
がんばろうがんばろう 潮来！！潮来！！

日の出地区液状化調査事業市民説明会

がんばろうがんばろう 潮来！！潮来！！

今、心をひとつに
安心・安全なまちづくり

震災からの復興震災からの復興～震災からの復興～～震災からの復興～

日時 平成24年9月2日（日） 午後1時00分～
場所 中央公民館
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本日の説明会の内容

第１部 復旧・復興事業について

第２部 調査状況報告
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◇個別住宅相談会（別会場）
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2011/3/11 14：46 東北地方太平洋沖地震発生（Ｍ9．0）
15：15 茨城県沖地震発生（Ｍ7．7）

• 被害状況

■ガス・電気・上下水道■ガス 電気 上下水道
【地震発生当日】
停電：約14,900件 （3/18 電気復旧）
水道：約9,900世帯断水
◇上水道被害延長 26㎞／300 ㎞ （約８．６％）
◇下水道被害延長 24㎞／161.5 ㎞

（約１４．８％）
※4/24 上下水道が仮復旧

道路：被害延長 45 ㎞／662 ㎞ （約６．８％）
■住宅被害（7/31現在）

5,507棟（うち液状化被害 2,634棟）
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復旧工事説明会

H.24.2.12
甚大な被害を受けた日の出地区１丁目から８丁目の

各集会所で 住民へ水道 下水道道路等の復旧工事に各集会所で、住民へ水道、下水道道路等の復旧工事に
ついて説明
◆毎月１回、日の出地区の区長さんと意見交換会開催

説 明 会 の 様 子 5
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下水道管の液状化対策
砕石によるマンホール・リブ管（液状化対策用）の埋め戻し

浮き上がったマンホール

リブ管 砕石

マンホール
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リブ管 砕石

下水道管の液状化対策
砕石によるリブ管（液状化対策用）の埋め戻し

リブ管

砕石
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水道管の耐震化

大きな伸縮量と離脱防止機能を有する水道管を使用

管路の吊上げ状況例
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水道管の耐震化
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日の出地区　道路復旧状況

1丁目

2丁目1-13-1

3丁目

4丁目

7丁目

1-12-1

1-14-1

復旧延長　L=33.5㎞

工事完了予定　平成26年3月末

5丁目6丁目

8丁目
1-14-21-13-2

1-12-2

H24年6月発注済

H24年8月発注済

H24年9月入札予定

今後発注予定
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道路の復旧工事

仮復旧工事
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「東日本大震災復興特別区域法」成立(H23.12.7）
「東日本大震災復興交付金」の創設

●震災により著しい被害を受けた地域の円滑、迅速
な復興を支援

●被災した道県、市町村の財政負担を緩和させ、復
興地域づくりに必要な事業の展開

●総額１兆９，３０７億円（うち国費１兆５，６１２億円）
が予算措置
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東日本大震災復興交付金
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東日本大震災復興交付金基幹事業
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２）D-19都市防災推進事業(市街地液状化対策事業)
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D-19都市防災推進事業(市街地液状化対策事業)
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D-19都市防災推進事業(市街地液状化対策事業)

事業概要

液状化により著しい被害を受けた地域の
再度災害の発生を抑制するため
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道路・下水道等の公共施設と隣接宅地等
一体的な液状化対策の推進

補助要件

D-19都市防災推進事業(市街地液状化対策事業)

事業計画の区域内の宅地の所有権を有する
全ての者及び借地権を有する全ての者

３分の２以上の同意が必要３分の２以上の同意が必要

公共施設と宅地との一体的な
液状化対策
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D-19都市防災推進事業(市街地液状化対策事業)

費用負担のイメージ
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副委員長 國生剛治 中央大学理工学部都市環境学科教授

委員長 楡井 久 茨城大学名誉教授

潮来市液状化対策検討委員会

副委員長 國生剛治 中央大学理工学部都市環境学科教授

委 員 卜部厚志 新潟大学災害・復興科学研究所准教授

〃 風岡 修 千葉県環境研究センター主席研究員

〃 庄司 学 筑波大学システム情報系准教授
〃 先名重樹 防災科学技術研究所研究員

〃 水野清秀 産業技術総合研究所グループ長

22

〃 箕輪秀男 NPOリアルタイム地震情報利用協議会

〃 阪本和久 潮来市日の出地区代表区長

〃 土子志信 潮来市日の出地区副代表区長
オブザーバー 国土交通省、茨城県、東京電力、NTT、日本瓦斯



H.24.2.16 第１回 委員会開催

液状化対策事業計画作成のため
第三者の意見を求める機関として
学識経験者等で構成する委員会を設置！

潮来市液状化対策検討委員会

学識経験者等で構成する委員会を設置！

◆委員会構成
地質、地震分野等の専門家及び地元住民の１０名

※オブザーバー：国土交通省、茨城県、東京電力、NTT東日本、日本瓦斯

液状化対策の調査方法・工法等を提言
新
聞聞
報
道
の
記
事

検討委員会の様子 23

・第1回委員会の議事内容及び、その後の作業経緯について

地形測量実施経緯について

潮来市液状化対策検討委員会

H.24.5.24 第２回 委員会開催

・地形測量実施経緯について

・地質調査計画について（ボーリング、水位観測井、揚水試験等）

・対策工法の検討について（地下水低下工法等） 。。。その他

検討委員会の様子
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主な調査内容

水位観測井の設置

地層断面の確認
（ブロックサンプリング時）

揚水試験の様子
ブロックサンプリング

標準貫入試験併用ボーリング
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潮来市日の出地区の液状化対策

液状化を起こらなくする方法

・地盤固くする

①地盤を締め固めて固くする

②地盤をセメントなどで固める

・地下水を低くする
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③地下水を下げる

④地盤を高くする



①地盤を締め固める方法

潮来市日の出地区の液状化対策
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※地面の中に砂やﾓﾙﾀﾙを圧入して締め固める

②地盤をセメントなどで固める方法

潮来市日の出地区の液状化対策
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※地面の中にｾﾒﾝﾄを打ち込んで固める



③地下水を下げる方法

潮来市日の出地区の液状化対策
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※地下水をくみ上げて水位を下げる

④盛土して地盤を上げる工法

潮来市日の出地区の液状化対策
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※土を盛り上げて地下水までの深さを大きくする



地下水低下工法の検討の経緯

◆対策方法の選定

◇地盤を固くする方法

×大型の機械が必要

×施工した場所しか効かない

×家が建 ている状態で盛り土はできない

◇地下水を下げる方法
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×家が建っている状態で盛り土はできない

○地下水を下げる方法は面的に効果がでる

地下水低下工法の検討

先進地視察：兵庫県尼崎市視察（6月２５日）：地下水低下工法

32



先進地視察：兵庫県尼崎市視察（6月２５日）：地下水低下工法
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先進地視察：尼崎市視察（6月２５日）：地下水低下工法
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先進地視察：神奈川県川崎市視察（8月1日）：地下水低下工法
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先進地視察：神奈川県川崎市視察（8月1日）：地下水低下工法
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地下水低下工法の課題と対策

考えられる課題

・一般的に、地下水を下げると、それまで水中に般 、 を げ 、そ 中
あった土つぶに浮力が働かなくなるため、重さ
が増すことになります。

・その結果地盤は沈下を起こすことになります。
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地下水低下工法の課題と対策

・地盤の沈下で問題となるのは不均一な沈下です。

課題への対策

・地下水低下により地面付近は固い地盤となり、
均等に重さがかかることになります。

・また、粘土地盤は地下の深いところにあり、
均等に下がるとの調査結果を得ています
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均等に下がるとの調査結果を得ています。

先進地視察・試験施工（実証試験）により確認



潮来市日の出地区の液状化対策（地下水低下工法試験施工：実証試験）

【平面図】
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潮来市日の出地区の液状化対策（試験施工）

【断面図】

【側面図】
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今 心をひとつに！今、心をひとつに！

ご清聴ありがとうございました。
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