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1 はじめに 
 平成 15年 6月 18日の降雨により、田辺市本宮町本
宮地内の大日山において幅約 30m、長さ約 80m の山
腹崩壊が発生した。現地調査の結果、当該崩壊は大日
山山頂を頭部とする幅約 150m、長さ約 340m、推定移
動土塊量約126万m3の地
すべりに起因した端部崩
壊であることが判明した。
地すべり直下には新宮市
と奈良県五條市を結ぶ国
道 168 号、一級河川熊野
川があり、早急な対策が必
要であったことから災害
関連緊急地すべり対策の
採択を受け、排土工、地下
水排除工及びアンカー工
による対策工事を実施し、
地すべり滑動を抑制する
こととした。 
一方、地すべり近傍には

熊野本宮大社や熊野古道（熊野川含む）があり、これ
らが平成 16年 7月 7日に「紀伊山地の霊場と参詣道」
としてユネスコ世界遺産に登録された。本発表は、世
界遺産近傍における防災対策と排土工に対して行った
景観保全対策について報告するものである。 

    
2 地すべりの概要 

地すべりは、3層
のすべり面（浅
層：15～20m、中
層：25m、深層：
60m（最大 80m））
を有しており、砂
岩泥岩互層（粗粒
砂岩優勢層）内に
不連続面が 30°の
角度で流れ盤とし
て発達し、地すべ
り面を形成してい
る。 
地すべり発生の

素因としては、①3
方を尾根に囲まれ
た集水地形である
こと。②地質は砂
岩泥岩互層で、砂
岩層は硬質であり
細粒砂～中粒砂を
含み、泥岩部は硬
質ではあるが一部
破砕を受け脆弱化
している部分があ
ること。③砂岩泥
岩層の走向は N10

～25 ﾟWで、東に 30～40 ﾟの流れ盤構造であること。
④リニアメント（層理・節理による）が地すべりブロ
ックを取り囲むように走っていること、があげられ
る。地すべり発生の誘因としては、①当該斜面は熊
野川が大きく屈曲する水衝部に当たり斜面の不安定
化を招いていること。②雨水が集中しやすい馬蹄形
地形であり、降雨時の地下水位上昇が発生しやすい
こと。③泥岩の破砕部が集中する地下水により、脆
弱化、粘土化し、土質強度が低下したこと、があげ
られる。 
対策工は約 43万m3の排土、6基の集水井工、及

びアンカー工 3 段等である。排土工は切土勾配 1.7

割とし、概ね浅層上部すべりに重なる形で山頂部ま
で切り取った。排土後の基盤面は、大半が中硬岩の
岩盤が露出し、その施工範囲は約 4.8haに及んでい
る。 

活動が最も激しかった浅層・中層すべりでは、初期
安全率 Fs=0.98、目標安全率 Fs=1.15とし、対策工施
工時の安全率を、排土工実施後においてそれぞれ
Fs=1.06、1.05、集水井工施工後の安全率 Fs=1.13、ア
ンカー工施工後の安全率 Fs=1.15とした。 
対策工事については、平成 17年度から平成 20年度
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図１ 事業箇所と世界遺産の位置関係 
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排土工 430,000m
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集水井 6基　　L＝217m

集水ボーリング：1基2段 120本　　L=5,685m

アンカー工：3段 223本　　L=6,548m

表１ 対策工実施数量 
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にかけて排土工を、平成 17年度から平成 19年度にか
けて集水井工を、平成 19年度から平成 21年度にかけ
てアンカー工を実施し、平成 25年度現在、全ての地す
べりブロックで目標安全率を達成している。 

 
3 景観保全の取り組み 
当該地すべり地は熊野本宮大社の境内及び熊野古道

等の世界遺産から容易に視認される場所であり、排土
により変化する景観を従前の環境に劣ることの無いよ
うに復旧する必要がある。このため平成 16年度に学識
経験者及び地元有識者から構成される「本宮地区地す
べり対策景観検討委員会」を設置し景観保全計画を策
定し、この地域本来の植生による景観の復元を目指す
こととした。 
3.1 復元の目標 
 斜面については排土後の斜面状況を勘案し、必要な
部分について基盤層を確保し自然の遷移による植生の
回復に努めることとした。小段や平坦部については植
生基盤材として表土を用いた客土を実施し、必要に応
じて播種及び稚樹の植栽に取り組むこととした。この
ように自然の再生力を活かし植生の遷移に委ね、時間
の経過とともに本来の植生（シイ・カシ類の常緑広葉
樹林）を回復させ、周辺景観との調和を図るものとし
た。 
3.2 長期的な景観保全の仕組みづくり 
 前述の手法を実施すると、将来的にシイ・カシ類を
中心とした常緑広葉樹林が形成されると考えられたが、
これらの大型の種子（ドングリ類）を形成する種は風
などで種子が飛来しないため、緑化を推進するために
は人為的に播種また稚樹を植栽することが有効とされ
た。またシイ・カシ類の樹林が形成される前段階に生
育すると考えられるヤマザクラ等についても、大型の
種子を形成するため、同様に播種または稚樹を植栽す
ることが有効とされた。 
 このような景観保全対策を長期的に実施し、中高木
による景観復元を行うには相当な時間と維持管理を要
することから、地元自治体、NPO、地域住民等に働き
かけ、多様な参加主体により緑化及び景観保全活動、
維持管理活動の推進を図る必要があった。また、大日
山を環境教育の場として活用することなどにより、地
域に根ざした活動となるような取り組みが求められた。 
 
4 紀の国アドプト支援事業の取り組み 
4.1 君が育てる熊野の森協議会の設立 
 本宮地区地すべり対策景観検討委員会で策定した景
観保全計画に基づき、小段や平坦部の 1.1haにおける
植栽を実現させるため、和歌山県では排土工が概ね進
んだ平成 18 年度に住民参加型の自然林復元モデル事
業を立ち上げた。また同年 10 月 2 日、地元住民、地
元 4小中学校児童生徒、教育関係者、専門家、和歌山
県及び田辺市で組織する「君が育てる熊野の森協議会」
が発足し、排土法面における維持管理活動の推進や環

境教育の場として利用する事等、地域に根ざした緑化
活動を実施していくこととした。このうち和歌山県の
役割としては、当協議会に対し予算の範囲内において
次の支援を行うものである。 
・事業の実施に必要な物資の提供又は貸与 
・事業実施中の事故等に備えた傷害保険への加入及び
その費用の負担 

・その他事業を支援するために必要と認められる経費
の負担 
4.2 活動実績 
協議会が発足した平成 18年度は、まず協議会で活動

内容の計画を行い、地元の 4小中学校による事業地付
近の森林における種（ドングリ）拾い、校庭での苗床
の製作、種まき、苗木の育成（写真３）を実施したほ
か、和歌山県では当地区の地すべりに関する防災教育
を行うための出前講座を行った。 

さらに平成19年 2月には各小中学校の卒業生約100

名による第 1 回卒業記念植樹（写真４）を実施し、事
業地120m2に苗木を植栽し緑の山に戻すための第一歩
が踏み出された。 

平成 19年度においても同様の取り組みを実施し、第
2回卒業記念植樹には卒業生約 120名による約 400m2

の植栽が行われた。このように毎年繰り返し取り組み
を実施すことにより景観保全対策の活動は着実に軌道
に乗り、現在約 2,740m2の植栽が完了している。 
 
5 おわりに 
世界遺産に隣接している箇所での事業実施というこ

とで、環境や景観面はもちろん、現地を訪れる観光客
も増大していることもあり、対策工法の検討や工事中
の安全対策には細心の注意を払い進めてきた。地すべ
り発生から概ね 10年が経過し、この間実施してきた地
すべり対策事業はほぼ完了の見通しとなっているが、
景観保全対策については地域の方々との協働により一
定の成果を上げているものの、対象エリアが非常に広
大であり、現行手段で実施するのみでは植栽期間があ
まりにも長期化してしまうことが懸念される。 
このため、今後は行政による植栽についても視野に

入れながらさらなる協働者を募り、景観保全対策の最
終目標である「この地域本来の植生による景観の復元」
をできるだけ早期に果たしたい。 

写真３ 苗木の育成 

写真４ 事業地への植樹 

すべり 浅層上部 浅層 中層 中層拡大 深層 深層拡大

初期安全率 0.95 0.98 0.98 0.98 0.98 1.00

目標安全率 1.15 1.15 1.15 1.15 1.10 1.10

排土工：43万ｍ
3

1.13 1.06 1.05 1.05 1.06 1.09

集水井：6基 1.21 1.13 1.13 1.15 1.10 1.12

アンカー工：3段 － 1.15 1.15 － － －

H26.3月：現状 1.23 1.17 1.19 1.18 1.13 1.12

表２ 地すべりブロックごとの安全率の推移 
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