
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表3-24 宅地地盤の危険度評価項目の説明 （５）隆起

項目／程度 小 中 大

隆 起
（隆起量）

20cm未満 20～50cm未満 50cm以上

７ ８ ９
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次は、宅地地盤の隆起です。

これも沈下と同様、隆起量で判断します。

隆起とは、部分的に現状地盤より盛り上がったもので、円弧滑り部におけるのり
尻の隆起、構造物等が支持力を失った結果としての周辺地盤の盛り上がり、な
どの現象を言います。

隆起量は、数cmから数10cm以上に及ぶこともあります。
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項目／程度 小 中 大

湧水・噴砂
湧水や噴砂の有無、液状化を確認する

大中小ではなく有無を確認し、１点を加算する

表3-24 宅地地盤の危険度評価項目の説明 （６）湧水・噴砂
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宅地地盤の最後は、「湧水・噴砂」です。即ち、液状化現象です。

これは、先ほども説明しました、加算点項目の変状です。

背後の山からの湧水、擁壁回りからの溢水（いっすい）など、湧水による被害
がある場合は、程度や規模の大小に関わらず、点数に1点を加えます。

以上で、宅地地盤の変状確認は終了です。
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判定マ-51

80

擁壁・宅地地盤・斜面

➊クラック
➋ハラミ・盤ぶくれ
➌ガリー浸食
➍滑落・崩壊
➎のり面保護工の変状（植生工は除く）
➏排水施設の変状
➐のり面内の水道管の破裂

変状点 A ➊～➐の最大値の抽出

のり面・自然斜面

擁壁、宅地地盤

➑湧水、落石・転石の有無

宅地の構成要素の確認

擁壁、宅地地盤の調査

調査済宅地

要注意宅地 評価点 ＝ A ＋ B の合計

加算点 B 「あり」１点を加算

危険宅地

のり面・自然斜面

※簡易記録の場合は、変状項目の点数化を行わない

続いて、のり面・自然斜面の説明に移ります。

こちらは、のり面・自然斜面の危険度判定フローを示しています。

のり面も、宅地地盤と同様、加算点変状項目があります。

ただし、簡易記録の場合は、変状点及び変状項目の点数化を行わいません。
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『宅地地盤』と『のり面・自然斜面』は項目が異なる

①のり面・自然斜面の基礎的条件

②変状項目の判別と被害点

・変状程度（大・中・小）を確認

・変状のチェックは複数可

③危険度判定

【判定値】＝被害点の最大値※を抽出

※湧水・落石・転石は最大値に+1点加点

危険度判定（大・中・小）

（様式-2）宅地地盤/のり面・自然斜面【手引き-17】

のり面・自然斜面の危険度判定手順 手引き-17

図3-10 宅地のり面高さ・長さ
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のり面・自然斜面の判定にも、宅地地盤と同様に様式－2を使用します。

上段部に、のり面・自然斜面の基礎的条件を記入します。
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82

のり面・自然斜面の危険度判定手順 手引き-17

のり面・自然斜面は、様式－2の下段にある、この部分を使用します。

変状項目は、加算点変状を含め８項目ですが、その内の8項目目が加算点の変
状項目になります。
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表3-34 のり面・自然斜面の危険度評価項目の説明 （１）クラック

項目／程度 小 中 大

クラック
（幅）

3㎝未満
又は単数

3～15cm未満
又は複数

15㎝以上
又は全面

１ ２ ３
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それでは、のり面の各変状項目を説明します。まず最初に、クラックです。

のり面の場合も宅地地盤と同様、クラックはその幅またはその量で判断をします。

判断指標は、

 3cm未満又は単数であれば「小」

 3～15cm又は複数である場合は「中」

 15cm以上又は全面に認められる場合は「大」

と判断します。
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表3-34 のり面・自然斜面の危険度評価項目の説明 （２）ハラミ・盤ぶくれ

項目／程度 小 中 大

ハラミ・
盤ぶくれ
（隆起量）

10cm未満又
は1宅地ごとの
のり面等面積
に対し10%未満

10～30cm未満
又は1宅地ごと
ののり面等面積
に対し10～50％

30㎝以上又は1
宅地ごとののり
面等に対し50%以
上

３ ４ ５
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次は、ハラミ・盤ぶくれです。これも、隆起量またはその規模で判断します。

判断指標と配点は

 「小」が10cm未満又は1宅地ごとののり面等の面積に対し10%未満

 「中」が10～30cm又は10～50％

 「大」が30㎝以上又は50%以上

となります。
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表3-34 のり面・自然斜面の危険度評価項目の説明 （３）ガリー侵食

項目／程度 小 中 大

ガリー浸食

クラックなどが誘因
となって雨滴による
浸食が現れはじめ
た段階

のり面の表土が雨
裂に陥没するなど
放置していると被害
が広がるおそれの
あるもの

洞穴状や滝壼状に
ガリーが進展して家
屋の基礎やのり面
等の下側に被害を
及ぼすような状態

６ ７ ８
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つぎは、ガリー浸食です。この項目は、変状程度で判断します。

 浸食が始まった状態が「小」

 浸食が進み放置すると被害が広がるおそれのある状態が「中」

 浸食がこの表の表現にあるように大規模で、のり面の下側に被害を及ぼす

ような状態は「大」

と判断します。
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表3-34 のり面・自然斜面の危険度評価項目の説明 （３）ガリー侵食
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こちらの写真が、ガリー浸食による被災例です。

変状程度としては、左が「中」、右が「大」というところでしょうか。

「ガリー（gully）」とは、降雨等により集約した水の流れによって、地表面が削られ
てできた地形のことを言います。
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表3-34 のり面・自然斜面の危険度評価項目の説明 （４）滑落・崩落

項目／程度 小 中 大

滑落・崩壊

部分的な表層す
べり、又はのり面
上部の小崩壊

表層すべりが進んで
えぐり取られたような
状態。放置すると拡
大するおそれのある
もの、又はのり面中
部までの崩壊

全面的なすべり崩
壊で、さらに拡大の
おそれがあるもの、
又はのり面底部を
含む全崩壊

７ ８ ９

87 87

つぎは、のり面・自然斜面の滑落・崩壊です。滑落は法面の表層が滑り落ちるこ
とを、崩壊は法面全体が不安定な状態となり崩れ落ちることを言います。

判断指標は、この表のようになります。

この滑落・崩壊の変状は、被害点では最大の配点となっており、小程度でも7点
という高配点となっています。

 「小」が部分的な表層すべり、又はのり面上部の小崩壊

 「中」が表層すべりが進んでえぐり取られたような状態で放置すると拡大する

おそれのあるもの、又はのり面中部までの崩壊

 「大」が全面的なすべり崩壊で、さらに拡大のおそれがあるもの、又はのり面

底部を含む全崩壊

となります。
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表3-34 のり面・自然斜面の危険度評価項目の説明 （５）のり面保護工

項目／程度 小 中 大

のり面保護
工の変状
（植生工は
除く）

のり枠の間詰め陥
没。ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工
にわずかにﾃﾝｼｮﾝ
ｸﾗｯｸが見られるが
吹付工のずれは認
められない程度

のり枠の部分的な
破損。又はコンク
リート吹付工のク
ラック部分で陥没、
ずれが見受けられ
る

のり枠の浮上り破壊。
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工のラ
ス金鋼が露出し、ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ吹付面にも破
損が見受けられる

７ ８ ９
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次は、のり面保護工の変状です。通常、のり面自体の変状によって、のり面保
護工も変状することを言います。

法枠工やコンクリート吹付工がありますが、クラック・陥没・破損等の程度で判断
しています。

判断指標は、この表のようになりますが、この変状も先ほどの、滑落・崩壊と同
様に、被害点の配点が高くなっています。

 「小」が、のり枠の間詰め陥没。コンクリート吹付工にわずかにテンションク
ラックが見られるが吹付工のずれは認められない程度

 「中」が、のり枠の部分的な破損。又コンクリート吹付工のクラック部分で陥
没・ずれが見受けられる

 「大」が、のり枠の浮上り破壊。コンクリート吹付工のラス金鋼が露出し、コン
クリート吹付面にも破損が見受けられる

となります。
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表3-34 のり面・自然斜面の危険度評価項目の説明 （６）排水施設の変状

項目／程度 小 中 大

排水施設
の変状

天端排水溝にず
れ、欠損がある
又は、天端背面、
舗装面にクラック
が見られる

左に加え、のり面の
クラック、又は目地か
らの湧水がある

排水溝が破断沈下
するなど、排水機能
が失われている

３ ５ ７
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つづいて、排水施設の変状です。排水施設は、のり面の被害と密接に繋がり、
排水機能に不具合があると法面は変状しやすく、法面の変状に伴い排水施設も
大きく変状します。

この項目は、擁壁でもありましたが、判断指標もほとんど同じで、変状点の配点
も同じです。のちほど見比べてみて下さい。

 「小」が天端排水溝にずれ、欠損がある又は、天端背面、舗装面にクラックが
見られる

 「中」が左に加え、のり面のクラック、又は目地からの湧水がある

 「大」が排水溝が破断沈下するなど、排水機能が失われている

となります。
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表3-34 のり面・自然斜面の危険度評価項目の説明 （７）（８）

項目／程度 小 中 大

のり面内の水道
管等の破裂

破裂して水が流出している

８

湧水、落石・転石
湧水・落石・転石の有無を確認する

大中小ではなく有無を確認し、１点数を加算
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次は「のり面内の水道管の破裂」と、「湧水・落石・転石」の2項目の変状です。

最初に、のり面内の水道管の破裂ですが、これは変状が確認されれば、規模に
関係なく8点を付けます。

ここまでの変状項目の最大値が変状点となります。

次の、「湧水、落石・転石」が加算点変状となります。変状が認められれば、これ
は規模に関係なく変状点の最大値に1点を加算し、評価点とします。

法面の変状している箇所は、湧水がある箇所が多いです。常時湿っている、苔
が生えている場合は、湧水有りと判断されます。

落石は、継続される余震で更に落下する危険性が高いので、近づかないことが
大事です。
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91

のり面・自然斜面の危険度判定手順 手引き-17

以上で、のり面・自然斜面の変状確認は終了です。

続いて、擁壁の場合と同様に、危険度判定と所見の記入を行います。

この部分は、宅地地盤、 のり面・自然斜面、共通で使用します。

91



点数
判定

区分
判定（※要約）

0点 無 防災上の問題はない。

1～3点 小
変状は見られるが当面は防災上の問題は
ない。

4～7点 中

変状が著しく、当該宅地に立ち入る場合は、
時間、人数を制限するなど十分注意する。ま
た、変状が進行していれば避難も必要。

8～10点 大
変状等が特に顕著で危険である。避難立入
禁止措置が必要。

表3-33、3-46 宅地地盤、のり面/自然斜面の危険度判定区分

調査済宅地

要注意宅地

危険宅地
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調査済宅地

評価点の点数範囲と、評価内容は、こちらになります。

危険度の判定は、宅地地盤・のり面いずれも、変状点の最大値と加算点とを合
計し、この表から判断します。

 0点であれば、「無」、調査済宅地

 1～3点であれば、「小」、調査済宅地

 4～7点であれば、「中」、要注意宅地

 8～10点であれば、「大」、危険宅地

となります。
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※無被害の場合は記載しなくてよい

①緊急度

大 → すぐに措置が必要である

交通が困難、家屋の崩壊、二次災害の可能性有

中 → ある程度の日数は放置可能。やや交通困難、

財産の被害みられ、長期間の放置は危険

小 → ある程度の期間は放置可能。交通への支障小、

家屋被害小、構造物、人命への危険なし。

②拡大の見込み

「拡大の見込み」の有無は、

危険度の評価、緊急度、現場の状況…ｅｔｃ

総合的に勘案して「評価」する。

所見の記入 手引き-3

93

所見の記入は、緊急度と拡大の見込みです。

これは、宅地擁壁と同じように、緊急度は、人命・財産・交通の3つの視点で判断し
ます。

拡大の見込みは、危険度や緊急度等の評価から総合的に判断することになりま
す。

もし、判断が付かない場合は、判断不可の項目がありますのでそちらをチェックす
れば構いません。

なお、無被害の場合は記載しなくてよいです。
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Ｐａｒｔ Ⅴ：その他

1. 結果の整理・報告

2. 判定結果の現地表示等

H16新潟県中越地震の被災宅地相談窓口
94

ここからは、その他の事項になります。

この写真は、中越地震における被災宅地相談窓口の状況です。
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調査及び危険度判定の結果は、現地踏査終了後速やかに必要な整理を行い、

判定実施本部へ報告する。

調査結果は、位置の再現性(住所、所有者等の氏名、図面上の位置・範囲等)と

各箇所の調査票の整理番号、被災写真の整理番号を確実に確認しておくことが

大切である。

判定実施本部長への報告は、調査班ごとに宅地判定士本人が取りまとめたもの

を、班長を経由して判定調整員が行うことになる

４ 結果の整理・報告 判定マ-64

95

「結果の整理、報告」についてです。

調査及び危険度判定の結果は、現地踏査終了後、速やかに必要な整理を行い

、判定実施本部へ報告します。
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余震又は降雨等による二次災害から宅地の所有者・管理者及び周辺住民等の生

命身体を保護するため、危険度判定結果については、現地表示等を通じて周知を

図ることが必要である

(1)一般住民では、判断できない危険性(危険度判定結果)について宅地所有者等
に対し迅速に周知徹底を図っていくことが必要である。

(2)周知の方法は、被災した擁壁、のり面若しくはその宅地に位置する建築物等に
表示をして行う方法や宅地の所有者等に対して文書で通知する方法などがある。

(3)危険度判定後も、被災状況の進行等について、適宜確認することが望ましい。

５ 危険度判定結果の現地表示等 判定マ-64
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次に、「危険度判定結果の現地表示等」についてです。

余震又は降雨等による二次災害から、宅地の所有者・管理者及び周辺住民等
の生命身体を保護するため、危険度判定結果については現地表示等を通じて
周知を図ることが必要です。
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判定ステッカー 手引き-35～37

ステッカーによる現地表示

97

こちらは判定ステッカーになります。

「危険宅地」の赤、「要注意宅地」の黄色、「調査済宅地」の青、の3種類です。
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図－４ 判定ステッカーによる現地表示方法(例)

判定士は、調査票による被災宅地危険度判定結果から被災程度に応じたス
テッカーで現地表示を行う。ステッカー添付する場所は、その宅地に出入りす
る人、その宅地の周辺の人が目に付きやすい場所とし、玄関先、塀、擁壁、車
庫などにガムテープ、針金など貼り付け、風などで飛ばないようにする。
なお、雨が当たりそうな箇所では、ビニールなどで覆うとよい。

危険度判定結果のステッカーによる現地表示等 手引き-9～10

98

被災擁壁の現地表示は、図に示すように、該当箇所に判定ステッカーを布製ガ
ムテープ等で貼り付けます。

また、のり面等の現地表示は、該当箇所に判定ステッカーを針金ピン等で固定
します。

それらが難しい場合には、付近の電柱に布製ガムテープ等で貼り付けたり、針
金ピンで、クラックのある石積等にも取り付ける、などの方法があります。
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危険度判定結果のステッカーによる現地表示等 手引き-9～10

99

写真は、判定ステッカーによる実際の貼付例です。

右下の写真では2枚貼られていますが、上断が建築の判定で、下段が宅地の判
定です。

左下の例では、建築は危険、宅地では要注意と判定されています。

それぞれの判断基準が異なりますので、建物の判定結果を気にする必要はあ
りません。
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公益社団法人 全国宅地擁壁技術協会

終

100

令和3年度（2021年度）
北海道

被災宅地危険度判定士養成講習会

判定マニュアル・手引き等の解説

以上で、「被災宅地の調査・危険度判定マニュアル」および「擁壁・のり面等被
害状況調査、危険度判定票作成の手引き」の概要と記入方法についての説
明を終わります。
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