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住民の願い
「源氏の滝を復活させたい！
！」

川中島建設株式会社 〒388-8007 長野県長野市篠ノ井布施高田955番地3 TEL（026）292-1341 FAX（026）293-2110

工法概要

自然とマッチ！ 安心・安全
施工前

完

発 生 源となる浮 石や転石の落下を抑制することを目的とし、
落石発生源に対して直接実施

成

落石予防工として期待する効果

DK ボンドモルタル

❶様々な誘引による不安定化の進行を防止
❷不安定化した岩塊を地山と一体化させる
❸不安定化した岩塊を除去し、危険性そのものを排除
❹土砂崩壊に伴う落石を防止
基

岩

不安定岩塊

基

岩

不安定岩塊

※岩接着DKボンド工法は❶❷に対して有効です。

こんなところに使えます！
景観保全地域

急崖斜面や高所

非常に不安定な巨岩

自然 石 群をそのまま接 着できるの
で、例えば景勝地や国立公園内など、
景観を崩したくない場所に。

人 力主体 の 作 業 のため、大 規模な
仮設を組 んだり大 型機械の 搬 入 が
難しい機械力が使えない場所に。

施工中に振動などの余分な外力を与
えず、仮接着による安全対策ができ
るので、尾根上の巨岩などに。

こんなときに使えます！
時間がないとき
例えば

すぐに効果を期待するとき
例えば

他の落石対策工との併用を考えるとき
例えば

緊急対策や応急処置に…

災害復旧等の予備工として…

計画（実施）対策工では対処しきれないとき…

●余分な用地買収の必要なし
●仮設工が簡易
●機械設備が軽微
●調査、設計、積算、工事を専門の技術
者が迅速に対応

●工事への着手が即座に可能
●目地工により初期の安定化が図れる
●材令7日で所定の接着強度が期待で
きる

●落石防護網や落石防護柵などとの併
用が可能

作業手順フロー図
準 備 工

4

DKボンド目地工（亀裂部）

2

仮 設 工

4ʼ

DKボンド目地工（オーバーハング部）

3

清掃並びに水洗い工

5

DKボンド注入工

1

2

親綱設置現場調査
（起工測量）

簡易索道設置、モノレール設置仮設
足場工設置など

土砂・苔等除去高圧水洗浄（エアー
清掃）風化層除去清掃
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亀裂表面の接着作業、幅の広い亀裂には石片を
用いる

オーバーハング箇所の目地作業（石積工・根固め
工）は石片を用い、モルタルと交互に積み上げる

亀裂内部の接着作業
（注入機械使用）

片 付 け

出来形検測
注入機械撤去
仮設解体

施工レポート
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前篇
大阪府交野市
「源氏の滝」修復工事

『源氏の滝』復活への
熱い想い

てくれるスポットであった。

「地元の観光資源である源氏の滝の

しかし、滝壺の上部より落石が発

魅力や価値が、このままでは半減し

大阪府交野市は、大阪と京都のほ

生してから、滝の2 0m程手前でフェン

てしまっている。どうにかして、以前

ぼ中央に位置し、西は寝屋川市、南

スによってさえぎられ、一般者立ち入

のように滝壺で子供たちも水遊びが

は四條畷市、北は枚方市に接し、約

り禁止となっていた。

できるようにしたい」という役員の方

半分が山地で占められている自然豊

2 011年、地元の交 野 市 倉 治区自

の強い想いが今回の工事の発端であ

かな地域である。中でも「交野八景」

治会役員として着任された方々が、

と呼ばれる八か所に、山や川や寺社

倉治区内を把握するために踏査して

区役員の皆様は、交野市建設課に

等の歴史的名所が点在している。そ

回った際に、源氏の滝のフェンスに気

相談され、地元に営業所を開設して

の中の一つである「源氏の滝」と呼

がついた。滝のすぐ脇から岩が崩落

いる建設コンサルタント会社へ対策法

ばれる滝が今回の施工レポートの現

し、滝壺に岩石が散乱していたことか

の設計委託をする事となった。その

場である。

ら、事故防止のために一般者の立ち

建設コンサルタント会社には、以前、

入りを禁止し、滝の手前にフェンスが

当社よりＤＫボンドﾞ工法の紹介と、

設置されていたのだ。

滝を保全した実績を説明した事があ

「源氏の滝」は 交野山(こうのさん)
という山のふもとにあり、山頂にある

る。

白旗池を源流としている滝で、高さは

「以前は、誰もが滝壺まで誰もが行

り、そのことがきっかけで、2 012年２

18ｍある。 昔、この近くに開元寺と

き来できていたはずだったのに、何

月、当社も現地に同行し、状況を確

いう寺院があったので、元寺滝と名付

故、この様な状況となってしまったの

認させていただく事となったのだ。

けられたのがその始まりだと言われて

か。
」

いる。以前より、神聖な滝として有名

以前の景観からは、あまりにも変

安全性を高めるために綿密な
現地調査

で滝業に訪れる人も多く、樹木が生

わってしまったその状況に、倉治区長

滝は、2 0 0ｍほどの遊歩道を進んだ

い茂る中で流れる滝は実に神秘的で

をはじめとした自治区役員の方々がそ

先にあった。滝壺の2 0ｍほど手前に

あり、訪れる者を神聖な気持ちにさせ

ろって驚きの表情をあらわにした。

はフェンスが設置してあり、一般者
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は近づけない措置がされている。そ

えた。その上で、後日、改めて現地

そして最後に、仮設工の設置箇所

のフェンスを開錠してさらに滝に近づ

調査を行い、詳細な報告をさせてい

として仮設ステージおよび仮設足場

くと、滝壺には直径がおよそ3 0㎝か

ただく事となった。

の設置を現地にて検討。設置箇所を

ら7 0㎝程度の岩石が無数にあった。

「岩盤の接着による安全対策はもち

計画しその寸法を測定した。又、仮

滝を正面に見た右脇の岩盤 斜面に

ろんですが、滝壺への落石を想定し

設ステージから施工箇所までの小運

は、崩落源とみられる大きくえぐれた

た広い範囲での対策も検討してくださ

搬施設として仮設簡易索道を設置す

（オーバーハング）箇所があり、更な

い。
」といった倉治区の要望を伺い、

る計画としその設置箇所も計画した。

る崩落が発生する危険性が高く、非

我々は後日、現地の調査を行った。

現地調査した結果を持ち帰りデー

常に不安定だった。その周囲にも岩

2 012年４月、現地調査は作業員が

タを基に、建設コンサルタント会社の

盤斜面がひろがり、落石の恐れがい

総勢４名によって行われた。まずは、

測量した現状の平面図上に、計画図

たる所で見てとれた。

施工対象箇所の選定のため、滝の周

を落とし込み、施工量を算出したもの

建設コンサルタント会社の担当者は

辺を踏査のうえ落石危険箇所を調べ

を建設コンサルタント会社に提出。後

「この滝は、ここ数年で落石がたびた

た。結果、滝周辺にてＡブロックから

日、他の工法との比較検討結果につ

び発生しているため、一般者が近づ

Ｇブロックまで大きく７か所もの施工

いてまとめた報告書を更に付け加えた

けないような処置をしています。そこ

対象箇所を選定した。その後に、ブ

ものを倉治区へ提出した。

で、ＤＫボンド工法で崩落対策を施

ロック毎にて施工範囲を計測し、面

していただき、景観上にも自然な仕上

積の把握を行った。作業員３名が施

がりとなれば、滝の保全につながるの

工箇所の周囲に分かれて各測点より

「これだけの大型事業ですので、調

ではと考えました。もし施工が可能で

の距離を計測し、１名が測定値を記

査結果をもとに交野市に協力を要請

あれば、倉治区に改めて説明をお願

録。施工範囲内をヘロンの公式によ

し、区民にも了承が必要です。区民

いします。
」との事だった。我々が見

り面積が算出できるよう計測を行う。

の皆さんにとっても思い入れのある

る限りでは、岩盤を接着して岩盤面

施工範囲内にて２ｍ×２ｍによる代表

源氏の滝が区の貴重な観光資源とし

全体を安定化する事は可能と判断し

箇所を抽出しその中の亀裂寸法を計

て、以前のように誰もが楽しめる場所

た。そして、倉治区への説明のため

測。ＤＫボンドモルタルの施工量の把

にしたいのです。
」という倉治区長の

同行した。

握のために調査された。

言葉を聞き、我々も提案した者として

区民の不安と期待を感じる
住民説明会

倉治区自治会への説明では、ＤＫボ

各ブロックを計測した後には、更に

ンド工法は、他の落石予防工法（ロッ

その周囲にて小崩落の予防のために

翌年2 013年９月、正式に工事が発

クネット工、ロックボルト工、吹付

丸太柵の設置を計画し、岩石が落下

注となり当社が工事を請け負う事と

工）に比べ、その仕上がりが現状の

する恐れのある箇所においてその岩

なった。

自然を極力残した状態にでき、景観

石を食い止めるべく設置箇所を選定

性において格段と有効である事を伝

しその延長を計測した。

の責任を感じるのだった。

工事受注をうけて、発注者様や関
係各位の方々のご同席の元、地鎮祭

本施工の
作業プロセス

1
4
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お問い合わせ対応
当社営業担当の小林が電話で対応し
た。

2

工法説明
DKボンド工法の特徴についてわかり
やすくご説明。

施工レポート

を開催。その際、滝の守り神にまつわ

大きさを感じる

るお話を伺い、この滝が神聖な場所

と共に、区民の

である事を知ったのだった。また、施

皆様の願いをな

工する岩盤面の一部には神様が眠っ

んとか成就でき

ている意味の梵字が掘り込まれてお

る様に、するこ

り、周辺のいたる所にも石像が祭られ

とが責務である

ているのである。我々は、非常に由緒

と改めて肝に銘

ある場所であることを再確認したので

じたのだった。

ある。

33

次号では、後

2 013年10月には、区民の皆様にお

篇として工事に

集まりいただき工事説明会を行った。

ついて開始から

「区民の中には落石が発生したこの

完成するまでの

滝の危険な状況が、本当に改善でき

レポートをお伝

るのか。又、もし改善できたとして

えする。

も、今の自然あふれる景観が損なわ
れるのではないかといった意見をお持
ちの方もいらっしゃるのが事実です。
そういった意見もある中でも、我々に
とって、滝の復活は強く願ってのこと
です。その願いを御社に託したので
す。
」という区民の方々の強い思いが
感じられる言葉をいただき、我々は、
区民の皆さんの大きな期待と役割の

3

落石危険箇所選定
現地にて落石の危険性が高い箇所を
選ぶ。

4

各ブロック施工量調査
ＤＫボンドモルタルの施工量の積算す
るための調査を行った。

5

調査報告書提出
現地調査に基づいた報告書を倉治区
に提出。
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かわけん

声

インタビュー

「発注者の
プロジェクト

DK

を聞く」

4

NO.

発注者インタビュー
設計箇所：大阪府交野市倉治「源氏の滝」
発 注 者：大阪府交野市

倉治自治区

今回は「発注者の声を聞く」と題しまして、かわけん営業マンの小林が、当社のDKボンド工法を
利用してくださった発注者さまに、施行当時のエピソードや苦労なさったこと、DKボンド工法の
効果の実感などのお話をお伺いしました。

Q
お問い合わせいただいた
1 きっかけは？

なっていました。

減ですしね。我々も幼少の頃には滝

区長 「なんでや？」と聞くと、落石

壺で水遊びした事もあり、皆の憩いの

雲川区長（ 以下区長） 我々が倉治区

があって近づくには危険な状況になっ

場であったはずだった。以前は、小さ

の役員として着任したのが、
2011年の

たため、一般の観光者には安全に見

な子供連れの方が涼みに訪れたり、

４月だったかな。その際にこの倉治区

ていただくためには、近くまで行けな

修行のためと言って滝行をされる方が

内を一度見て回る事になりました。そ

いようにという事らしいのです。

いたのに、それがあまりにも変わった

の際に、久しぶりに源氏の滝を見た時

議長

でも、大阪みどりの百選や交

状況だった事が残念でした。そこで、

にビックリしたんです。

野八景に名を連ねる名所であるにも関

なんとか以前の様に子供たちが水遊

中角議長（ 以下議長） 以前は、滝壺

わらず、フェンスでさえぎられて立入

びをする光景が戻ってこれる場所にし

の近くまで自由に行くことができてい

りが禁止というのはどうにも寂しいと

たいと思ったのが始まりですわ。

たのに、滝の手前でフェンスが設置

思ったんですよ。

してあって、滝壺まで行けないように

区長 そうそう。見た目にも魅力は半

Q
ＤＫボンド工法をどうやっ
2 て知りましたか？

今回、インタビューをさせていただいたのは…

区長

まず初めに、滝をなんとかす

るために何処に頼めば良いのかという
事を交野市に相談しました。そこで紹
介いただいた設計コンサルタント会社
に設計を委託して、提案されたのが
危険な岩を接着してしまおうという事
だった。その時やったかな。
議長 その時に、より詳しい説明をし
てもらうという事で、川中島建設さん
に来ていただいたのが最初やったね。

倉治財産区

中角
6
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議長

弘文 様

交野市倉治区長

雲川

勝己 様

Q
当社とのやりとりのなかで
3 の印象は？
区長

我々は、土木工事に関する

プロジェクト

DK

知識がないので、どういったものが良

と薦めていただいたので、それならＤ

区長

いのか分からない。その中で川中島

Ｋボンド工法でお願いしようかと。

形で終えていただいたので、良かった

建設さんに説明いただいた際には、

議長 こればっかりは、我々も素人な

です。お願いした我々も一つ責任を果

見た目にも大きな変化なく安全にする

んでね。どうなるかという思いはあり

たせたかなと思っています。

事ができると聞いて、少し光が見えた

ましたけど、お願いするしかなかった

かなという感じでした。特殊な技術

ですね。

＊＊どの様な仕上がりとなったのか？ それは次
号の施工リポートでご紹介します。＊＊

結果、区民の皆も納得のゆく

という事だったの
で、近くには施工
する職 人 が 居な
いために長 野 県
から来られるとい
うので 、最 初は
多少の不 安も感
じていました。し
かし交 野 市の建
設 課 長さん から
も「滝の補修とし
ては、他にない手
法で、本 件に一
番適している。」
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れこれ
あ
慢
信州自

〜安曇野市・大王わさび農場〜

豊かな湧き水と大自然の中でのんびり過ごせそう！
お出かけが楽しい季節となってきました。
自然豊かな信州にはお出かけにおすすめのスポットが
数多くありますが、今回は、さわやかな初夏に訪れたい
大王わさび農場をご紹介しましょう。
大王わさび農場は、北アルプスからの湧き水を利用し
た安曇野わさび田湧水群の一角にある日本最大規模の
わさび園で、大正4年、砂利ばかりの荒地の扇状地に、
毎日12万トンも畑全体から湧く豊富な湧水を利用する
わさび畑の開拓に着目し、２年の月日をかけて完成させ
ました。
園内は、東京ドームを11個分に相当する広大なわさ
び田をはじめ、故・黒澤明監督の映画「夢」のロケ地に
なった水車小屋やポプラ並木など楽しめる遊歩道があ
り、また白馬方面の山々の眺めもご覧頂けます。
名物のわさび漬けづくり体験コーナーやわさびソフト
クリームもぜひ一度、味わってみてはいかがですか？

■インフォメーション
お問い合わせ先:大王わさび農場 観光課 0263-82-2118
※最新情報は、必ず問い合わせ先へご確認ください。

DKボンド工法主要工事実績
発注者：富山県富山農林振興センター
工事名：共生保安林整備工事

発注者：北海道根室支庁
工事名：復旧治山工事

発注者：石川県奥能登土木総合事務所
工事名：道路災害防除工事
発注者：岡山県備中県民局
工事名：公共道路工事

発注者：岩手県盛岡地方振興局
工事名：予防治山工事

発注者：島根県 旭町役場
工事名：災害防除工事

発注者：埼玉県川越農林振興センター
工事名：生活安全対策工事

発注者：和歌山県東牟婁振興局
工事名：地防 第 2 号 -1

発注者：東京都西多摩建設事務所
工事名：道路防災防除工事
発注者：静岡県 伊豆市役所
工事名：観光施設整備事業
発注者：岐阜県飛騨下呂農山村整備事務所
工事名：予防治山事業工事

その他全国各地にて160件の実績

発注者：奈良県南部農林振興事務所
工事名：予防治山事業

DKボンド工法のお問い合わせ・ご相談は
川中島建設株式会社 本社

web

長野市篠ノ井布施高田955番地3

☎0120-22-1341（平日8：00〜17：00）

http://www.kawanakajima.co.jp（お問い合わせフォームがあります）

設計のお手伝い（現地調査、図面作成、施工費積算）は無料で行います。
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