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２－11－14 配合

１ 種子散布工

(1) 種子散布工の種子、肥料などの配合は、法面の土壌、土質によって、表２-46の標準

配合範囲において、表２-47を目標に配合し、工事監督員の承諾を得なければならない。

表２-46 標準配合範囲

表２-47 目標配合表

(2) 配合に当たっては、次の各号によらなければならない。

(ｱ) 高度化成肥料は窒素、リン酸、カリの有効成分がともに１０％以上で合計４０％以上のも

のを使用すること。

(ｲ) リン酸肥料は土壌条件によって、別に定める有効リン酸量を満足するよう配合する。

(ｳ) 窒素質肥料 (緩効性) は年間窒素要求量の不足分を配合する。

(ｴ) 養生材、粘着材は現場の気象環境を考慮して使用量を配合する。

(ｵ) 土壌改良材Ｂは木質土壌改良材を基本とすること。

種子散布工 腐植酸種子散布工 有機材種子散布工(厚さ3cm)

標準配合範囲(100m2当たり) 標準配合範囲(100m2当たり) 標準配合範囲(100m2当たり)

種子:ケンタッキーブルーグラス 0.09kg以上 0.09kg以上 0.09kg以上

種子:クリーピングレッドフェスク 0.27kg以上 0.27kg以上 0.27kg以上

種子:トールフェスク 0.98kg以上 0.98kg以上 0.98kg以上

高度化成肥料 3～12kg 3～12kg 3～12kg

リン酸肥料 1～12kg 1～12kg

養生材 14～20kg 14～20kg 14～20kg

土壌改良材Ａ(有機含有量30%以上

（現物相当）)
7～12kg 7～12kg

土壌改良材Ｂ(ピートモスＡ級)若し

くは（木質土壌改良材）

ピートモスＡ級200㍑以上 ピートモスＡ級600㍑以上

木質土壌改良材100kg以上 木質土壌改良材300kg以上

粘着材（粉末）若しくは（液体）
粉末0.14～0.2kg 粉末0.14～0.2kg 粉末0.14～0.2kg

液体5.6～8kg 液体5.6～8kg

窒素質肥料（緩効性） 2～8kg 2～8kg 2～8kg

厚さ管理用プレート10×10cm － － 0.1枚（最低3枚）

土壌酸度(ﾍﾟｰﾊｰkcl) 4.0～6.5

土壌酸度(ﾍﾟｰﾊｰH20) 4.5～7.0

施工完了時リン酸吸収力 深さ5cmの土壌を700mg以下/土砂100g中に矯正すること。

有機含有量 深さ2cmの土壌における有機含有量を腐植酸種子散布工は4.0%以上、有機材種子

散布工は4.0%以上とすること。

有効窒素 3.0g以上/m2/1月当たり 生育期間の内施工年60日分は高度化成肥料により、その

後120日分は緩効性肥料により配合すること。

有効リン酸 3.0g以上/m2/1月当たり 生育期間の内施工年60日分はリン酸質肥料により配合す

ること。

有効カリ 1.5kg以上/m2/1月当たり 生育期間の内施工年60日分は高度化成肥料により配合

すること。
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２ 植生基材吹付工（土砂系）

(1) 植生基材吹付工(土砂系)の種子、肥料などの配合は、法面の土壌、土質によって、表

２-48の標準配合範囲において、表２-49を目標に配合し、工事監督員の承諾を得なけれ

ばならない。

表２-48 標準配合範囲

表２-49 目標配合表

植生基材吹付工(土砂系)3cm 植生基材吹付工(土砂系)5cm

標準配合範囲(100m2当たり) 標準配合範囲(100m2当たり)

種子:ケンタッキーブルーグラス 0.2kg以上 0.3kg以上

種子:クリーピングレッドフェスク 0.5kg以上 0.9kg以上

種子:トールフェスク 2.0kg以上 0.98kg以上

高度化成肥料 3～12kg 3～12kg

リン酸肥料 1～12kg 1～12kg

養生材 42～60kg 14～20kg

土壌改良材Ａ(有機含有量30%以上（現物相当）) 17～24kg 7～12kg

土壌改良材Ｂ(ピートモスＡ級)若しくは（木質土壌

改良材）

ピートモスＡ級1200㍑以上 ピートモスＡ級600㍑以上

木質土壌改良材600kg以上 木質土壌改良材300kg以上

粘着材（粉末）若しくは（液体）
粉末2.1～3.0kg 粉末0.14～0.2kg

液体16.8～24kg

窒素質肥料（緩効性） 2～8kg 2～8kg

客土 2.4m3 4m3

ラス金網亜鉛メッキφ2.0 50×50mm目 重ね合わせ

は10cm以上とする。(スペーサー1個/m2を含む)
100m2 100m2

メインアンカーピン SR235 φ16 L=400+50mm又は

SD295 φ16 L=400+50mm
30本 30本

サブアンカーピン SR235 φ9 L=200+30mm又はSD295

 φ10 L=200+30mm
150本 150本

土壌酸度(ﾍﾟｰﾊｰkcl) 4.0～6.5

土壌酸度(ﾍﾟｰﾊｰH20) 4.5～7.0

施工完了時リン酸吸収力 深さ5cmの土壌を700mg以下/土砂100g中に矯正すること。

有機含有量 深さ2cmの土壌における有機含有量を腐植酸種子散布工は4.0%以上、有機材種子

散布工は4.0%以上とすること。

有効窒素 3.0g以上/m2/1月当たり 生育期間の内施工年60日分は高度化成肥料により、その

後120日分は緩効性肥料により配合すること。

有効リン酸 3.0g以上/m2/1月当たり 生育期間の内施工年60日分はリン酸質肥料により配合す

ること。

有効カリ 1.5kg以上/m2/1月当たり 生育期間の内施工年60日分は高度化成肥料により配合

すること。
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表２-53 標準配合範囲(8cm)

(2) 高度化成肥料は窒素、リン酸、カリの有効成分がともに１０％以上で合計４０％以上

のものを使用すること。

(3) 育成基盤材（ブレンド品）については、バーク堆肥、ピートモス及びパーライトの混

合物とする。なお、各材料の品質基準値は下表による。

バーク堆肥の基準値

※成分は乾物当たり。

植生基材吹付工(有機質系)8cm

標準配合範囲(100m2当たり)

基盤材1種類のみ 基盤材2種類組合せ

(同量配合)

基盤材2種類組合せ

(同量配合以外)

種子:ケンタッキーブルーグラス 0.5kg以上 0.5kg以上 0.5kg以上

種子:クリーピングレッドフェスク 1.4kg以上 1.4kg以上 1.4kg以上

種子:トールフェスク 5.2kg以上 5.2kg以上 5.2kg以上

高度化成肥料 48kg以上 48kg以上 育成基盤材に含む

育成基盤材(ブレンド品) 16,000㍑以上 8,000㍑以上 6,160㍑以上

育成基盤材(ピートモス) － 8,000㍑以上 9,840㍑以上

接合材

(いずれか

ひとつ)

高分子系樹脂(粉体) 8.0kg以上 8.0kg以上

育成基盤材に含む高分子系樹脂(液体) 32kg以上 32kg以上

普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ － 640kg以上

ラス金網亜鉛メッキφ2.0 50×50mm目 重ね

合わせは10cm以上とする。(スペーサー1個

/m2を含む)

100m2 100m2以上 100m2

メインアンカーピン SR235 φ16 

L=400+50mm又はSD295 φ16 L=400+50mm
30本 30本 30本

サブアンカーピン SR235 φ9 L=200+30mm又

はSD295 φ10 L=200+30mm
150本 150本 150本

項目 単位 基準値 摘要

有機含有量 ％ ※ 70以上

全窒素（Ｎ) ％ ※ 1.0以上

炭素率（Ｃ／Ｎ比） － 40以下

塩基置換容量（ＣＥＣ） me／ℓ ※ 70以上

ｐＨ － 4.5～8.0 Ｈ２Ｏ法による

水分 ％ 60±6
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ピートモスの基準値

※成分は乾物当たり。

パーライトの基準値

項目 単位 基準値 摘要

有機含有量 ％ ※ 70以上

塩基置換容量（ＣＥＣ） me／ℓ ※ 130以上

ｐＨ － 3.5～7.0 Ｈ２Ｏ法による

項目 単位 基準値 摘要

珪酸（ＳｉＯ２） ％ 70以上

吸水率 ％ 75以上 ｐＦ０吸引法による

ｐＨ － 6.0～8.0 Ｈ
２
Ｏ法による
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第７章 法面工

７－１ 適 用

７－１－１ 適 用

１ 本章は、法面工における筋工、実播工、植生張工、積工、柵工、植生吹付工、モルタル

及びコンクリート吹付工、法枠工、落石防止網工、その他これらに類する工種について適

用する。

２ 本章に特に定めのない事項については、第２章「材料」、第３章「土工」、第４章「無

筋、鉄筋コンクリート」の規定によるものとする。

７－２ 適用すべき諸基準

７－２－１ 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類によらなけれ

ばならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従

うものとし、疑義がある場合は工事監督員に確認をもとめなければならない。

(1) 全国特定法面保護協会のり枠工の設計施工指針 （平成25年10月）

(2) 日本道路協会 道路土工 切土工・斜面安定工指針 （平成21年６月）

（3）土木学会 吹付けコンクリート指針（案）［のり面編］ （平成17年７月）

７－３ 筋 工

７－３－１ 一般事項

１ 受注者は、芝付けを行うに当たり、芝の育成に適した土を敷均し、締固めて仕上げなけ

ればならない。

また、施工面に勾配がない場合には、水勾配を取りながら不陸整正するものとする。

２ 受注者は、現場に搬入された芝は、速やかに芝付けするものとし、直射光、雨露にさら

したり、積み重ねて枯死させないようにしなければならない。また、受注者は、芝付け後、

枯死しないように養生しなければならない。なお、工事完了引渡しまでに枯死した場合は、

受注者は、その原因を調査し、工事監督員に報告するとともに、再度施工し、施工結果を

工事監督員に報告しなければならない。

３ 受注者は、張芝の施工に先立ち、施工箇所を不陸整正し、芝を張り、土羽板等を用いて

地盤に密着させなければならない。

４ 受注者は、張芝にロール芝を使用する場合、これの脱落を防止するため、１㎡当たり20

本程度の芝串で固定しなければならない。

５ 夏季における晴天時の散水は、日中を避け、朝または夕方に行うものとする。

６ 芝を使用する工法の施工手順等については、「植生設計施工要領」(令和２年８月２０

日付け水林総第６３２号）によること。なお、選定工法の判断については、７-８-１「植

生吹付工」表７－１「植生工法適応条件表」によること。

７－３－２ 耳芝工

受注者は、張芝、筋芝の法肩に耳芝を施工しなければならない。耳芝とは、路肩の崩れを



法 5

２ 編柵工

(1) 地盤を所定の深さに掘削して杭木を所定の間隔に打込み粗朶の元口を裏側地盤に埋め

込んでしがらを下部より順次にかき上げ、十分に踏み固めながら少なくとも上部三通り

は留しがらとしてひねりがきとし、杭頭は見出し６㎝としなければならない。

(2) 両端は適切な方法により帯梢のそり返しを防止し、地盤から浮き上がらないように施

工しなければならない

７－７－３ 丸太柵工

１ 壁丸太は、間隙のないよう並べ、木杭に鉄線締め（ボルト締め）又は釘付けて取り付け

なければならない。

２ 結束鉄線の締付けは、３回ねじり以上としなければならない。

７－７－４ 金網マット及び波型鉄板柵工

１ 金網マット及び波型鉄板柵工は、一段施工とし横つなぎとする。

２ 金網マット及び波型鉄板柵工の横つなぎは、杭の位置で重複させなければならない。

７－８ 植生吹付工

７－８－１ 植生吹付工

１ 植生吹付工の区分は、次によるものとする。

(1) フィバー種子吹付散布工、腐植酸種子吹付散布工及び有機材種子吹付散布工は、吹付

ポンプを用いて水に種子、ファイバー類、粘着剤、改良材等を加えた混合物を水圧で散

布する工法をいう。

(2) 客土吹付工及び植生基材吹付工（土砂系）は客土吹付機を用いて、客土に種子と肥料

を混入し、水を加えた泥状混合物にしたものを客土吹付工は１～３㎝、植生基材吹付工

（土砂系）は３～５㎝に吹付ける工法をいう。

(3) 植生基材吹付工（有機質系）は、モルタルガン等を用いて緑化用基材を３～10㎝程度

の厚さに吹付ける工法をいう。緑化用基材は、バーク堆肥やピートモス等の有機質等に

種子・肥料などを入れ、セメントや合成樹脂などの粘着剤で定着しやすくした基材をい

う。

２ 受注者は、使用する材料の種類、品質、配合については、設計図書によらなければなら

ない。また、設計図書と異なる場合には工事監督員の承諾を得なければならない。

３ 受注者は、配合等が設計図書に示されていない場合は、使用植物の育成特性や土壌特性

及び肥効期間等を考慮して決定し、品質規格証明書を照合した上で、工事監督員の確認を

受けなければならない。

４ 受注者は、吹付け施工に当たり、降雨中もしくは施工直後に降雨が予想される場合には、

施工を避けなければならない。

５ 受注者は、施工に当たり、吹付け面の浮石、その他雑物、生育基盤材の害になるものを

除去しなければならない。また、施工面の凹凸は必要に応じて整正し、湧水がある場合に

は原因を調査し、工事監督員と協議した後、湧水処理を行わなければならない。

６ 受注者は、吹付け施工前に吹付け面が著しく乾燥している場合等、出来形の品質に影響

を及ぼす恐れのあるときには、事前に散水等の処理を行わなければならない。

７ 受注者は、菱形金網（ラス）を併用する場合には、スペーサーを設置するなどして、設
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計図書に示す法面からの間隔を確保するものとし、かつ移動しないようにアンカーピンに

て法面に固定しなければならない。ただし、アンカーピンの打込み箇所や法面の起伏など、

施工上又は地形上の事情がある場合には、法面からの間隔は必ずしも一律である必要はな

い。また、菱形金網（ラス）の重ね幅は 10 ㎝以上とし、更に法肩部より雨水等が浸透し

ないように地山に沿って 20 ㎝以上巻き込んで施工しなければならない。

８ 受注者は、種子吹付散布、客土吹付及び植生基材吹付の施工に当たり、以下の各号の規

定によらなければならない。

(1) 種子吹付散布、客土吹付及び植生基材吹付に着手する前に、法面の土壌硬度試験及

び土壌試験を行い、その結果を工事監督員に提出した後、着手するものとする。

(2) 施工時期については、工事監督員と協議するものとする。

(3) 受注者は、材料を攪拌混合した後、均一に吹付けなければならない。

(4) 受注者は、吹付け距離及びノズルの角度及び圧力等を、吹付け面の硬軟に応じて調節

し、吹付け面を荒らさないようにしなければならない。

９ 受注者は、客土吹付及び植生基材吹付の施工に当たり、吹付厚さが均等になるよう施工

しなければならない。

10 受注者は、施工管理に当たり、客土吹付及び植生基材吹付に金網を併用する場合には、

地山と金網の間隔を保持するスペーサーと施工の目安となる検測ピンを設置するものとす

る。ただし、スペーサーが検測ピンの機能を備えている場合には、これにより検測ピンの

代替とすることができる。また、有機材種子散布の場合には、検測プレート（ｔ＝３㎜）

を 1,000 ㎡に１枚を標準とし、１現場当たり最低３箇所設置するものとする。

11 受注者は、吹付けの施工後は、発芽又は枯死予防のため保護養生を行わなければならな

い。なお、工事施工後引渡しまでに、発芽不良又は枯死した場合は、受注者はその原因を

調査し、工事監督員に報告するとともに再度施工し、施工結果を工事監督員に報告しなけ

ればならない。

12 植生吹付工（生芝張工含む）の施工手順等については、「植生設計施工要領」(令和２年

８月２０日付け水林総第６３２号）によること。なお、選定工法の判断については、表７

－１「植生工法適応条件表」によること。
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ければならない。

２ 木製（板・丸太）防風工

(1) 杭は、あらかじめ皮剥をしなければならない。

(2) 防腐処理は、塗りむらのないように行わなければならない。

(3) 杭は元口を下にして建込み十分締固めながら埋込まなければならない。

(4) 転石などで、所定の位置に立込みが困難なときは、工事監督員と協議しなければな

らない。

(5) 主杭と支柱の取付は、ボルト等でゆるみのないように十分締付けなければならない。

(6) 横板と主杭の取付は、防風垣周囲の外側からとし、横板の接続は、段違い接続とし

なければならない。

(7) 使用資材は、虫害、菌害のない品質の良いものでなければならない。

(8) 防腐剤の重ね塗りにあたって、先に塗布した防腐剤が乾燥状態になっていることを

確認したうえで行わなければならない。

３ 鋼製防風工

(1) 鋼製防風工は、第５章「一般作工物」の該当する各項目の規定によるものとする。

(2) 支柱等のボルトの取付は仮締めを行った後、側板を取付け、通りを良くした後、確

実に締付けなければならない。

14－３ 植栽準備工
14－３－１ 本数調整伐

１ 一般事項

測点杭等は保護するものとし、刈払、立木の伐倒などにより倒壊、損失した場合は、施

工後正しくこれを復元しなければならない。

２ 本数調整伐

(1) 設計図書に示す標準地を基本とした伐採木の選定は、整備方針に適合した林型の形

成に向け、残存木の形状、配置のバランスが好ましいものとなるよう選定するものと

する。また、選定木が明確となるように見出し（ビニールテープ及び№テープ等）を付け

るとともに、伐採木の胸高直径及び地表面傾斜角度等を記載した野帳を作成し、工事監督

員と協議をしなければならない。

(2) 人工林における伐採木の選定は、形状や形質の劣るものを優先し、配置バランスを

考慮して漸次状態の良いものも選定対象とする。なお、相対的に劣勢な樹木について

もバランス上必要であれば保残するものとし、優勢な樹木であっても相互の生育及び

光環境の確保上に支障をきたすものであれば伐採木として選定するものとする。

(3) 天然林における伐採木の選定は、森林の公益的機能の回復、強化に有効な樹種を保

残するようにし、不要な樹種、形質形状の劣るものから優先して選定するものとする。

(4) 伐採木の選定時に、病虫害木の発生等不測の事態が認められたときは、工事監督員

と協議を行わなければならない。

(5) 伐採木選定時の見出し（№テープ）は、伐採後、伐根に移し替える等して保存しな

ければならない。

(6) 伐採木の伐根高は、山側の地際から２０ cm を標準とし、これによりがたいときは

工事監督員と協議しなければならない地形条件等を考慮し、伐採作業に安全な高さと

すること。


