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① 工事概要
●工 事 名： 三保ダム野嵐採石場のり面試験工事
●企 業 者： 神奈川県
●施工場所： 神奈川県足柄上郡山北町
●施工時期： 平成8年5月
●施工面積： 87㎡

② 現場概況
●周辺植生： 自然林
●温量指数： 121
●地盤状況： ̶
●既設法面工： コンクリート吹付
●法 勾 配： 1:0.8

③ 植生導入方法
●充填材料： 有機質系土壌改良材＋山砂
●充填方法： クレーンによる投入
●植生導入方法： 植生基材吹付

植栽

④ 特　色
ダム湖畔の原石山砕石採取地跡法面を
コンクリート吹付により保護。
●播 種： ヤマハギ、ヤシャブシ、トールフェスク、

クリーピングレッドフェスク
●植 栽： シイノキ、キイチゴ、ヤマブキ、ウメモドキ、

ピラカンサ

モルタル吹付面の緑化

神奈川県

施工前

階段ユニット取付 基盤投入

仕上げ吹付

kutsuzawa takeshi
長方形



事務局：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町15番17号NKG東京ビル内
            TEL.03-3476-9850  FAX.03-3476-4551

確かなみどりを実現します

施工後の状況［14年経過］

●植 被 率： 【100%】木本植物が優占し、施工箇所全体が覆われている
●優 占 種： 【木本】ピラカンサ（植栽）、ミズキ（侵入）、カラスザンショウ（侵入）など

【草本】シナダレスズメガヤ（外来・播種）、ススキ、ヨモギ（在来・播種）など
●評 価： 【景観向上】

 モルタル吹付面が木本植物で覆い隠されている。

　　　　　　【生物多様性】

 植栽・播種植物と侵入植物が混在した状態である。
 シカの食害を受けており、成立種が限られている。

モニタリング 14年2ヶ月経過（平成22年7月）

可 良 優

可 良 優
植被率

草本
20%

木本
80%

施工地全景

ピラカンサ（植栽種）

獣害対策の違い（左：有刺鉄線　右：階段ユニット）
木本稚樹は餌食され残っていない

ヌルデ（侵入種）

獣害対策として設置した階段ユニット

カラスザンショウ（侵入種）

kutsuzawa takeshi
長方形

kutsuzawa takeshi
長方形



① 工事概要
●工 事 名： 全県花道（せせらぎフレッシュ）工事
●企 業 者： 岐阜県
●施工場所： 岐阜県大野郡清見村
●施工時期： 平成9年11月
●施工面積： 350㎡

② 現場概況
●周辺植生： 自然林
●温量指数： 87
●地盤状況： 軟岩
●既設法面工： モルタル吹付
●法 勾 配： 1:0.8

③ 植生導入方法
●充填材料： 有機質系土壌改良材
●充填方法： クレーンによる投入
●植生導入方法： 植生基材吹付

植栽

④ 特　色
県道の道路きわ法面の緑化
●播 種： ハギ類、ヤマハンノキ
●植 栽： ヤマツツジ

モルタル吹付面の緑化

岐阜県

施工完了（H9.11）

植栽施工完了（H9.11）

施工後1年（H10.10）

kutsuzawa takeshi
長方形



事務局：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町15番17号NKG東京ビル内
            TEL.03-3476-9850  FAX.03-3476-4551

確かなみどりを実現します

施工後の状況［13年経過］

●植 被 率： 【100%】木本植物5割、草本植物5割で全面緑化されている
●優 占 種： 【木本】イタチハギ（外来・播種）、ノリウツギ（在来・侵入）など

【草本】アカソ（在来・侵入）、イタドリ（在来・播種）など
●評 価： 【景観向上】

 モルタル吹付面が木本・草本植物で覆い隠されている。

　　　　　　【生物多様性】

 播種したイタチハギ群落から在来の木本・草本植物群
 落に遷移しつつある。

モニタリング 12年10ヶ月経過（平成22年9月）

可 良 優

可 良 優
植被率

草本
50%

木本
50%

施工地全景

イタチハギ（播種）

ウツギ（侵入種） イヌコリヤナギ（侵入種）

階段ユニット（落葉の堆積）

kutsuzawa takeshi
長方形

kutsuzawa takeshi
長方形



① 工事概要
●工 事 名： 長島ダムサイト枠内緑化
●企 業 者： 建設省長島ダム工事事務所（当時）
●施工場所： 静岡県榛原郡川根本町犬間
●施工時期： 平成11年5月
●施工面積： 8,189㎡

② 現場概況
●周辺植生： 自然林、スギ植林
●温量指数： 84
●地盤状況： 軟岩
●既設法面工： 法枠内コンクリート吹付
●法 勾 配： 1:0.3～1.1

③ 植生導入方法
●充填材料： 有機質系土壌改良材（黒土10%混入）
●充填方法： モルタルガンによる吹付
●植生導入方法： 植生基材吹付

④ 特　色
ダムサイト法面の緑化
●播 種： ヤシャブシ、ヤマハギ、アラカシ、イタチハギ、

ヤマザクラ、メドハギ、アカマツ、アカメガシワ

法枠内モルタル吹付面の緑化

静岡県

ダムサイト左岸　施工前1ヶ月（H11.6）

施工後1ヶ月（H11.6）

施工後1ヶ月（H11.6）

kutsuzawa takeshi
長方形



事務局：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町15番17号NKG東京ビル内
            TEL.03-3476-9850  FAX.03-3476-4551

確かなみどりを実現します

施工後の状況［11年経過］

●植 被 率： 【80%】木本群落、草本群落および裸地（法枠）がモザイク状に分布している
●優 占 種： 【木本】イタチハギ（外来・播種）、アカメガシワ（在来・侵入）など

【草本】ススキ（在来・播種）、トールフェスク（外来・播種）など
●評 価： 【景観向上】

 木本植物が優占しているが法枠を覆い隠していない。

　　　　　　【生物多様性】

 外来木本のイタチハギが優占し侵入種が少ない。

モニタリング 11年4ヶ月経過（平成22年9月）

可 良 優

可 良 優
植被率

その他
20%

木本
50%

草本
30%

ダムサイト 左岸全景

kutsuzawa takeshi
長方形

kutsuzawa takeshi
長方形



① 工事概要
●工 事 名： 平成12年度小繋法面工事
●企 業 者： 建設省東北地方建設局（当時）
●施工場所： 秋田県能代市二ツ井町（国道7号線）
●施工時期： 平成13年3月
●施工面積： 380㎡

② 現場概況
●周辺植生： 自然林、スギ植林
●温量指数： 81
●地盤状況： ̶
●既設法面工： 法枠内コンクリート吹付
●法 勾 配： 1:0.3～0.8

③ 植生導入方法
●充填材料： 有機質系土壌改良材＋砂
●充填方法： モルタルガンによる吹付
●植生導入方法： 植生基材吹付

④ 特　色
国道7号線きみまちトンネル坑口上部法枠工施工済箇所。
新技術活用パイロット事業。
●播 種： ヤシャブシ、アキグミ、ヤマハギ、コマツナギ、

メドハギ、イタドリ
●種子配合表

選定種子 発生期待本数（本/㎡）

主構成種
ヤシャブシ

在来広葉落葉
100

アキグミ 50

補全種
ヤマハギ 在来広葉落葉

肥料木
50

コマツナギ 30

草　木
メドハギ 在来草木

肥料木
30

イタドリ 30

＊アキグミは、鳥の餌となり、植生還移が進みやすい。

法枠内モルタル吹付面の緑化

秋田県

施工前

階段ユニット仮設置状況 階段ユニット設置完了

客土充填状況 客土充填完了

施工完了

kutsuzawa takeshi
長方形



事務局：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町15番17号NKG東京ビル内
            TEL.03-3476-9850  FAX.03-3476-4551

確かなみどりを実現します

施工後の状況［9年経過］

●植 被 率： 【100%】木本植物6割、草本・つる植物4割で全面緑化されている
●優 占 種： 【木本】コマツナギ（在来・播種）など

【草本】ヨモギ、イタドリ（在来・播種） 【つる性】クズ（在来・侵入）など
●評 価： 【景観向上】

 吹付法枠工が木本植物で覆い隠されている。

　　　　　　【生物多様性】

 播種木本のコマツナギが優占している。
 クズが侵入しており、拡大が危惧される。

モニタリング 9年5ヶ月経過（平成22年8月）

可 良 優

可 良 優
植被率

草本・つる
40%

木本
60%

施工地全景 施工後2年後

階段ユニットの様子

コマツナギ（播種） チヂミザサ（侵入種）

オオハナウド（侵入種）

kutsuzawa takeshi
長方形

kutsuzawa takeshi
長方形



① 工事概要
●工 事 名： 大迫ダム法面植生工
●企 業 者： 近畿農政局
●施工場所： 奈良県吉野郡川上村大迫地内
●施工時期： 平成14年
●施工面積： 500㎡

② 現場概況
●周辺植生： スギ植林～自然林
●温量指数： 99
●地盤状況： ̶
●既設法面工： 法枠内モルタル吹付
●法 勾 配： 1:1.1～1.3

③ 植生導入方法
●充填材料： 山砂
●充填方法： クレーンによる投入
●植生導入方法： 植生基材吹付

④ 特　色
ダム軸法面における緑化
●播 種： ヤマハギ、イタチハギ、メドハギ、ヨモギ、

クリーピングレッドフェスク、トールフェスク、
オーチャードグラス

法枠内モルタル吹付面の緑化

奈良県

kutsuzawa takeshi
長方形



事務局：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町15番17号NKG東京ビル内
            TEL.03-3476-9850  FAX.03-3476-4551

確かなみどりを実現します

施工後の状況［8年経過］

●植 被 率： 【100%】草本植物がほぼ全面を被い、木本植物が点在した状態である
●優 占 種： 【草本】セイタカアワダチソウ、アメリカセンダングサ（外来・侵入）など

【木本】イタチハギ（外来・播種）、ヤマグワ（侵入）、アカメガシワ（侵入）など
●評 価： 【景観向上】

 モルタル吹付面が草本植物で覆い隠されている。

　　　　　　【生物多様性】

 周辺から侵入した外来草本植物が優占している。
 今後、侵入木本類の生育が期待できる。

モニタリング 8年7ヶ月経過（平成22年7月）

可 良 優

可 良 優
植被率

木本
5%

草本
95%

ヤマハギ（播種）

クマミズノキ（侵入種）リター（落葉）堆積 タラノキ（侵入種）

ウツギ（侵入種）

施工地全景

kutsuzawa takeshi
長方形

kutsuzawa takeshi
長方形



① 工事概要
●工 事 名： 連光寺地区急傾斜地崩壊対策事業
●企 業 者： 東京都
●施工場所： 東京都多摩市連光寺
●施工時期： 平成15～16年
●施工面積： 300㎡

② 現場概況
●周辺植生： 自然林
●温量指数： 110
●地盤状況： 軟岩
●既設法面工： 地山
●法 勾 配： 1:0.3～1.2

③ 植生導入方法
●充填材料： 現地表土
●充填方法： クレーンによる投入
●植生導入方法： 植生基材吹付

④ 特　色
民間施設に近接する急傾斜斜面。
地域自然環境に配慮し、現地表土を利用し無播種施工を行った。
●出 現 種： ムクノキ、ミズキ、ネズミモチ、ススキ、ヤブマオなど

法枠内の緑化

東京都

施工後1年後の状況

kutsuzawa takeshi
長方形



事務局：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町15番17号NKG東京ビル内
            TEL.03-3476-9850  FAX.03-3476-4551

確かなみどりを実現します

施工後の状況［6～7年経過］

●植 被 率： 【100%】木本植物が優占し、施工箇所全体が植物で覆われている
●優 占 種： 【木本】ムクノキ、ミズキ、ネズミモチ、コウゾ

【草本】ススキ、ヤブマオなど
●評 価： 【景観向上】

 吹付法枠工が木本植物で覆い隠されている。

　　　　　　【生物多様性】

 周辺の自生種が優占し、多様な植物が生育している。

モニタリング 7年5ヶ月経過（平成22年10月）

可 良 優

可 良 優
植被率

草本
10%

木本
90%

施工地全景

kutsuzawa takeshi
長方形

kutsuzawa takeshi
長方形



法枠内モルタル吹付面の緑化

兵庫県

① 工事概要
●工 事 名： 東服地区急傾斜地崩壊防止工事
●企 業 者： 兵庫県
●施工場所： 神戸市兵庫区平野町東服地区
●施工時期： 平成17年3月
●施工面積： 1,300㎡

② 現場概況
●周辺植生： 自然林
●温量指数： 138
●地盤状況： 軟岩
●既設法面工： 法枠内モルタル吹付
●法 勾 配： 1:0.3～0.5

③ 植生導入方法
●充填材料： 有機質系土壌改良材＋マサ土
●充填方法： モルタルガンによる吹付
●植生導入方法： 植生基材吹付

④ 特　色
既存植生を極力残し、ナワシログミを所々に植栽、
メドハギを期待本数50本／㎡程度とし、
極力、周辺からの飛来種子を受け入れ。

kutsuzawa takeshi
長方形



事務局：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町15番17号NKG東京ビル内
            TEL.03-3476-9850  FAX.03-3476-4551

確かなみどりを実現します

施工後の状況［5年経過］

●植 被 率： 【80%】木本群落、草本群落および裸地がモザイク状に分布している
●優 占 種： 【木本】エノキ（侵入）、ナワシログミ（植栽）、アカメガシワ（侵入）など

【草本】ススキ、ヨモギ 【つる性】クズ、エビヅル（在来・侵入）など
●評 価： 【景観向上】

 周辺の崖の植生景観と調和している。

　　　　　　【生物多様性】

 植栽・播種植物と侵入植物が混在した状態である。
 クズが侵入しており、拡大が危惧される。

モニタリング 5年4ヶ月経過（平成22年7月）

可 良 優

可 良 優
植被率

その他
10%

木本
50%

草本・
つる
40%

施工地全景 階段ユニットの様子

イヌビワ（播種）

アカメガシワ（侵入種） ナワシログミ（植栽種）

エノキ（侵入種）

kutsuzawa takeshi
長方形

kutsuzawa takeshi
長方形




