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Ver.3＋ 街角勉強会 新たな制度「宅地耐震化推進制度」を活用し 

 “災害に強い街 浦安”の実現を！ 
就業人口増が期待でき豊かな財政力も持続可能  

   報告者 辻 純一郎 (法学博士：土木は素人) 美浜3丁目 

 自宅半壊の被害に遭う。発災時、自治会会長として対応に当たる 
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首都直下型地震は近い 再液状化は起こる 
今となっては残念ながら復興交付金制度は使えない → 
電柱の地下化と併せ、宅地耐震化推進事業制度を活用し

震災に強い街“浦安”を実現しよう！ 

• 電柱の地下化の工事費：1㎞ 5億円。うち、送電ケーブルなどの事業者
負担を除く土木費は3.5億円。国の宅地耐震化推進事業になれば半分は
国からでる → 自治体の負担は1.75億円 

• 美浜3丁目（420区画）の地下水位低下工法の工事費用は、尼崎の先行事
例などから2.7億～3億円程度 → 1戸当たり650万 cf.格子状 5000万！ 

• 国交省ガイダンスが勧める地下水位を3m低下させる工事を電柱の地下化
工事と同時に行えば費用削減も期待できる 

• 災害に強い街に変貌できれば人が集まり、住民税や固定資産税の増収が
見込める → 豊かな財政力の維持も可能 

• 砂の場合、間隙水が無くなるだけなので体積圧縮もなく沈下しない。下
部の軟弱な粘土層の応力が問題 → 沖積粘土層の圧密試験と実証実験 

• 開示請求により、多くの街区で地下水位低下工法の可能性！ 
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電柱の地下化 幹線道路施工へ 
次のステップ 市街地での実現を！ 

電柱の地下化＋液状化対策先進都市の実現 

J.Tsuji 2021 03/1 3 

幹線道路の電柱地下化に加え市街地にも実施を！ 

 災害に強い街 ＆ 景観が良くなる 

→ 資産価値が上がり税収増となり財政力豊かさの継続へ 
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首都直下地震の前に 先行実施を！ 
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国交省 宅地耐震化推進事業資料から 

J.Tsuji 2021 03/1 6 
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液状化対策の代表的工法 

• 地下水位が高いと（地下水位が2mよりも浅い街区で液状化発生顕著）緩い砂地
盤が地震動によって大きな揺れを繰り返し、せん断力を受け → 砂粒子の隙間
を満たす過剰間隙水圧が上昇し → 組み合っている砂粒子がバラバラになり 
→ 有効応力が低下し → 液状化が起こる 

• 候補となった対策 → ① 地下水位低下工法 or ② 格子状地中壁工法 

  ＊せん断力とは、物の内部に生じる物体をずらすような力 

 地下水位低下工法 格子状地中壁工法 

特長 地下水位低下→液状化防止

公共施設（道路）の区域だけ
でも可能。自然流下方式はメ
ンテナンスコストも少ない 

せん断力抑制→液状化防止 

圧密沈下の心配がない。メンテ
ナンスコスト不要。3.11（震度5
強）対応。首都直下地震では？ 

課題 下部の粘土層が厚いと圧密
沈下の副作用が懸念される 
→ 各データを基に計算した
結果、その懸念は殆ど無い 

コスト＆工期がかかる。格子間
隔が広いと効果なし。機械攪拌
式の実績あるも、戸建住宅地で
の実績なし。技術的課題あり 

備考 浦安を除く６市で採用 浦安市のみ強行するも頓挫！ 

7 J.Tsuji 2021 03/1 

市街地液状化対策検討の経緯 
• H.23,4 舞浜3丁目、三井・京成の協力を得て対策室設置し検討、検討結果として市に格子状工法を提言 

• H.23,7～24,2 液状化対策技術検討調査委員会（石原委員長） → 地下水位低下工法を提案 

• H.23,9/13 舞浜3丁目 市長宛に格子状地中壁工法の要望書を提出。12/18 市：明海大で市民報告会 

• H.24,1/6 東日本大震災復興交付金制度の発表 ★ 2/18 副市長の呼びかけで市民有識者との意見交換会 

• H.24,2/28 ケミカルグラウト社 東野で超小型高圧噴射施工試作機の実証実験 ★ 

• H.24,3/10 舞浜3丁目 文化会館にて格子状地中壁工法の住民説明会 ・・ NHKも取材 

• H.24,6～24,12 液状化対策実現可能性技術検討委員会（東畑委員長） 

 ＊11/7委員会後マスコミへの副市長レクチャーで「格子状工法以外にない」との発言！ 

• H.24,8～25,3 揚水式地下水位低下工法の現場実証実験 

• H.24,12～25,3 国交省 国総研にて格子状地中壁工法の遠心模型実験 

• H.25,4/2 国交省 指針公表 https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi06_hh_000009.html 

• H.25,4/22 市長調整会議 → 4/24 文化会館で住民説明会開催：格子状地中壁工法に決定との発表 

• 以後～26,3 格子状地中壁工法の全体説明会、自治会単位の説明会、個別勉強会の開催支援、☎相談窓
口の開設支援、アンケートなど  以後、自称専門家による説明会などで邁進 

• H.25,10/29 安田先生を講師に自主勉強会開催 美浜3丁目は過圧密状態にあり地下水低下工法可能性大 

• H.26,3 国交省ガイダンス公表 非液状化層は3mで良い（地下水位低下工法）→ ★見直すべき！ 

• H.26,6 ７勇士浦安市議会に情報開示と地質調査の陳情 ☆ 議会は10対9で不採択 

• H.26,7 ～ 格子状地中壁工法の調査に合意した先行５地区で地質調査を実施 

• H.27,2 ～ 事業計画案策定調査（宅地等現況調査、詳細設計、施工計画、費用算定、事業計画案の策
定）。並行し28,2 街区説明会スタート 説明は二転三転し、実現可能性に暗雲 ★ 

• H.27,2 ～ 27,12 市街地液状化対策検討委員会（東畑委員長） ・・ 格子状工法委員会 

• H.28,12 最終的に予算計上したのは弁天2丁目45戸、舞浜3丁目393戸、東野3丁目33戸 → 着工は東野3
丁目33戸のみ：平成31年3月完工 8 J.Tsuji 2021 03/1 

https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi06_hh_000009.html
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H.25,4/2（2013年） 国交省発表の 
  

宅地の液状化被害可能性判定に係る技術指針の概要 
  

地盤全体の液状化のし易さ 地表近くの液状化のし難くさ 

J.Tsuji 2021 03/1 9 

調査判定の手順 

Ⅰ）一次判定：地形データ等の
既存資料等により、二次判定の
要否を判定 

Ⅱ）二次判定：地盤調査結果に
基づき、顕著な被害の可能性を 
3 ランクで判定 

Ⅲ）三次判定：必要に応じて詳
細な調査・解析により、顕著な被
害の可能性を 3 ランクで判定 

技術指針公表（4/2）を無視し、  

委員会に諮ることなく、格子状工
法と決定（4/22）し、市民説明会
で発表（4/24） 

＊ 浦安は due process を無視 

＊ 費用対効果の視点も入れるべし 

J.Tsuji 2021 03/1 10 
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ボーリング調査毎の判定は、図Ⅳ.１の判定図等、及び表.Ⅳ.1 判定図の数
値表により、 「Ａ：顕著な被害の可能性が低い」、「Ｂ：顕著な被害の可能性
が比較的低い」、「Ｃ：顕著 な被害の可能性が高い」の３ランクで判定 
 ＊非液状化層（H1）の厚さに注目 → 工法選定の考慮要素 見直すべきだった 

J.Tsuji 2021 03/1 11 
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J.Tsuji 2021 03/1 13 

H.25,4/2発表の国交省の技術指針はスルーし、 H.25,4/24、浦
安市は市民説明会実施。個人財産は自己責任が原則とあるが・・ 

J.Tsuji 2021 03/1 14 
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浦安の地盤特性 ポンプ浚渫工法による埋立層にバラつきがある → 圧送
土砂：吐出口付近に粗い砂、遠くに細粒度が堆積。海底土砂の採掘は → 
上部沖積砂層と沖積粘土層を採掘 → 砂層と粘土層が混じった不均質な埋
立地盤  cf.千葉市も地下水位低下工法（開削でなく推進工法）で実施 
  

液状化した層は、Fs層（埋立砂層）、Fc層（上部沖積砂層）で、その深さはGL-４
～７ｍ、FL < 1.0であり液状化し易い  cf.地質学雑誌 第118巻 第7号 410～418頁 
  

埋立層の土質と被害 → 著しい被害は同じ街区でもFs層で発生 ex.美浜３丁目 
  

Gl-10～20mの粘性土層の過圧密比が問題となるが、美浜3丁目の過圧密比
は1.3～2.6 他も同程度と思われ、地盤沈下は許容範囲内と想定される 

J.Tsuji 2021 03/1 15 

 

沖積粘性土層の圧密沈下 
  

埋立完了後に設置した累計変動量の推移 浦安の埋め立て地の地盤変
動量は徐々に小さくなっていたが震災時に大きく変動・・ 
            ☟ 千葉県地質環境インフォメーションバンク資料  
  

地盤沈下で問題となるのは、地表面の絶対沈下量と家屋の傾斜角、即
ち地表面の不同沈下。圧密沈下があれば、不同沈下の可能性 →  沖
積粘性土層の圧密試験で一次判定 → 実証実験 → 可否の判定 

 

ex. U-13地点(入船)の場合 

 21年度沈下量 0.99㎝ 

 → 22年度沈下量 1.71㎝ 

 

高度成長期に地下80mからの 

地下水汲み上げで元町地区の 

地盤が大きく沈下 140㎝沈下  

地下水位低下工法はGL-３m 

であり、全く異なる ☆ 

 

 
16 J.Tsuji 2021 03/1 



2021/3/13 

9 

調べて分かったこと 

• 格子状工法との決定は委員会でなく市が格子状と決めた！ 
• ① 26年施政方針「学識経験者に委員会から液状化対策について提言を

受け格子状地中壁工法を行うことが最も適切であると判断」との虚偽
説明（委員長否定：議会でも認める）、② 5地区については90％以上の合意形
成が整い（H.26年5/1市広報誌）･･との誤解を招く説明 

• ① ②とも事実に反する。②は調査署名であって工事に合意ではない 
• 地下水位低下工法排除理由に使われた高洲実験は、学会から目的、方

法共に問題ありとの指摘 → 高洲実験は「井戸が深く地下水位をGL-7m
程度下げた実験になっているのではないか」「他市と同様、GL-３ｍで
あれば、沖積粘土層は過圧密領域内の有効上載圧の変化しかなく、浚
渫土の沈下以外は生じないので、沈下量は許容範囲に収まるのではな
いか」との指摘 cf.スライド 28,29 

• メリット／デメリットすべての情報を開示し、市民の適正な判断に資
するようすべきだった：不都合な情報開示が為されていない 

ex.「デメリット発言はいたずらに不安を煽る」と言う馬鹿な市議も 

• 復興交付金という血税を遣う以上、被災者間の公平性、費用対効果、
合意形成ではコミュニティの維持などの視点が重要だった 

• 結論ありきの住民説明会を幾ら重ねても納得を得られる訳がない！ 
  

＊ 有効上裁圧 → 地盤内のある1点において、より上位の地盤の荷重により 
  受ける圧力（全上裁圧）から、地下水による浮力を引いたもの 

17 J.Tsuji 2021 03/1 

当初のコスト比較 現実には 

 

格子状地中壁工法のコスト 

当初の見込み 700～900万
／1宅地当たり 

 → 途中で3000万・・ 

 → 現実には5000万（東野
33戸：戸建対策であってイ
ンフラ対策にならず） 
  

地下水位低下工法コスト 

☆尼崎 GL-3mの開削地下水
位低下工法を実施 

435戸の工事費 → 450万／
1宅地当たり（435戸1.9
億）。維持費40万／年 

  cf.スライド57 

★浦安でも同程度であろう 
  

☆GL-5mの揚水井戸方式：
500戸で初期費用約25億～
45億円（1宅地当たり500万
～900万）。維持費 ･･ 
4000万～5000万／年以上 

 
J.Tsuji 2021 03/1 18 
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調べれば調べるほどオカシナことが・・ 

• URやTDLは予め液状化対策済 → 被害ゼロ 三井不動産などの開発業者の不
作為責任は重大  三井不動産相手の訴訟（162戸）あるも最高裁で敗訴 

• H.25年4/2 国交省 宅地の液状化被害可能性判定に係る技術指針公表 ☆ 

• 石原委員会は地下水位低下工法を挙げるも東畑委員長に委員長が交替し、 

• H.25年4/24 市独自に唐突の格子状工法決定との発表 

• 問題ある高洲実験で地下水位低下工法を排除し、市民には「委員会提言を
受け格子状工法と決定」との虚偽説明 

• 格子状工法調査依頼書作成署名をあたかも「同工法への依頼」と喧伝 

 ＊自治会を関与させず個別勉強会世話人方式の進め方は東野や高洲地区の教訓？ 

• 「格子状ありき」その背景に何があるのか、司直による解明が望ましいが、
本来なら市議会は100条委員会で究明すべし！ 

• 市民に格子状工法の不都合な事実が知らされず ≒ accountability 不足 

• マスコミには調査報道を期待するも大本営発表を下の報道に終始 

• 学者たるもの 対応（良い忖度）は必要、しかし迎合（悪い忖度）では困る 

• 費用対効果の視点や被災者間の公平性の視点が欠けている 

• 復興交付金（血税）の無駄遣いではないのか → 会計検査院の出番 
19 J.Tsuji 2021 03/1 

国交省 宅地耐震化推進事業資料から 

J.Tsuji 2021 03/1 20 
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国交省ガイダンスが出た時点で見直すべきだった 

• ① 浦安市は地盤が液状化しないことを公共用地の性能目標（防災）と
し、上記目標を達成するには地下水位の低下はGL-5mが必要、② 高洲
実験の結果、GL-5m下げた場合の20年後の沈下予測は25㎝、③ 浦安市
は厚さ2mの盛土の下に液状化の恐れがある埋立層が6～8mありGL-3mで
は目的とする所定の液状化減災効果が得られないとして → 市独自の
判断で、地下水位低下工法を排除し格子状地中壁工法を採用と説明 

• 平成26年3月公表の国交省ガイダンスは、非液状化層が3m（GL-3m）あれ
ば、地下で液状化があっても家屋に被害は及ばない（減災）として、
地下水位低下性能の目標はGL-5mでなく、GL-3mとする（次スライド） 

• 国交省ガイダンスを受け、千葉市、潮来市をはじめ浦安市よりも軟弱
粘土層（Ac層）が厚い地盤の悪い久喜市でも、実証実験の結果、地盤
沈下は許容できる範囲として復興交付金を利用し市街地液状化対策を
実施。浦安市も並行し地下水位低下工法を検討すべきだった 

• 高洲実験は目的（浦安市GL-5m vs.国交省ガイダンスGL-3m）、方法（浦安：

揚水井戸方式 vs.ガイダンス：開削有孔管埋設工法）共に問題ありとの学会
指摘。国交省ガイダンスにも同様の指摘（cf.スライド31,32） 

 

 
J.Tsuji 2021 03/1 21 

液状化対策の考え方 国交省2014年（H.26年）ガイダンス 
   

地下水位低下工法目標 → B１、B2 
  

一方、格子状工法目標 → 非液状化層（H1）が 
5m以上ある場合（浦安）、Aが必要 
  

千葉市ほか他市は地下水位低下工法 
浦安市も地下水位低下工法なら B1、B2でOK  
  

         cf.ガイダンス P.84  

J.Tsuji 2021 03/1 22 
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地下水位低下工法の水位低下量の考え方 
 ｃｆ．H.25年4/2 国交省 宅地の液状化被害可能性判定に係る技術指針 

•不飽和層を厚くしたり、下層の有効上載圧を増加して、液状化層を無くすま
で地下水位を下げる❶ ・・ 高洲実験：浦安市：防災 

•表層の非液状化層を増して、下層が液状化しても家屋の被害が受け難い
ようにする❷ ・・ 国交省ガイダンスの考え方：他市が採用：減災 

 

J.Tsuji 2021 03/1 23 
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基礎下の非液状化層が薄い
ので支持力不足ですぐ沈下
するか、液状化層から絞り
出された間隙水が上昇し支
持力不足になって沈下する。

液状化層から絞り出された
間隙水の上昇と、地割れか
らの噴水が基礎下に達する
ことにより、支持力不足に
なって沈下するか、しないか
分かれる。

液状化層から絞り出された
間隙水の上昇と地割れか
らの噴水とも基礎下付近ま
で達せず、支持力は残った
ままで沈下しない。噴水も
地表に達しない。
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見直しの2回目のチャンス：7勇士の陳情 

• H.26,5/15 市議会長老深作氏を訪問し請願の相談 

• 格子状工法に難色を示す街区の存在 → 美浜3丁目の調査結果を踏
まえ、国交省ガイダンスの推奨する地下水位低下工法の可能性があ
る街区は、地下水位低下工法の可否を判断する最初のステップ ①
沖積粘土層の圧密試験をして欲しい。加えて、②液状化問題にかか
る不都合な情報を含め開示して欲しいの2点の請願をすべく相談 

• 請願には紹介議員が必要なので紹介議員になって欲しいと要請 → 
「こんな大事なことは与党に先ず相談がある。市長に伝わっていな
いのでないか」との感想を述べられ、紹介議員は、被災者である西
川市議が良いと言われ、翌日、７勇士で西川市議に相談 

• 紹介議員を断られ、請願は困るとのことだったので陳情に切り替え 

• 参考人陳述を希望し、秋葉議会運営委員長に相談するも、前例がな
いとの理由で実現せず 

• 都市経済委員会傍聴メモ（スライド34）を付記し市議に“幻に終わっ
た参考人陳述書”を送付（辻田市議にはメール届かず） 

 

 

 

J.Tsuji 2021 03/1 24 
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圧密沈下を予測するための予備試験 

• 水で飽和した粘土やシルトが水を失って体積を減少させる現象を圧
密といい、圧密によって地盤が沈下することを圧密沈下という 

• 建物が一方向に斜めに傾く沈下を不同沈下という 

• 飽和した粘性土は、透水性が低いため水の排出に時間がかかり圧縮
はゆっくり進行する cf.圧密沈下促進に使うのがタフネルドレーンなど
のドレーン剤（埋立の際、当初はサンドドレーンを使った） 

• 美浜3丁目は、沖積粘土層が過圧密状態（すでに過去に何か応力が加
わっている状態）にあり、国交省ガイダンスが薦める地下水位をGL-
3m程度下げるだけであれば、地盤は過去に加わっていた応力範囲
（過圧密領域）にあり、沈下はしない 

• 沖積粘土層の圧密試験をすれば、過圧密領域にあるかどうかで地下
水位低下工法の可否の第一次判定ができる 

• 地下水位低下工法では最初に沖積粘土層の圧密試験を公園等で実証
実験 → 不同沈下等のリスクの判定 → 許容範囲となれば施工へ 

• ７勇士の陳情は、先ず圧密試験のデータが必要。やったのであれば
開示して欲しい。未だであれば実施して欲しい、というもの 

• 深作市議も説明に納得され、西川市議を紹介頂いたのですが・・ 

 

 

 

 

J.Tsuji 2021 03/1 25 

西川市議の反対討論要旨 西川市議ブログから 

• 高洲実験の結果、地下水位低下工法の場合、GL-5mとしないと所定
の効果が発揮されない、高洲実験ではGL-5m下げた場合、地盤沈下
が発生し長期予測では5年で18cm 20年で22cm 

• 市としては地盤沈下リスクがあり地下水位低下工法は推奨しないこ
ととした。☞ 市独自に格子状工法と決めた（委員会提言にあらず！）。
他市は、委員会指導の下、実証実験を実施。浦安市は大成建設に随意契約
にて揚水井戸による実験。千葉市は委員会指導の下、随意契約で実施 

• 潮来市は液状化の恐れがある地盤が地表から5m程度と浅く10m～12m
ある本市とは地盤特性が異なる 千葉市も同じ浚渫土ですが・・ 

• 過去に行った圧密試験を含む110箇所余りの公共施設の地質調査結
果を基礎資料とし、これに震災後に実施した23か所の地質調査と併
せ、市の地盤特性を把握している。浦安のような均一な沖積粘性地
盤であれば、過去の調査結果で十分対応可能 → 情報を開示すべし 

• 陳情賛成議員：岡本市議ほか8名、反対市議：宮坂市議ほか9名 

• 圧密試験のデータがあるのなら出さないと話にならないでしょう！ 

J.Tsuji 2021 03/1 26 
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西川市議反対討論にある圧密試験は 高洲？ 

• すべての被災街区の圧密試験を実施すべきだった → タウンハウス
街区も地下水位低下工法なら可能性も 

• 浦安市のHPでみることができるのは、2013年「止水壁を伴う地下水
位低下工法実証実験に係る現場実証実験によるデータ取得及び解析
検討調査概要」。圧密試験の用語は、同結果報告の３.解析の妥当
性の評価のうち「浸透流解析及び圧密解析の実測値」のみ。概要な
ので「過圧密状態」や「正常圧密状態」などのことばは出てこない 
→ 圧密試験を実施したは高洲だけ？ 23箇所とはどこなのか？ 

• しかも「Gl-3mでは圧密沈下なし」と読めるのでは → そこで大成
建設の論文を探して読んでみました（次スライド）  

• 石原委員会は地下水位低下工法を挙げる。市は一部議員に報告？ 

• 浦安の格子状工法発表前に国交省指針の発表（スライド9～13） 

• せめて格子状工法が難航している街区だけでも圧密試験を実施し、
過圧密状態にある街区は、地下水低下による圧密沈下のリスクは限
りなくゼロなので、地下水位低下工法に切り替えるべきだった 

• 最初から最後までなぜ“格子状ありき”だったのか、その理由は何
だったのか 

J.Tsuji 2021 03/1 27 

土木学会第68回年次学術講演会(平成25年9月) 浦安市地下水位低下工
法実証実験及び事前解析検討について（その 3：事前圧密解析） 

  

大成建設(株)  正会員 ○小松本 奈央美 正会員 千野 和彦 正会員 宇野 浩樹 
 浦安市 正会員 石井 一郎 秋本 巧 平舘 亮一 

J.Tsuji 2021 03/1 28 
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高洲実験のデータ 国交省ガイダンスの指摘を踏まえ、よくみると実際は ☝ では？ 
有効応力（外力と釣り合う普通の応力）全応力＝有効応力＋間隙水圧（飽和土中の水圧） 
  

備考：６都市での実証実験の結果分かったこと：軟弱な粘性土といえども少し過圧
密になっていること、地下水位低下に伴う有効上載圧の増加は深さ方向に一様でな
く深い所ほど小さくなること、そして、これらにより地盤の沈下量は事前の推定値
に比べて小さくなること、などが明らかになった → GL-3m採用の根拠 

J.Tsuji 2021 03/1 29 

国交省ガイダンスの高洲実験の問題点を示唆する記述 ① 
 国交省ガイダンス 地下水位低下工法 P115 

４．地下水位低下の実証実験方法  

 市街地液状化対策事業において地下水位を低下することを検討するた
め、いくつかの地域で地下水位低下の実証実験が行われており、以下の2
種類の方法がある  

＜開削排水管方式＞：深さ4m程度の溝を掘り、そこに有孔管を入れて地
下水位を低下させる・・千葉市は Ver.2の推進工法により施行 

＜井戸方式＞：井戸を掘り、地下水を汲み上げて地下水位を低下させる 

これらのうち、開削排水管方式は液状化層だけを対象にしており、尼崎
や柏崎で行われた工事と同じ方法になる。したがって実験結果そのもの
から地盤の沈下量や地下水の排水量が分かることになる 

これに対し、井戸方式の場合には井戸の深さに留意する必要がある 

液状化対象層より深くまで地下水を汲み上げると間隙水圧の分布が実工
事と異なってくる可能性がある  

  cf.高洲実験では18mの井戸を掘り、7mから汲み上げ？ 

 
J.Tsuji 2021 03/1 30 
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国交省ガイダンスの高洲実験の問題点を示唆する記述 ② 
 国交省ガイダンス 地下水位低下工法 P115～116 

図5-9に浅い所と深い所に井戸を設置した場合の水圧および有効上載圧の増加
量の違いの模式図を示す。ここではAs層に地下水が流れている場合を想定して
いる。図5-9(b) のように地下水位を下げる深さより深い位置に井戸を設置す
ると、有効上載圧の増加量が大きく、地下水位を同じ値だけ下げたといえども
地盤の沈下量を過大に見積もる可能性があるので注意が必要と考えられる 

 

J.Tsuji 2021 03/1 31 

高洲実験は地下水位低下工法排除理由に使えない 

• 市の説明 → 液状化被害が発生した地盤構造は、砂層の下部に軟弱な沖
積粘土層が厚く堆積し、このため、地下水位低下工法では有効応力の増
加により、沖積粘土層で圧密沈下が発生するので格子状工法と市が決め
た（旧来の知見？） ☞ これは、沖積粘土層の圧密試験で確認できる 

• 情報公開により得た圧密試験データを見ると多くの街区で過圧密状態 → 
復興交付金を使った地下水位低下工法の実施が可能であった 

• 地下水位の低下量（GL-5m or 3m）によって圧密沈下が生じるか否かは変
わってくる  cf. ６市での実証実験で証明 

• 過去から加わっていた応力範囲内（過圧密状態）であれば沈下しない（美浜
3丁目の沖積粘土層は既に過圧密状態にある） 

• 美浜3丁目のボーリングデータ、高洲実験の圧密試験を下に専門家に調べ
て頂いた結果、国交省ガイダンス提示もGL-3mの地下水位低下工法なら沈
下リスクは限りなくゼロとの報告 ・・ その後、情報公開請求でも確認 

• 埋め立ての経緯から他に同様な街区の可能性も → 宅地での圧密沈下試
験を実施すべし（H.26年6月度市議会に陳情）☞ コストの安い地下水位低下工
法が可能な街区がある 

• 石原委員会報告書が出た後、平成26年3月、国交省ガイダンス発表。液状
化対策の見解が変わる（液状化させない → 家屋への被害防止：防災 → 
減災：地下で液状化があっても良い） 

• 下水道工事ではGL-5m下げるも地盤沈下の報告なし 

 
32 J.Tsuji 2021 03/1 
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 ちなみに 市内各地で下水道工事が行われた 
 下水管基底部は GL-4.2m に埋設 
 このため地下水位を GL-5m 下げての工事でした 
 地盤沈下の報告は1か所も聞いていません ・・・   

☆ 鋼矢板で囲ったとはいえ GL-5mでも地盤沈下の報告なし 

33 J.Tsuji 2021 03/1 

2014年6月度市議会「都市経済常任委員会」での石井副市長、
醍醐室長の答弁を聞いて市議に送った際の私のコメント 

• 現場実証実験（高洲）に関連して学会に出された論文を見ると沖積粘土層が過圧密状
態（既に過去に何かの応力が加わっている状態）にあります 

• また、高洲の実験結果によりますと、地下水位を低下させた場合に浅い部分しか水圧
は低下せず。深い所では低下していません 

• 過去に加わっていた応力範囲内（過圧密領域）であれば沈下はしません（これは専門
家の常識です）。美浜のボーリングデータを下に専門家に調べて頂いた結果、沖積粘
性土が過圧密になっていることと、深い所では水圧が低下しないことを考慮すると、
地下水位低下量3mでは沈下のリスクは限りなくゼロとの計算でした 

• シミュレーション上の沈下量が、尼崎の事例などから現実には一桁小さいことが知ら
れていましたが、最新の研究ではその理由が明らかになりつつあります。この意味で
も現場での実証実験は不可欠と言えます 

• 浦安では、道路に暗渠を掘り地下水位を3m下げる実証実験は行われていません 

• 美浜以外の地区でも過圧密状態にあると考えられ、宅地で試料を採取し圧密試験をす
べきです。なお、高洲実験の資料を下に地表から3m程度地下水位を下げた場合の最終
沈下量は3.6㎝程度なります（5mの場合5年間で18㎝との記述から計算） 

• 醍醐室長から、市内23か所のボーリング調査に加え、113か所のデータ、民間から任意
提供80か所のデータがあり、それを参考にしたとのことでした。沖積粘土層の圧密試
験は為されているのでしょうか。圧縮指数や過圧密比のデータはどのようなもので
しょうか。公開すべきです → cf.西川市議は反対討論(スライド26) 

 
J.Tsuji 2021 03/1 34 



2021/3/13 

18 

情報公開請求により驚くべき事実が！ 
• 2019年12月度市議会での一般質問に際し、折本龍則市議が情報公

開請求により得た資料で、案の定、美浜3丁目は過圧密比が1.3～2.6
と大きく、他市が実施した「地下水位を3m低下させる地下水位低下」工
法が実現できる事実が判明 

• 格子状地中壁工法同意地区のうち、 OYO Corporationにより、美浜３
丁目（1-8、10-14街区）、今川2丁目（13-15街区）、今川3丁目（13街
区）、弁天2丁目（25-31街区）、舞浜3丁目（全街区）で沖積粘土層の圧
密試験を実施 → 埋立の経緯から、美浜3丁目と同様な街区は多いと思
われる。最終的は街区での実証実験を経てGoサイン 

• 沖積粘土層の圧密試験は、地下水位低下工法により地盤沈下があるか
どうか、予め予測するための試験。過圧密状態（過去に加わった応力範囲
内）であれば、沈下は殆どないので、街区公園などで実証実験を行い、
沈下量が許容範囲内であれば最終的にGoサインとなる 

• 本来、圧密試験は格子状工法施工には不必要な試験 

• 試験結果が地下水位低下工法に不利であれば、喜んで公表したであろうが、
不利な結果だったため、情報公開請求をしないと見れない状態 

• この事実は、松崎前市長や市街地液状化対策検討委員会（東畑委員長）に
報告されているのか 

 J.Tsuji 2021 03/1 35 

国交省ガイダンス 

地下水位低下工法 圧密試験必要 格子状地中壁工法 圧密試験求めていない 

J.Tsuji 2021 03/1 36 
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浦安では地下水位低下工法はできない 
という嘘・呪縛 真相はこうだ！ 

• H.26年 格子状工法予定地区の地盤調査の際に圧密試験を実施 

• 格子状工法の場合、本来は不要な調査 → 復興交付金の無駄遣い 

• 調査の真の意図は何だったのか。勘ぐれば、過圧密状態にないこと
を期待し調査したものの、美浜3丁目を含め、舞浜、弁天、入船、、
富岡、東野の一部など多くの街区が過圧密状態の可能性 

• 国交省ガイダンスが勧める地下水位低下工法が可能だった！  

• 7勇士陳情の「地下水位低下工法」の排除理由に使えない → だか
ら非公開にしたのでは？ 税金を遣った以上、公開すべし。情報公
開法を使った開示請求をしないと調査結果は見れないとは！  

• 公開されていれば、合意形成に伴う住民間の軋轢の防止やアパート
など工法の制約上、格子状工法が無理は街区も復興交付金を活用し
た市街地液状化対策は可能だった → トップの不作為責任は重大！ 
見抜けなかった議会の責任も 

• 行政の無謬性に拘った？ それとも別の事由？ 

• 眠れる市民も覚醒すべき。マスコミも調査報道をすべき！ 

 

 J.Tsuji 2021 03/1 37 

H.24年2月 副市長意見交換会で舞浜3丁目A氏（国交省OB）から出された  

 地下水位低下工法への懸念とその後の新しい知見 

• 当初の市の方針 → 液状化防止効果や地下水の低下による地盤沈下の問題、ポンプ
施設や止水壁の設置など技術的な課題や維持管理コスト・施設更新コストの検討な
どが必要。委員会から提案のあった地下水位低下工法、格子状地中壁工法、その他
の工法を含め、実現の可能性を調査し、その結果を踏まえ、事業に伴う費用負担に
ついて住民と地域住民と意見交換を行い、事業の実施について慎重に判断する、と
し、東畑委員長に変わり、以後、格子状に慎重な声あるも聴く耳なし 

• 意見交換会で、舞浜3丁目のA氏（国交省OB → 前田建設常任顧問）が下記①～③を
懸念したことも格子状工法へ傾斜の大きな要因？ ①～③はその後の知見で払拭 

 ① 液状化対策効果が実証されているか 

→ 尼崎市の先行事例もあり、国交省ガイダンスは木造家屋二階建て程度であれば、
GL-3mの非液状化層を確保すれば一定の効果ありとする（国交省ガイダンスはGL-５mを
求めていない）。学会は、高洲実験は目的・方法共に問題ありと指摘 

 ６市は実証実験の結果、計算と異なり沈下量は許容できるとして工事着工 

 ② 今後の維持管理、更新費用をどうするか 

→ 尼崎の先行事例 ・・ メンテ費用は13.7haで年100万以下（例年40万ほど） 

→ 美浜３丁目のTPは４m 干満の差を利用すれば自然流下方式が可能  

 ③ 地盤沈下のリスクをどうするか 

→ 尼崎の先行事例：想定沈下量の10～20分の1以下、無視してよいレベル 

 6市の実証実験では「許容できる沈下に収まる」・・沈下量は格子状工法と同程度 

38 J.Tsuji 2021 03/1 
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目を覚まそう！ 

• 2019年12月、折本市議の情報公開請求により、市内の多くの
街区で地下水位低下工法が可能ということが判明 

• 皆の力で電柱の地下化とセットで地下水位低下工法による市
街地液状化対策を実現しよう！ 

• 道路を開削し有孔管を通すだけなので地元業者でも施工でき、
費用も安価。潮来市に倣えば民の負担はゼロ 

• 格子状地中壁工法は、技術的問題のみならず、費用対効果の
視点ゼロ。しかも大事なコミュニティを壊す提案であった 

• 街区100％の合意が必要な格子状工法に拘るあまり、無理に進
めた結果、大事なコミュニティは崩壊状態に 

• 市長主導の下、超高齢化社会の到来を踏まえ、自治会の役割
を防災＆福祉コミュニティの担い手へとのシフトが必要 

• 目も覚まそう！ 今こそ、市民は覚醒するとき 
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2021,2/24 主催 (財)地盤工学会 
  

大日本大震災で被災した宅地の復興に関するフォーラム 
千葉市発表資料から 
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2021,2/24 主催 (財)地盤工学会 
  

大日本大震災で被災した宅地の復興に関するフォーラム 
千葉市発表資料から 
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地下水位低下工法を前に検討されたこと 
  ① 低下量の設定方法 

  ➁ 低下方法 

  ③ 低下のための排水管や浅井戸の設置間隔 

  ④ 低下に伴う地盤の沈下量の推定方法 

  ⑤ 稼働中の排水量と維持管理法 

  これらに課題について、実証実験や解析により検討が行われた 

 2列で家屋が並んでいる住宅地で、約40m離れた両側の道路下だけに排
水管を設置するだけで、宅地内の地下水位が下がることが確かめられ、実施
に踏み切る重要なデータになった（安田進「東日本大震災における市街地の液状化被害
と復興」地盤工学会誌2021年3月号） 
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2021,2/24 主催 (財)地盤工学会 
  

大日本大震災で被災した宅地の復興に関するフォーラム 
千葉市発表資料から 
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2021,2/24 主催 (財)地盤工学会 
  

大日本大震災で被災した宅地の復興に関するフォーラム 
千葉市発表資料から 
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2021,2/24 主催 (財)地盤工学会 
  

大日本大震災で被災した宅地の復興に関するフォーラム 
千葉市発表資料から 
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2021,2/24 主催 (財)地盤工学会 
  

大日本大震災で被災した宅地の復興に関するフォーラム 
千葉市発表資料から 
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2021,2/24 主催 (財)地盤工学会 
  

大日本大震災で被災した宅地の復興に関するフォーラム 
千葉市発表資料から 

  

工事費 千葉県美浜区 720戸 54億円 1戸730万円 
ｃｆ．浦安市東野 33戸 16.6億円 1戸5000万 インフラ対策期待できず 
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埋立地が液状化することは分かっていた → URや東京ディズニーリ
ゾートは対策していた → 対策済の箇所は被害は無かった 

 下図は復興計画検討委員会（H.23,12/27明海大） 安田教授報告より 
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なぜ頓挫したのか 失敗学の視点から 
• 大本営発表を信じ“先入観（地下水位低下工法は許容できない地盤沈

下） ”＆ 皆が失敗学でいう“気”に囲まれている状態だった 

• 背景に“過度な同調圧力”と“人に迷惑をかけたくない気質”も 

• Obligation to dissent（異論を述べる義務）はなぜできないか → 皆
がある種の考え方に囲まれるとそれにさえ気づかない。自分の判断も
影響を受け、ある方向に曲がってゆく 

• 気づくのは外から冷静に見ている人 or 正義感が強く、且つ見識に裏
打ちされた自分の基準がずれない人 

• 気づいても、多くの場合、組織があり職制があり黙っている／言えな
いと思って黙っている（諦めている）。後で「実はあのときは」という 

• なぜ言えないか → 先輩が決めたことは後の人は変えられない。上司
が責任を取らされる状況を自分は作りたくないなど  

• 失敗学からの教訓 → トップほど組織は必ずそのような方向にゆくもの
だと組織の宿命を知り、タブーを無くした議論を行い、組織を運営する必
要あり → トップは側近に諫臣、devil‘s advocate（悪魔の代弁者） を
置く。周りが奸臣ばかりだと知らぬ間に裸の王様になるとの自覚が必要 

• 次々と不祥事報道が続く（膿を出し切れない）のも同じ状況 

 ex. 日本ボクシング協会、日本レスリング協会 、レオパレス事件など 
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発災時、特筆すべき活動をしたのが舞浜3丁目 
 舞浜3丁目自治会震災対策特別プロジェクトチーム（M3）23年度活動報告から 

• 震災翌日から自治会内に震災対策本部を設置し対応に当たる 

• 復興への取り組み：市長宛、H.23年4/26 首都直下地震にも耐え得る
地震対策を備えた本格的な復興策を示すよう要望書提出 

• 三井＆京成不動産に対し、街の再建、住宅の再建・復興に専門家とし
ての立場からの教示／支援の要望 

• 三井＆京成、対応部署設置。調査研究費（2000万？）を負担し、舞浜3
丁目をモデル地区にボーリングを含む広範な地質調査実施 

• 三井不動産、M3提供の地質データと合わせて舞浜3丁目地区の3次元地
盤モデルを構築。これを下にコンピュータ・シミレーションを実施 

→ 道路と宅地を一体化した格子状液状化抑止工法を実施すれば、長
周期振動の東関東大震災、短周期振動の直下型東京湾北部地震の場合
でも、ほぼ液状化を防止できるとの結果が得られたとの報告 

• 上記を受け、H.23年9/13 市長宛、格子状地中壁工法の要望書提出 

• その後、宅地間の狭い場所での施工に向け超小型施工機を試作 
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舞浜3丁目の活動 格子状着工、中止へ 

• H.23年4/3 第１回住民説明会開催800名参加（元五洋建設副社長T氏より格子状工
法の提案）。同日1年限定の震災復興特別プロジェクトチーム（M3）発足。チー
ムリーダーに自治会会長I氏 

• H24年5月、自治会内に震災復興特別委員会設置。初代委員長はチームM3リーダー
I氏。この年、旭市との交流、潮来市の地下水位低下工法実証実験視察など 

• H.25年、I氏から委員長にT氏：港湾土木の専門家、副委員長国交省OB：前田建設
常務理事A氏に。H.28末？ 格子状工法に暗雲・・ → H.30年12月解散 

• その後、格子状工法は竹中・前田のJVが受注 舞浜3丁目で工事開始   
 

2011,4/10 日経新聞電子版 
 軟弱地盤。GL ｰ10mに硬い層あるも 
 再びN1～3の層が深く続く・・ 
   （京大田村修准教授3/25報告） ☞ 

         cf. スライド15 

 何とかしなくては！の気持ちが強く 
 地下水位低下工法への懸念もあり  
 格子状工法以外に選択肢なし？ 
 

 舞浜3丁目のケース 
 液状化した層は 
 地下6.15m～8.85mの間（平論文） 
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事前調査が不十分？ TDL工事でも圧密沈下促進のためタフネルドレーン
を使用（cf. 上澤昇「魔法の王国」設立・運営30年）・・ 三井相手の原告側提出資料 

機械攪拌工法の際、タフネルドレーンに遭遇したハズ ・・ 
＊M３の調査の際、異物に遭遇。市に問い合わせると「漁網」との回答 
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前市長、功績大、なぜ格子状に拘ったのか？ 

• 下水道の復旧工事は、東京都の応援で下水道の被災状況をTVカメラで撮影 
→ 復興交付金を使って復旧工事 ・・ 前市長の大きな功績 cf.千葉市 

• 発災時の対応は絶賛に値する。一方で「格子状工法は絵に描いた餅」発言 

• 尽きぬ疑問 格子状地中壁工法は舞浜3丁目対策ではなかったのか ・・ 

• 東畑委員会最終報告後（H.24年11/7）の記者レクチャーの際の副市長「格
子状工法以外に選択肢なし」発言・・初めから格子状地中壁工法ありき 

• T氏の地下水位低下工法反対理由を憶測すると → 舞浜地区の地盤が悪い
こと（N値1～3が深部まで：スライド52）を知り、港湾土木で実績のある格子
状工法が頭に浮かび → 格子状工法が第一選択との思いから、住民負担や
コストの安い地下水位低下工法が可能な街区ありとなると、宅地への施工
が必要かつ施工費が嵩む格子状工法の阻害要因になると懸念したのでは？ 

• ７勇士が平成26年6月議会に① 沖積粘土層の圧密試験の実施、② 液状化
にかかるすべての情報開示を求め陳情。このとき、見直していたら、美浜
3丁目のみならず、集合住宅がある街区を含め、多くの街区で復興交付金
を使った市街地液状化対策は実現していたのではないか 

• 議会採決を前に市長より「地下水位低下工法は絶対にやらない」発言も 
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 格子状地中壁工法が着工できたのは東野3丁目33戸のみ 

 659戸中33戸の対策では宅地の液状化対策であっても本来の目的：街区のインフ

ラ対策（上下水道の液状化対策）にほど遠い・・本来の復興交付金交付目的に逸
脱しないのか。復興交付金適用条件の拡大解釈、手段と目的の取り違え 33戸の
液状化対策に16億6561万の血税投入（1宅地当たり5000万！） 
 35戸中2戸は不同意。当初予算から2億膨らむも追加予算は業者の言いなり？ 
 一歩間違えば家が傾く想像以上の難工事だったが無事完工 
 舞浜3丁目は途中で断念（1宅地当たり5800万！とも） 
H.25年4/24の説明会では「個人財産である宅地の液状化対策は所有者の判断と責
任で適切に対応して頂くのが原則」と説明 cf.スライド14 
     

 性能を担保する出来形管理はきちんと為されたのか？ 

 写真は2018年8/15の状況 
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格子状工法決定発表直前
の記事 → 

宅地での格子状工法を可能とする超
小型機械を開発 

→ 東野で１ｍの空間で施工できる
かの実証実験を実施 

セメントミルク注入の際、地盤隆起
が起き、プレハブが傾くというハプ
ニング ★ 

石井副市長も目撃との情報 

このハプニングが一部下請けが逃げ
る原因に？ 

 

cｆ． M3 説明会 提言書・要望書 

→ maihama3c.lolipop.jp/wp-
content/.../「提言書保存
版）」.pdf 
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地下水位低下工法の先行事例 尼崎の場合 
 H.25年 地盤工学会関東支部研究発表会諏訪氏資料から 
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美浜三丁目自主勉強会の開催 
• 格子状合意形成が困難な状況に鑑み、並行し他に方法が無いかを検討 

→ 東京電機大学のご協力により、元自治会役員仲間を中心に、H.25年8月、2
週間かけ30ヵ所で地下水位調査を実施 → 地下水位低下工法可能との結果 

• 並行し、H.25年10/5 市の担当者から格子状地中壁工法街区説明会の開催 

• 美浜地区調査結果の報告会を兼ね、東京電機大の安田先生をお招きし、
H.25年、10/29自主勉強会を実施（先生も気を遣われたのか遅れて到着） 

• 美浜三丁目は過圧密状態にあり、地下水位を３ｍ下げる地下水位低下工法
が可能であり、圧密沈下のリスクも無い ・・ 情報公開請求で確認 

• 費用も全体（420世帯）で格子状工法の10～20分の1のコスト、自然流下方
式が取れそうなのでメンテナンスフィも僅か ということが分かった 

• 勉強会に参加できなかった方々より、再度の勉強会開催の要望があり、そ
の後、新浦安駅前WAVE101 にて、浦安創生ネット主催で勉強会開催  

＊ 国交省は、地下水位を1m下げれば60％の減災効果、 

  2m下げれば80％の減災効果ありとして、H. 25年1月、3m下げる工法を提示 

＊ 6都市で実証実験が行われ、想定よりも地盤沈下が少ないことが判明（H.27年10月） 

  → 浦安よりも更に軟弱粘土層（Ac層）が厚い久喜市でも実証実験の結果を踏まえ、 

  「沈下量は許容できる」として、地下水位低下工法に着工 

＊以下スライド60～63は美浜勉強会での安田先生資料から 
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・上図は地下水位(GL)である。1～15番地ではTPコンター図同様、中心部が地下
水位が高くなっており、境川に向かうにつれて徐々に低くなっている傾向を示
している 
・16～33番地では、北西側で地下水位が浅くなっており、中心部で少し高く
なっているが、南東方向に向かうにつれ、徐々に高くなる傾向を示した 
・下水道工事を行っている付近の地下水位は、低い傾向を示している 

地下水位
GL(m) 

  
 

1～15番地

16～33番地

b) 地表からの深度で表示した地下水面 
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（4）地下水位と被害程度の関係図 

図1.美浜3丁目の地下水位と
家屋被害程度の関係図 -3-2-10

0

5
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15

大規模
　半壊

半壊

一部損壊

無被害

被害程度
Ave. -1.78m

Ave. -1.42m

Ave. -1.43m

Ave. -1.52m

地下水位(GL.-m)

地下水位と建物被害の関係は、地下水位が浅いほど液状化しやすくなり、被害程
度は大きくなると考えられる。無被害・一部損壊・半壊に関しては、その傾向が
見てとれる。しかし、大規模半壊だった地下水位の平均は、GL-1.78mと深い結果
となった。大規模半壊のお宅の内、調査地点24,26,28は地下水位が深い割に家屋
の被害が拡大している。これは、河川近傍の潮位変動により地下水位も変動して
いるのではないかと考えられる 
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試算結果 

GL-3m,-4.m程度まで地下水位を低下しただけではAc層で増加する有効

上載圧は先行圧密応力以下であり圧密は生じない結果となる。ただし，
詳細な検討をするには検討地区で地盤調査・試験を行う必要がある。 

間隙水圧の深度分布 
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深
度
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)

地下水位低下前
GL-3mに低下
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GL-3mに低下（水位平行）
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有効上載圧・先行圧密応力
の深度分布 
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美浜3丁目における地下水位低下方法の一案 

低下前地
下水位 満潮 

干潮 弁 

  
 

測定した地下水位 

宅盤面（地表面） 

地下水
位低下 

排水パイプによる自然流下方式（境川が干
潮時に放流） 
干潮時はTP-1mと仮定 
測定した地下水面に凹凸があるのは下水道
工事の影響も考えられる 

A A’ 

A 

A’ 
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  首都直下型地震では各所で交通遮断も 
  

工学的発想：橋が地震で落ちるのは困る → 丈夫な橋を作ろうとなる 
前提条件を超えた地震があれば必ず壊れる。ある程度壊れた時にどうする
かの危機管理対応が重要。設計の基準は、関東大震災の時の東大地震計で
取れた波；震度６弱～中より強い地震は考えていない（村上処直先生） 
格子状地中壁は施工後撤去不能、本当に問題ないのか 震度５強まで？ 
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平成29年11月、熊本地震の被害を見てきました 
平成31年10月、胆振地震の被害を見てきました 

  

埋立地では再液状化は必然 → 再液状化減災対策は必須！ 

 熊本地震 東京電機大安田教授撮影（左） 
  

     ☟ 胆振地震札幌市清田区里塚 Yahoo画像から引用（右） 

                  ☟ 
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安全の２大原則 

• 安全の2大原則 
 原則１：大規模なものほどその発生確率は小さい 

  原則２：原因を除去しない限り、いつかは、そのリスクは顕在化する  

• 災害は忘れた頃にやってくる 

• インフラが止まれば生活に大きな支障！ 

• 首都直下地震後では国の補助金は期待できない 

 

浦安市復興交付金事業 → 6事業  
事業費の総額 109億円 うち、復興交付金 65億円 

都市防災推進事業（市街地液状化対策事業） 【基幹事業】 液状化被害の発生を
抑制するため、戸建住宅１地区（計33宅地）において、格子状地 盤改良工法によ
る道路等の公共施設と隣接する宅地との一体的な液状化対策を実施：平成24年
度～令和元年度 3,953 百万円 (2,681百万円） 
  

総合評価（自己評価）  
市街地液状化対策事業については、事業完了区域が１地区に限られる結果となっ 
たが、勉強会や説明会、合意形成等のプロセスでは、市と住民との真摯なやり取り
を通じて、信頼関係の構築が認められ、また、家屋が立ち並ぶ既存市街地での特殊
な工事であっ たことなどを考慮すると、当該事業は地震災害の多い我が国におけ
る既成市街地の液状化対策の取り組みにあたっての貴重な行政財産であり、先進
的な好事例であったと考える。 浦安市としては、今後も市民との信頼関係を礎に、
液状化対策の検討や取り組みを進め ていくことが期待される・・ 
  

復興交付金の流用や無駄遣いは全国的問題 ・・ 一部はシロアリの食い物に 
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御清聴ありがとうございました 

台湾公共TVが神栖市や千葉市、浦安市など取材。浦安の模様は2分後くらいか
ら千葉市の地下水位低下工法（開削工法＆推進工法）の模様もご覧頂けます 

Adminさんのブログ“浦安市中町人液状化対策”でご覧頂けます 
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FAQ 石原委員会では、浦安では非液状化層は3mで
はだめで5mが必要と言っていたのではないか 

• 確かに「市街地液状化対策実現可能性検討調査報告書3-125頁」は
「GL-3.0m（-4.0mも）は、FL値が1.0以下になるから液状化する」とし
て、GL-3.0mをNGと判定しています。一方、国交省ガイダンス（の考え
方）は「GL3m以上の厚さの非液状化層があれば、木造２階建て家屋程
度なら沈下しにくく、傾斜も起こりにくい」としています。つまり
「液状化する ＝ NG」という単純な考え方ではありません 

• 当時の委員会でも異論もでており、しっかりした議論をする時間が不
足していたように思います。なお石原委員会報告書は国交省ガイダン
スより時期的に前。従って、ガイダンスとは見解が違います。その後
の知見の総集編が国交省ガイダンス → 国交省ガイダンスは学会の統
一見解とみて良いでしょう cf.スライド9～13 

• なお、技術検討調査委員会での調査結果をみると全壊となった建物で
の平均的な地下水位はGL-1.38mで，大規模半壊，半壊，一部損壊では
それぞれGL-1.78m，GL-1.84m，GL-2.01mとなっており，地下水位が深
くなると戸建て住宅の被害が軽微になる傾向となっています 
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FAQ 浦安市は、浦安市の地盤構造は埋立砂層の下部に軟弱
な沖積粘性土層が厚く堆積し地下水位低下工法では有効応
力の増加により沖積粘性土層で圧密沈下が発生するので
（地下水位低下工法を排除し）格子状地中壁工法を採用したと
の説明ですが正しいでしょうか 

• 一般論として正しい言い方です 

• 但し、美浜3丁目の試算（スライド61～62）にあるように、地下水位
の低下量によって圧密沈下が生じるか否か変わってきます 

• 美浜3丁目の場合、この沖積粘土層が過圧密状態（すでに過去に何か
応力が加わっている状態）にあります。従って、過去に加わってい
た応力範囲（過圧密領域）であれば沈下はしません 

• 地下水位低下が3m程度まででしたらこの応力範囲にはいり、沈下は
しませんが、5mとか大きくなるとその範囲を超えて沈下する・・と
大まかに考えてください 

• 美浜3丁目のほか中町ではさらに過圧密されている可能性もあります 

• 辻ら7勇士が議会に陳情した際、試料を採取して圧密試験をすべきと
言ってきたのはこの点にあります 
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浦安よりも地盤特性が悪い久喜市が地下水位低下工法採用の理由 
①液状化の発生原因を直接的に除去できる ②道路の下の工事だけで宅地下も効果
が見込まれるため、原則、ほとんど宅地内での工事が発生しない ③地下水を排水
するための水路が整備されている ④過去の地盤沈下において家屋の構造系に費影
響を与えるような不等（不同）沈下が報告されていないこと ⑤対象となる砂層厚
さが薄く水位低下量も少なくて済む ⑥維持管理のみを住民負担とすることで他工

法に比べ一度に多額の費用負担が生じない（cf.潮来市は住民負担ゼロ） 
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