
社団法人 建設コンサルタンツ協会
近畿支部 河川分科会

（改定版の概要について）



活動概要

河川分会は、各自治体に対する維持管理ア
ンケート等に基づき、自治体が利用しやす
いマニュアル作成を活動の主テーマと定め、

平成２２年４月より、

護岸ＷＧと樋門・水門ＷＧの

２つのＷＧにて活動を開始しました。

(1)河川分科会について



(2)これまでの活動について

第１期：H22.6～H24.9 ←マニュアルの作成

(1)第一回自治体ヒアリング H22.11

(2)マニュアルの実地検証 H23.11.25～26

(3)第二回自治体ヒアリング H24.2

(4)維持管理マニュアル（案）の発行 H24.6

第２期：H24.10～H26.9 ←マニュアルの更新

(1)マニュアルの実地検証 H25.5.24～25

(2)第三回自治体ヒアリング H25.8

(3)維持管理マニュアル（案）の改訂版の作成

活動概要



(3)護岸ＷＧメンバー紹介

ＷＧ会議（第２期）：平成25年2月20日～（11回実施）

№ 所 属 氏 名 備 考

1 ㈱建設技術研究所 大阪本社 水工部 中上 宗之 幹事

2 いであ㈱ 大阪支社 水圏Ｇ 前田義孝 副幹事
3 (株)エイト日本技術開発 関西支社 河川港湾部 平野 寿謙

4 協和設計㈱ 神戸支店 道路構造Ｇ 藤本 昌己

5 国際航業㈱ 西日本事業本部 第四技術部 中村 茂

6 ㈱修成建設コンサルタント 技術部 河川港湾グループ 山本 昌伸

7 ㈱ダイヤコンサルタント 関西支社 地盤技術部 甲斐 誠士

8 内外エンジニアリング㈱ 技術２部 能美 享

9 ㈱ニュージェック 河川Ｇ 河川構造Ｔ 谷口 功 ＷＧ長

10 三井共同建設コンサルタント㈱ 河川事業部 河川・砂防第四Ｇ 鍛冶 塩太

11 八千代エンジニヤリング㈱ 大阪支店 河川水工部 朝長 哲也

活動概要



(4)樋門・水門等ＷＧメンバー紹介

ＷＧ会議（第２期）：平成25年2月20日～（11回実施）

№ 所 属 氏 名 備 考

1 ㈱建設技術研究所 大阪本社 水工部 中上 宗之 幹事

2 いであ㈱ 大阪支社 水圏Ｇ 前田義孝 副幹事

3 ㈱アスコ 大阪本社 インフラ総合事業部 井畑 英男

4 ㈱建設技術研究所 大阪本社 水工部 宗行 正則 ＷＧ長

5 ㈱東京建設コンサルタント 関西支社 元井 高弘

6 内外エンジニアリング㈱ 技術２部 高橋 新司

7 ㈱日建技術コンサルタント 河川防災部 宮川 剛

8 日本工営㈱ 大阪支店 河川砂防部 大瀧 諭

活動概要



（改定版の概要について）



１．マニュアル作成の背景

治水

堤防の決壊や河川のはん濫等による水害を防
止又は軽減させる。

河川利用

河川環境を保全･整備し、地域の活力創出やう
るおいある生活のための公共空間として利用。

老朽化

高度経済成長期に多くの河川施設の整備が進
められたが、それらが今後更新時期を迎える。

※「国土交通省 河川砂防技術基準 維持管理編（河川編）」より引用

(1)維持管理の必要性



縦クラック 傾斜・折損

ブロックの欠損 天端の陥没

(2)護岸の変状事例

１．マニュアル作成の背景



(3)維持管理せずにおくと → 被災

１．マニュアル作成の背景



(4) 河川護岸における維持管理の特徴

河川護岸は延長が長く、広範囲に広がり、効果
的・効率的な維持管理が求められる。

一定の速度で機能が低下するのに加え、洪水等
による突発的な変状が発生し、段階的に機能が
低下する。

護岸における機能低下のイメージ図

１．マニュアル作成の背景



(5)河川維持管理を確実に行うには

河川の状態を見（診）て、状態の変
化を分析するきめ細やかな維持管理
を実施することが必要である。

※「国土交通省 河川砂防技術基準 維持管理編（河川編）」より引用

マニュアルを作成し、維持管理をシ
ステム的に実施する。

１．マニュアル作成の背景



２．マニュアルの概要

1.総則

2.基礎情報の整理

3.点検手法

4.健全度評価

4.2 健全度評価

4.3 評価基準の設定

5.対策工法の選定

6.優先度評価

(1) 目次 スタート

基礎資料の調査

２．基礎情報の整理

定期点検の実施

４．健全度評価

健全度が管理基
準を下回るか

５．対策工法の選定

６．優先度評価

対策工の実施

施設の運用

Yes

No

情報追記

変状の有無

詳細点検が必要か

詳細点検の実施

Yes

No

Yes

No



中小河川の河川護岸を対象に，設置延長が長く，変
状等の問題が多いとされている「ブロック積み」及
び「ブロック張り」を対象とした。

主に護岸の機能維持と河床の維持を検討対象とした。

護岸の機能維持

河床の維持

２．マニュアルの概要
(2) 対象とする護岸形式



評価基準（変状等ランク）を4段階から3段階に変更。

改定1：点検毎の変状ランクについて

変状
ランク

異常・変状の状態

ａ 異常・変状が発生していない

ｂ
異常・変状が発生し、機能が低下している、あるいは低下している可能性が高
い

ｃ 異常・変状が発生し、機能が著しく低下している

評価項目
評価基準（変状等のランク）

ａ ｂ ｃ

基礎工
（河床低下）

基 礎 の 浮
き・沈下

基礎天端が視認で
きる

基礎が露出してい
る

基 礎 が 浮 い て い
る・沈下している

３．マニュアルの改定内容

・簡易な目視で4段階に区分することが困難

・「a：変状なし」と「d：著しい機能低下」の間
の2ランクの判断や監視方法がわかりづらい

基礎工の評価基準の例



部位毎の変状に重要度の評価を追加した。

３．マニュアルの改定内容

重要度 重要度の目安

低
異常・変状の発生が、護岸の崩壊につながる可
能性が低い項目（天端工 等）

中
異常・変状の発生が、護岸の崩壊につながる可
能性がやや高い項目（法覆工 等）

高
異常・変状の発生が、護岸の崩壊につながる可
能性が高い項目（河床低下 等）

改定2：重要度の設定

実際の被災形態を考慮し、重要度を加味した。

河床低下（洗掘）に伴う変状は、護岸の全体系に及ぼ
す影響が高いと考え、重要度を「高」としている。



点検における評価項目に重要度を考慮
し，変状ランクから健全度を直接評価
できるように考えた。

ａ ｂ ｃ

低 Ａ Ａ Ｂ

中 Ａ Ｂ Ｃ

高 Ａ Ｃ Ｃ

点検毎の変状ランク

評
価
項
目
の
重
要
度

３．マニュアルの改定内容

改定３：健全度評価方法について

健全度評価ランク

Ａ：問題なし、Ｂ：経過観察、Ｃ：要対策



◆根固め・基礎工
河川砂防技術基準（案）同解説より
・護岸の根入れ深度：0.5m~1.5m
・根固め工：1列あるいは2mの平坦幅

護岸の根入れが僅かでも、また根固めに乱れが生じても、基礎に変状が無い限り護岸と
しての機能は失われていない。

 基礎の露出、及び基礎の浮きや沈下が発生した時点で『補修』
根固めは、基礎前面から移動・散乱した時点で『補修』

基礎の露出を監視

◆天端
海岸保全施設維持管理マニュアルでは、下記の変状で要保全となる。
・天端に陥没がある
・天端工に5mm程度の亀裂がある

本マニュアルでは、護岸全体の機能を考慮し以下のように設定。
 基礎からの吸出しが起因となる沈下や陥没が発生した場合『補修』

天端の破損や侵食の場合は、構造的な危険性は低いことから『監視』とする。

天端の侵食や
陥没を監視

３．マニュアルの改定内容

改定4：評価基準の設定（閾値）について



◆護岸（法覆工）
構造的な不安定化と土砂の吸出しによる不安定化を監視する。

・構造の不安定化
構造の不安定化は、法面の水平クラックで監視する。「海岸保全施

設維持管理マニュアル」において、クラック幅5mm程度を部材背面ま
で達するクラックと想定している。

 幅5mmの水平クラックが目地間全体（例えば10m幅）に発生した場合『補修』

・土砂の吸出しによる不安定化
護岸背後の土砂が吸出しを受けると、背後が空洞化し不安定化する。

この不安定化に対しては、クラック幅及び目地開きで監視する。
一般的な裏込め材をRC-40とした場合、平均的な粒径は2cmであるた

め、この2cmを吸出しのリスクが高まる閾値とする。
 幅2cm以上のクラックや目地開きが発生した場合『補修』

構造の不安定化

土砂の吸出し

※ただし、上記の閾値は現時点において力学的に実証できる値ではなく、経験をもとにし
た目安値である。したがって、今後のデータの蓄積、模型実験、各種数値解析等で見直し・
改善していくことが望ましい。

３．マニュアルの改定内容

改定4：評価基準の設定（閾値）について



４．今後の課題

①効果的・効率的な点検に向けて

点検作業には限界があり、くまなく目を通す
ことが困難であると考えられる。

このため、各河川の特性を把握した上で、予
め着眼点を決めておくことが有効である。

今後は、維持管理の実作業が増えていくこと
から、マニュアルに関して、より実務レベルで
の有効性を検証していくことが重要である。



４．今後の課題

②健全度評価に向けて

健全度評価の判定は，あくまで目安を示すも
のであり，変状がどの程度まで許容できるかは
必ずしも明らかではなく，点検及びその分析を
積み重ね対策に反映することが重要である。

今後は，最新の知見や点検データの蓄積を踏
まえた評価を実施することが重要であり，経過
観察や要対策を実施する「管理水準（閾値）」
をどのように設定するが重要である。



（改定版の概要について）



１．マニュアル作成の背景
(1)研究背景

0%

9%

18%

23%

18%

32%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

10年未満 10～19年 20～29年 30～39年 40年以上 不明

某県が管理する樋門の築造経過年数

築40年以上が
全体の半数

これまでに建設されてきた樋門・水門
設備の多くが，建設後３０年から４０年
を迎え，老朽化への対応が課題



１．マニュアル作成の背景
施設の信頼性確保
財政負担の軽減

効率的・効果的な維持管理・補修の実施

予防保全を視野に入れた
維持管理手法の選択

使い捨て型
0%

対症療法型
20%

予防保全型
80%

どの維持管理手法が
適していると思われますか

　　樋門・水門
理想と現実との

ギャップ

している
14%

していない
86%

現在予防保全型の
維持管理を実施されていますか

予防保全型

 自治体へのアンケート結果



２．マニュアルの概要（目次）

1.総則

2.基礎情報の整理

3.点検手法

4.健全度評価

5.対策工法の選定

6.優先度評価

※ 自治体が数多く管理する中小規模の樋門・
水門を対象とし，土木担当職員が実務で容易
に利用することに留意

主な改訂章



(1) 健全度評価に関して
目視点検レベルで，対策や詳細点検の要否を判

断するための指標を検討する．

３．マニュアルの改訂背景

堤防としての機能に対する点検及び，評価が明確で
ない。

外観目視を主体とする点検では，5段階の健全度区
分を判断することが困難である。

堤防機能に対する閾値を設定

5段階評価⇒3段階評価へ変更

＜課題１＞

＜課題２＞



健全度の状態に応じた補修・補強工法の選定を容
易とするためのフローや概算工費等を整理する。

(2) 補修・補強方法に関して

３．マニュアルの改訂背景

対策工に対する予算規模を把握しておくことが
重要である。

対策工選定フローの作成， 概算工費の整理

＜課題＞



施設の構成部位の分類例

(1) 健全度評価に関して
３．マニュアルの改訂内容



1)健全度評価区分と内容
 表 予防保全型の健全度評価区分と内容

 表 事後保全型の健全度評価区分と内容

昨年度マニュア
ル5段階評価

3段階評価に簡
素化

機械設備等は
事後保全型とし
、２段階評価

３．マニュアルの改訂内容

※現状も未把握の小規模施設を対象に追加予定



 表 点検部位別の評価

各部位別の点検項目毎に、
管理方針（予防保全型or事
後保全型）を設定し、評価区
分数を設定

2)部位別の管理方針設定

３．マニュアルの改訂内容



 表 点検記録表（様式-2.2 土木構造物）

・目視点検レベルで判断可
能な閾値を設定
・堤防/護岸の抜け上がり
を点検項目に追加

3)評価結果の整理（点検記録表）

３．マニュアルの改訂内容



出典：樋門等構造物周辺堤防詳細点検要領

樋門補強マニュアル（案）

4)閾値の設定例（堤体、護岸抜け上がり）

【抜け上がり閾値】

30cm以上： c
10cm～30cm未満：b
10cm未満： a

空洞量20cm程度以上の場合は、
樋門全体に空洞が連通している可
能性大。

目視点検で空洞量は確認不可。

堤防、護岸の抜け上がりで評価。

３．マニュアルの改訂内容



 写真 管渠の評価例 写真 扉体の評価例

函体
評価：c

扉体
判定：c

健全度を評価する際の参考として，写真等による事例集を作成
．

5)健全度評価事例の整理

３．マニュアルの改訂内容



検討した健全度評価区分に対して，適用可
能な補修･補強工法を整理した．

補修・補強

工法一覧

(2) 補修・補強に関して
３．マニュアルの改訂内容

1）工法整理



2）補修・補強工法の選定フロー(1)
土木構造物

損傷・劣化

ひび割れ 断面欠損 目地開き

・表面処理工法

・注入工法

・その他の工法

ひび割れ

の変動

ひび割れ

幅0.2mm

・注入工法

・充填工法

・注入工法

・その他の工法

ひび割れ

幅0.2mm

・注入工法

・充填工法

大

小

以下

超超

以下

対象箇所

・コテ塗り、ドライ

パッキング法

・注入、・コテ塗り

・ポンプ圧入、吹
き付け（セメント、

ポリマーセメント）

・止水材によ

る補修工法

対象箇所

・可とう継ぎ手

による補修工法

大

小

大

小



2）補修・補強工法の選定フロー(2)
堤防

傾倒・段差・撓み

・折れ曲がり

ゆるみ・陥没・クラック

（空洞化）

変状の程度・規模・目
標等により、保全対策

工法を選定する。

・CBグラウト注入

・矢板側方拡張打設
・伸縮性コーキング材、可

撓性継ぎ手による止水

・切り替えし、締め固め

・内側巻立て補修

従来工法で

対応可能か

［水を入れない］
・川表側の遮水矢板打設および遮水シ

ート敷設、接合

［水みちを連続させない］

・止水板方式、　・連続壁方式

［パイピングを抑える］

・押え盛土方式、　・水圧バランス方式

YES

NO

（従来対策） （抜本的な対策）

土木構造物



2）補修・補強工法の選定フロー(3)



４．今後の課題

マニュアル（案）【改訂版】は，実効性を確
保することに重点を置いて健全度評価を簡易化
させたことに伴い，施設の安全性確保の観点に
おいて課題が残る．

そのため，先行して全対象施設の状態を把握
したのち，詳細点検を実施することによって，
施設の安全性を確保する考えとしている．

ただし，本マニュアル（案）では詳細点検を
対象外としており，効率的な詳細点検の実施に
関しては，今後の課題であると考えている．



ご清聴ありがとうございました。


