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新潟県（県道）

新潟県（県道）

施　主：上越地域振興局
工事名：一般県道中ノ俣下綱子線
概　要：Ｈ3.75ｍ／法面勾配 1：0.5
　　　　壁面積 98㎡

石川県（県道）

JR（法面強化復旧）

施　主：JR東日本
工事名：磐越西線法面復旧工事
概　要：Ｈ4.0ｍ／法面勾配 1：1.2 ／壁面積 40㎡

国土交通省（法面強化復旧）

施　主：北陸地方整備局　三国川ダム管理事務所
工事名：三国川ダム法面アンカー補修その他工事
概　要：Ｈ15.6ｍ／法面勾配 1：1.0 ／壁面積 180㎡

新潟県（県道）

施　主：上越地域振興局
工事名：三和安塚道路法面復旧工事
概　要：Ｈ4.65ｍ／法面勾配 1：1.2
　　　　壁面積 90㎡

新潟県（県道）

21

施　主：長岡地域振興局
工事名：栃尾守門線災害復旧工事
概　要：Ｈ1.5ｍ／法面勾配 1：0.3
　　　　壁面積 10㎡

施　主：上越地域振興局
工事名：名木山浦川原線災害復旧工事
概　要：Ｈ4.9ｍ／法面勾配 1：0.5 ／壁面積 57㎡

施　主：石川県奥能登土木総合事務所
工事名：珠洲穴水線道路災害復旧工事
概　要：Ｈ6.45ｍ／法面勾配 1：1.0 ／壁面積 230㎡
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新潟県（県道）

施　主：長岡地域振興局
工事名：小千谷川口大和線災害復旧工事
概　要：Ｈ3.6ｍ／法面勾配 1：0.5
　　　　壁面積 11㎡



新潟県（県道）

新潟県（県道）

施　主：上越地域振興局
工事名：一般県道中ノ俣下綱子線
概　要：Ｈ3.75ｍ／法面勾配 1：0.5
　　　　壁面積 98㎡

石川県（県道）

JR（法面強化復旧）

施　主：JR東日本
工事名：磐越西線法面復旧工事
概　要：Ｈ4.0ｍ／法面勾配 1：1.2 ／壁面積 40㎡

国土交通省（法面強化復旧）

施　主：北陸地方整備局　三国川ダム管理事務所
工事名：三国川ダム法面アンカー補修その他工事
概　要：Ｈ15.6ｍ／法面勾配 1：1.0 ／壁面積 180㎡

新潟県（県道）

施　主：上越地域振興局
工事名：三和安塚道路法面復旧工事
概　要：Ｈ4.65ｍ／法面勾配 1：1.2
　　　　壁面積 90㎡

新潟県（県道）

21

施　主：長岡地域振興局
工事名：栃尾守門線災害復旧工事
概　要：Ｈ1.5ｍ／法面勾配 1：0.3
　　　　壁面積 10㎡

施　主：上越地域振興局
工事名：名木山浦川原線災害復旧工事
概　要：Ｈ4.9ｍ／法面勾配 1：0.5 ／壁面積 57㎡

施　主：石川県奥能登土木総合事務所
工事名：珠洲穴水線道路災害復旧工事
概　要：Ｈ6.45ｍ／法面勾配 1：1.0 ／壁面積 230㎡

災
害
復
旧

災
害
復
旧

新潟県（県道）

施　主：長岡地域振興局
工事名：小千谷川口大和線災害復旧工事
概　要：Ｈ3.6ｍ／法面勾配 1：0.5
　　　　壁面積 11㎡



災
害
復
旧

災
害
復
旧

市町村（市道）

市町村（市道） 市町村（市道）

市町村（市道）

施　主：上越市役所
工事名：23 災木ノ実谷線道路災害復旧工事
概　要：Ｈ5.1ｍ／法面勾配 1：0.8 ／壁面積 80㎡

市町村（市道） 市町村（市道）

市町村（市道）

市町村（市道）

施　主：長岡市役所
工事名：市道宮内245号線災害復旧工事
概　要：Ｈ3.6ｍ／法面勾配 1：0.3
　　　　壁面積 100㎡

施　主：魚沼市役所
工事名：市道下倉15号線2号箇所災害復旧工事
概　要：Ｈ5.25ｍ／法面勾配 1：0.4
　　　　壁面積 60㎡

43

施　主：柏崎市役所
工事名：市道柏崎9-201号
概　要：Ｈ5.1m ／法面勾配 1：0.5 ～ 1：1.2 ／壁面積 155㎡

施　主：十日町市役所
工事名：五十子平深山線災害復旧工事
概　要：Ｈ4.05ｍ／法面勾配 1：0.5 ／壁面積 30㎡

施　主：佐渡市役所
工事名：平成23年度 羽二生3号線災害復旧工事
概　要：Ｈ4.5ｍ／法面勾配 1：0.4
　　　　壁面積 90㎡

施　主：長岡市役所
工事名：上桐地区災害復旧工事
概　要：Ｈ4.4ｍ／法面勾配 1：0.5
　　　　壁面積 80㎡

施　主：三条市役所
工事名：旧長野県道線災害復旧工事
概　要：Ｈ3.0ｍ／法面勾配 1：0.5 ／壁面積 60㎡
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市町村（林道）

市町村（林道）

市町村（林道） 市町村（林道）
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施　主：刈羽村役場
工事名：油田地区災害復旧工事
概　要：Ｈ2.1ｍ／法面勾配 1：0.5 ／壁面積 15㎡

施　主：津川地域振興局
工事名：林道八木山田沢小出線法面復旧工事
概　要：Ｈ3.15ｍ／法面勾配 1：0.5 ／壁面積 20㎡

施　主：関川村役場
工事名：林道蛇喰中束線法面復旧工事
概　要：Ｈ4.35ｍ／法面勾配 1：0.8
　　　　壁面積 50㎡
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施　主：津南町役場
工事名：林道魚沼丘陵線法面復旧工事
概　要：Ｈ5.25ｍ／法面勾配 1：0.5
　　　　壁面積 25㎡

新潟県（農道）

新潟県（農業用水路） 新潟県（農業用水路）

施　主：長岡地域振興局
工事名：入塩川農道法面復旧工事
概　要：Ｈ5.4ｍ／法面勾配 1：1.0 ／壁面積 100㎡

施　主：長岡地域振興局
工事名：栃尾地区第1次工事
概　要：Ｈ2.85ｍ／法面勾配 1：0.3
　　　　壁面積 70㎡
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施　主：長岡地域振興局
工事名：栃尾地区第2次工事
概　要：Ｈ3.0ｍ／法面勾配 1：0.4
　　　　壁面積 80㎡

富山県（林道） 市町村（林道）

施　主：富山県富山農林振興センター
工事名：才覚地法面復旧工事
概　要：Ｈ5.1ｍ／法面勾配 1：0.5
　　　　壁面積 47㎡

施　主：南砺市役所
工事名：林道小谷線1号災害復旧工事
概　要：Ｈ7.95ｍ／法面勾配 1：0.3
　　　　壁面積 100㎡
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市町村（宅地法面復旧）

新設（PC防護柵基礎）

施　主：加賀市役所
工事名：加賀市橋立地区災害復旧工事
概　要：Ｈ3.9ｍ／法面勾配 1：0.3
　　　　壁面積 70㎡

拡幅（PC防護柵基礎）

市町村（農道）

施　主：魚沼市役所
工事名：魚沼市越又地区災害復旧工事
概　要：Ｈ2.4ｍ／法面勾配 1：0.3 ／壁面積 35㎡

市町村（公共用施設）

施　主：十日町市役所
工事名：十日町市レスリング道場災害復旧工事
概　要：Ｈ4.05ｍ／法面勾配 1：0.5
　　　　壁面積 40㎡

市町村（公園）

施　主：小千谷市役所
工事名：舟岡山公園災害復旧工事
概　要：H3.0m（3段）／法面勾配 1：0.3
　　　　壁面積 89㎡

施　主：北陸地方整備局　長岡国道事務所
工事名：国道289号大久保沢復旧工事
概　要：Ｈ3.3ｍ／法面勾配 1：0.5 ／壁面積 200㎡

施　主：関川村役場
工事名：沢地区道路改良工事
概　要：Ｈ2.1ｍ／法面勾配 1：0.1 ～ 0.3 ／壁面積 170㎡

災
害
復
旧

災
害
復
旧

道
路
改
良

市町村（宅地法面強化復旧）

施　主：富山市役所山田行政センター
工事名：山田若土地内自然災害防止対策工事
概　要：Ｈ6.0ｍ／法面勾配 1：0.5
　　　　壁面積 120㎡

新潟県（農道）

施　主：長岡地域振興局
工事名：栃尾地区第3次工事
概　要：Ｈ4.05ｍ／法面勾配 1：0.5
　　　　壁面積 40㎡

新潟県（農道）

施　主：十日町市役所
工事名：荢島地内農道災害復旧工事
概　要：Ｈ4.2ｍ／法面勾配 1：0.5
　　　　壁面積 40㎡
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新潟県（農道）

国土交通省（国道）

拡幅（車道）

施　主：三条地域振興局
工事名：県道燕地蔵道線
概　要：Ｈ1.05ｍ／法面勾配 1：0.3 ／壁面積 20㎡

拡幅（車道）

施　主：北陸地方整備局　羽越河川国道事務所
工事名：管内防護柵設置他工事
概　要：Ｈ1.5ｍ／法面勾配 1：0.1
　　　　壁面積 380㎡

拡幅（歩道）

拡幅（車道）

施　主：北陸地方整備局　新潟国道事務所
工事名：国道116号線小新インターチェンジ工事
概　要：Ｈ2.1ｍ／法面勾配 1：0.3 ／壁面積 40㎡

施　主：福井市役所
工事名：8・7・13 九頭竜通り線歩行者専用道路築造工事（その2工事）
概　要：Ｈ1.05ｍ／法面勾配 1：0.5
　　　　壁面積 60㎡

施　主：糸魚川地域振興局
工事名：西頚城2期地区
概　要：Ｈ3.15ｍ／法面勾配 1：0.5 ／壁面積 50㎡

施　主：北陸地方整備局　新潟国道事務所
工事名：日沿道村上インターチェンジその2工事
概　要：Ｈ6.45ｍ／法面勾配 1：0.5 ／壁面積 230㎡
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拡幅（歩道）

施　主：新潟市西部地域土木事務所
工事名：平成23年度 国道460号歩道設置工事
概　要：Ｈ5.4ｍ／法面勾配 1：0.2 ～ 0.3 ／壁面積 450㎡
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施　主：北陸地方整備局　新潟国道事務所
工事名：日沿道村上インターチェンジその2工事
概　要：Ｈ6.45ｍ／法面勾配 1：0.5 ／壁面積 230㎡
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拡幅（歩道）

施　主：新潟市西部地域土木事務所
工事名：平成23年度 国道460号歩道設置工事
概　要：Ｈ5.4ｍ／法面勾配 1：0.2 ～ 0.3 ／壁面積 450㎡



1211

管理用道路

工事用道路

施　主：北陸地方整備局　飯豊山系砂防事務所
工事名：中ノ俣川砂防堰堤工事
概　要：Ｈ4.95ｍ／法面勾配 1：0.8
　　　　壁面積 140㎡

調整池

市町村（国道）

施　主：新潟市西部地域土木事務所
工事名：平成23年度 国道460号歩道設置工事
概　要：Ｈ2.4ｍ／法面勾配 1：0.3 ／壁面積 24㎡

砂防堰堤間詰

施　主：北陸地方整備局　湯沢砂防事務所
工事名：相川川保全事業
概　要：Ｈ5.7ｍ／法面勾配 1：0.6
　　　　壁面積 30㎡

砂防堰堤間詰

施　主：北陸地方整備局　飯豊山系砂防事務所
工事名：谷地川砂防堰堤工事
概　要：Ｈ4.5ｍ／法面勾配 1：0.5
　　　　壁面積 35 ㎡

施　主：北陸地方整備局　阿賀野川河川事務所
工事名：馬取沢工事用道路
概　要：Ｈ4.95ｍ／法面勾配 1：0.5 ／壁面積 550㎡

施　主：魚沼市役所
工事名：鏡ヶ池周辺公園整備工事
概　要：Ｈ3.75ｍ／法面勾配 1：0.5 ／壁面積 260 ㎡
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流路工

施　主：北陸地方整備局　飯豊山系砂防事務所
工事名：谷地川砂防堰堤工事
概　要：Ｈ3.15ｍ／法面勾配 1：0.5
　　　　壁面積 98㎡

国土交通省（国道）

施　主：北陸地方整備局　新潟国道事務所
工事名：揚川改良西地区その2工事
概　要：Ｈ5.1ｍ／法面勾配 1：0.5
　　　　壁面積 150㎡

国土交通省（付替道路）

施　主：北陸地方整備局　利賀ダム工事事務所
工事名：庄川橋梁下部その3工事
概　要：Ｈ5.1ｍ／法面勾配 1：0.6
　　　　壁面積 170㎡
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新潟大学（駐車場造成）

市町村（BOX巻込み）

施　主：新潟大学
工事名：新潟大学環境整備工事
概　要：T-100MP／法面勾配 1：1.0
　　　　法面積 150㎡

新潟県（学校施設）

国土交通省（国道強化復旧）

施　主：北陸地方整備局　長岡国道事務所
工事名：笠島地区斜面対策工事
概　要：Ｔ-150MP／法面勾配 1：1.6 ／法面積 330㎡

鉄塔基礎強化復旧

施　主：東京電力㈱
工事名：東京電力関連鉄塔工事
概　要：Ｈ4.95ｍ／法面勾配 1：0.8
　　　　壁面積 140㎡

原発施設内強化復旧

施　主：東京電力㈱
工事名：刈羽原子力発電所内法面復旧工事
概　要：T-150MP/LP
（MP）法面勾配 1：1.4・1.5／法面積 1500㎡
（ L P）法面勾配 1：1.6・1.7・1.8／法面積 700㎡

施　主：長岡市役所
工事名：道建第4号道路改良工事
概　要：Ｔ-150M／法面勾配 1：1.0 ～ 1.5 ／法面積 100㎡

施　主：長岡地域振興局　与板維持管理事務所
工事名：出雲崎高校法面復旧工事
概　要：Ｔ-100LP ／法面勾配 1：2.0 ／法面積 1000㎡

民
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市町村（水辺）

施　主：魚沼市役所
工事名：鏡ヶ池周辺整備工事
概　要：T-100SP ／法面勾配 1：1.5
　　　　法面積 550㎡

宅地造成

施　主：東日本高速道道路㈱
工事名：新潟支社道路管制センター新築工事
概　要：Ｈ4.95ｍ／法面勾配：1：0.8
　　　　壁面積 240㎡

駐車場造成

施　主：北陸電力㈱
工事名：能美送電所駐車場造成工事
概　要：Ｈ3.6ｍ／法面勾配 1：0.5・0.8
　　　　壁面積 50㎡
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L 型擁壁基礎

工事用道路

石川県（河川堤防）

施　主：石川県県央土木総合事務所
工事名：二級河川浅野川河川環境整備（総流防）工事（その2）
概　要：T-100MP ／法面勾配 1：2.0 ／法面積 350㎡

L 型擁壁基礎

施　主：上越地域振興局
工事名：柿崎牧線横住拡幅道路改良工事
概　要：T-200SP×2 段／ T-200MP×2 段

市町村（市道法面強化復旧）

施　主：十日町市役所
工事名：天水越鼠持線災害復旧工事
概　要：T-100MP ／法面勾配 1：1.0
　　　　法面積 25㎡

国土交通省（工事用道路）

施　主：北陸地方整備局　立山砂防事務所
工事名：平成24年度 空谷砂防堰堤下流床固工工事
概　要：T-150MP ／法面勾配 1：1.5
　　　　法面積 670㎡

施　主：福井市役所
工事名：宮ノ下公民館移転新築用地造成工事
概　要：T-200SP×2 段　

施　主：北陸地方整備局　長岡国道事務所
工事名：国道289号外ノ沢流路他その2工事
概　要：T-100MP　

法
面
タ
イ
プ

路
盤

路
盤

L 型擁壁基礎

施　主：魚沼地域振興局
工事名：伊米ヶ崎地区ファームポンド工事
概　要：T-300LP
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コーナー

屈曲部

コーナー部施工中

小口止め

小口止め施工中

屈曲部施工中

施
工

■ テラセルシート（安定補助剤）

■ あみ土レン（裏面湧水処理）

■ トレップ TT-3S（クラック抑制材）

コーナー部完成

小口止め完成

屈曲部施工中

周辺部材
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