
３．技術基準
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資料２



規制の対象

埋立て 盛土 一時堆積

基礎地盤

以下のいずれの行為にも土砂の崩落、飛散、流出に
よる災害防止のため、技術基準がかかります。

埋立て、盛土における
技術基準

一時堆積における
技術基準
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３．１．埋立て、盛土
における技術基準
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技術基準の種類技術基準の種類技術基準の種類技術基準の種類 埋立て、盛土埋立て、盛土埋立て、盛土埋立て、盛土

①地盤調査・軟弱地盤の措置 ●

②段切り ●

③高さ・勾配の制限 ○

④締固め施工 ○

⑤湧水・浸透水の排水施設 ●

⑥擁壁等の設置 ●

⑦小段、小段排水溝 ●

⑧⑨雨水等の排水施設 ○

⑩沈砂池 ○

⑪調整池 ●

⑫法面の保護 ○

⑬区域内の飛散防止措置 ○

⑭工事の順序 ○

○・・・必要
●・・・必要であるが、場合によって不要 4

審査基準P1～2参照



●地盤調査
軟弱地盤に起因するすべりや沈下により、土砂崩壊などが起

きないよう、事前に地盤調査が必要です。

【調査箇所】
・安定計算を行う縦断法線の起終点、中間点の3箇所
・擁壁、沈砂池、調整池などの構造物を設置する箇所
・事前相談や事前協議時に市長が指示した箇所
（埋立て等区域が広範囲、形状が複雑な場合など）

※岩盤であることが明らかである箇所については、そのことを
証する資料をもって、その箇所の地盤調査に替えることも可

【地盤調査方法】
標準貫入試験、スウェーデン式サウンディング試験など

①地盤調査・軟弱地盤の措置
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審査基準P5～7参照



●軟弱地盤の判定
判定の目安は、地表面下10ｍまでに下記のような土層の存

在が認められる場合とする。

①地盤調査・軟弱地盤の措置

軟弱地盤と判定する目安

粘性土 4程度以下

砂・砂質土 10程度以下

1ｍ当たりの半回転数が100程度以下のもの

粘性土 1,000kN/㎡程度以下

砂・砂質土 4,000kN/㎡程度以下

左記の地盤が確認された場合高有機質土からなる泥炭質地盤等

N値で判定

オランダ式二重管コーン貫
入試験によるコーン指数

スウェーデン式サウンディング

判定方法等
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審査基準P7～8参照



●軟弱地盤の措置

①地盤調査・軟弱地盤の措置

軟弱地盤の判定に必要な地盤調査

検討条件の整理

沈下、安定性の検討

盛土や構造物等に対する影響

軟弱地盤の
対策工が必要

有

• 地盤の特徴
構成状況、土質特性など

• 土地の利用計画
盛土等の形状、施設位置など

• 施工条件
施工順序、期間など

• 環境条件
隣地への影響など

• 許容値の条件
沈下量、安全率など

• 地盤沈下量・沈下時間の計算
• 盛土端部のすべりの安定計算
• 周辺地盤へのはらみ出し等の検討
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審査基準P8～10参照



●段切りが必要な場合
埋立て等土砂の崩壊、滑動を防ぐため、次の場合は段切り

を設ける必要があります。
・基礎地盤（地山）の勾配が(1：5)程度より急な場合
・既設の盛土に腹付け盛土を行う場合

●段切りの基準
・高さ0.5ｍ、幅1ｍ以上
・段切りの勾配2～5％

②段切り

基礎地盤

新設盛土

段切りの排水勾配
（2～5％）

段切り
高さ0.5ｍ
幅1ｍ以上

基礎地盤

新設盛土

表土はぎ取り
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審査基準P11～12参照



③高さ・勾配の制限
土砂の区分 高さ 勾配

第一種建設発生土
（砂、礫など）

第二種建設発生土
（砂質土、礫質土など）

第三種建設発生土
（通常の施工性が確保さ
れる粘性土など）

これらに準ずるもの

10ｍを超える場合、
安定計算安定計算安定計算安定計算により
安全が確保される高さ

(1：2)以下かつ
安定計算安定計算安定計算安定計算により安全
が確保される勾配

10ｍ以下の高さ (1：1.8)以下の勾配

その他のもの
（粘性土、泥土など）

安定計算安定計算安定計算安定計算により安全が
確保される高さ

安定計算安定計算安定計算安定計算により安全
が確保される勾配

※『建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の
基準となるべき事項を定める省令』の規定による。

※
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審査基準P13～17参照



③高さ・勾配の制限
【安定計算】
想定される作用に対し、常時・地震時の安定性の照査を

行う。

すべりを起こそうとする力

すべりに抵抗する力
仮定した円弧すべり面

荷重の選定

土質定数の設定

安定性の照査

自重、載荷重、降雨の影響、地震の影響な
どから最も不利になる組み合わせを選定

原則地盤調査結果、土質試験
結果に基づき設定

安定性が確保
できない場合

• 高さ、法面勾配の変更
• 盛土材料の変更、改良
などの検討、実施が必要

荷重
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審査基準P17～28参照



④締固め施工

完了後の地盤沈下・崩壊など防止

●敷均し
• １層35～45ｃｍ以下で均一に敷均し、締固め後の仕上がり
厚さが30ｃｍ以下となるようにする。

※締固めエネルギーの大きな機械を使用する場合、事前に試験
施工を行い、所定の品質を確保できるか確認できれば、その厚
さでも可

●締固め
• 合理的な施工管理方法を用い、適切に行う。

搬入された
土砂 敷均し 締固め 敷均し 締固め …
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審査基準P29～30参照

品質規定方式（砂置換法による密度、含水量管理など）
工法規定方式（トータルステーションによる転圧回数管理など）



⑤湧水・浸透水の排水施設

埋立て等区域の地盤高さが周辺より低いなど、地表水が
集中しやすい地形の土地の場合、湧水・浸透水を排除する
ため、地下排水工の設置が必要です。

地下排水工の種類地下排水工の種類地下排水工の種類地下排水工の種類 機能機能機能機能

地下排水溝 盛土内の浸透水の排除

水平排水層 盛土内の浸透水の排除

基盤排水層 地山から盛土への水の浸透防止

埋設工
盛土内の浸透水の排除
法面の崩壊防止
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審査基準P31～34参照



⑤湧水・浸透水の排水施設

地下排水溝

水平排水層

基盤排水層

湧水

地山

沢埋め盛土における排水工設置例（平面図）

地下排水溝本管 地下排水溝支管

埋設工

基盤排水層流末

排水工設置例（断面図）
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審査基準P31～34参照



●各地下排水工の設計
【地下排水溝】
適切な本管・支管の管径、支管の間隔、上下配列など

【水平排水層】
小段ごとの設置、適切な排水勾配・層厚・長さの確保など

【基盤排水層】
適切な層厚、長さの確保など

【埋設工】
土砂埋立て等の垂直高さ10ｍを超える場合、土砂埋立て

等の高さの1/3以上の高さの埋設工が必要

⑤湧水・浸透水の排水施設
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審査基準P31～34参照



●擁壁等の設置が必要な場合
盛土の場合は、盛土高2ｍ未満を除き設置が必要です。

⑥擁壁等の設置

擁壁の種類擁壁の種類擁壁の種類擁壁の種類 設計上の主な留意事項設計上の主な留意事項設計上の主な留意事項設計上の主な留意事項

練積み造 • 地表高さ5ｍ以下
• 擁壁の高さ、厚さ、勾配、根入れ深さ、
水抜き穴の形状寸法が寸法表(p.40表7-
4-1)に適合

鉄筋コンク
リート造
無筋コンク
リート造

• 原則躯体高さ10ｍ以下
• 擁壁の破壊や転倒、滑動、沈下が生じな
いように安全性を検討

• 直接基礎の根入れ深さ50ｃｍ程度以上
• 水抜き穴は内径75ｍｍ以上、3ｍ2に1本
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審査基準P35～60参照

※盛土高10ｍ以上の場合、盛土高の1/3以上の重力式擁壁
工、法枠工、土圧に十分抵抗することができる擁壁設置



⑦小段、小段排水溝

●小段、小段排水溝の設置
法肩から5ｍ下がるごとに設置

●小段の基準
• 幅1.5ｍ以上
• 5％程度の勾配

●小段排水溝の基準
• 法尻に接近させる
• 排水溝側面や裏面への
水流入防止措置

20ｃｍ程度 30ｃｍ程度

30ｃｍ程度

5％程度

コンクリート
厚さ（5～10ｃｍ）

1.5ｍ以上
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審査基準P61参照

5ｍ

5ｍ



⑧⑨雨水等の排水施設
雨水、その他地表水の排除のための排水施設が必要で

す。

法面排水工法面排水工法面排水工法面排水工
の種類の種類の種類の種類

機能機能機能機能 必要な性能必要な性能必要な性能必要な性能

法肩排水溝 法面への表面水の流下を防ぐ

想定する降
雨に対しいっ
水、跳水、越
流しない

小段排水溝 法面への雨水を縦排水溝へ導く

縦排水溝 法肩排水溝、小段排水溝の水を
法尻へ導く

法尻排水溝 法面への雨水、縦排水溝の水を
排水する

法尻工

（ふとんかご・
じゃかご工）

盛土内の浸透水の排除
法面の崩壊防止

十分な透水
性の確保
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審査基準P62～63参照



⑧⑨雨水等の排水施設
法面の安定性のために設けられる排水工の例

法肩排水溝

小段排水溝

法尻排水溝

法尻工

縦排水溝
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審査基準P62～63参照

※埋立て等区域外からの表面水は、盛土面を流下させず、
別の排水系統を確保する。



●排水施設の構造など
【断面】
・計画流量の20％以上の余裕（必要に応じてそれ以上）

【構造】
・堅固で耐久力を有するもの
・暗渠部分は、維持管理上必要なます、マンホールの設置

【放流】
・放流によって、地盤が洗掘されるおそれがある場合、水
叩きなどの設置

・排水を河川、他の排水施設などまで導くように計画
・河川、他の排水施設などの管理に支障を及ぼす場合は管
理者の同意が必要（協議録などを添付）

⑧⑨雨水等の排水施設
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審査基準P64～67参照



埋立て等区域外に土砂が流出しないように沈砂池などの
設置が必要です。

※調整池と兼用する場合、双方の要件を具備

⑩沈砂池

存置期間 地盤が安定し、治水上の悪影響が認められなくなる
まで
※裸地部が多い場合は原則恒久とする。

容量 【施工期間中】
流出土砂量 800ｍ3/ha/年
（維持管理方法により4ヶ月分の量でも可）
【完了後】
流出土砂量 150ｍ3/ha/年
設計堆積年数＝存置期間
（維持管理方法により1年を下回らない範囲で短縮
可）

構造 掘込式・コンクリートダム工
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審査基準P68参照



●調整池の設置の検討
「下流河川などの排水能力変更地点、狭窄地点などの流下能
力」と「施工中、完了後の各地点のピーク流量」を比較し判
断する。
※河川管理者との協議により河川改修も可

⑪調整池
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審査基準P69～75参照

流量 「施工中・完了後のピーク流量≦施工前のピーク流
量」になるよう調節

堆砂量 流域の地形や土地利用などにより設定（沈砂池参
照）

設置位置 区域内の最下流部に1個設置

洪水調整方式 自然放流方式

余水吐の能力 コンクリートダム：ピーク流量の1.2倍以上
フィルダム：コンクリートダムの能力の1.2倍以上

管理者との協議 協議の必要がある場合、協議録の添付

●調整池の設計



⑪調整池
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審査基準P75～77参照

概要 • 調整池等設置協議
• 調整池等の方法
• 調整池等の配置
• 調整池等の構造及び緒元

計画 • 調整必要容量の必要性の検討、算出
• 調整池等の容量の算出
• 調整池等の構造計算の算出

図面 • 平面図、縦横断図、構造図など

●洪水調整計画の取りまとめ



⑫法面の保護

• 利用目的が明確である部分を除き、埋立て等区域外へ
の飛砂、落石などが発生しないよう、芝張り、植林な
どの飛散防止のための措置が必要です。
（施工中、完了後とも）

• 沈砂池などの防災工事を先行し、下流の安全を確認し
たうえで、土砂埋立て等を実施すること。

• 雨期の土砂埋立て等は極力避ける。
• 埋立て等区域、高さ、勾配が確認できる杭や丁張を設
置すること。

⑭工事の順序
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審査基準P78～80参照

• 法面は、石張り、芝張り、モルタル吹付けなどにより
風化や侵食に対する保護が必要です。

⑬区域内の飛散防止措置



３．２．一時堆積
における技術基準
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技術基準の種類技術基準の種類技術基準の種類技術基準の種類 一時堆積一時堆積一時堆積一時堆積

①地盤調査・軟弱地盤の措置
→埋立て、盛土の技術基準①参照

●

①雨水等の排水施設
→埋立て、盛土の技術基準⑧、⑨参照

○

②土地の勾配の制限 ○

③堆積土砂の高さの制限 ○

④堆積土砂の勾配の制限 ○

⑤緩衝地帯・境界標 ○

○・・・必要
●・・・必要であるが、場合によって不要
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審査基準P2参照



②土地の勾配の制限
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③堆積土砂の高さの制限

④堆積土砂の勾配の制限

⑤緩衝地帯・境界標
・区域周辺に土砂の堆積高さに相当する幅の緩衝地帯
・緩衝地帯境界標を設置

1
10

1
2

5ｍ以下

杭

杭杭

緩衝地帯

緩衝地帯

審査基準P81参照

堆積土砂 基礎地盤

堆積を行う土地の勾配(1：10)以下

堆積土砂の高さ5ｍ以下

堆積土砂の法面の勾配(1：2)以下
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