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はじめに
本リサーチペーパーは、今年度、科研費研究「東京臨海部における液状化災害の実態と
社会的対応策の研究」
（２５～２７年度）の一環として取り組んだ、実地ヒアリング調査結
果をまとめたものである。本研究については、すでに 2012 年に、リサーチペーパーNo.21
として、
「東京湾岸地域における臨海部開発と液状化災害に関する研究――2011 年度特別プ
ロジェクト研究報告書」
（
（公財）政治経済研究所液状化問題研究会編、2012 年 10 月）を
公刊している。したがって、本報告書は、その第二弾ということになる。
本年度、ヒアリング調査で訪れた地域は、浦安、鹿島、潮来、神栖、市原の各市である。
科研費調査のフィールドは浦安市であるが、今回、エリアを広げ、東京湾臨海部から離
れた鹿島、潮来、神栖という内陸地域に目を向けたのは次の二つの理由からである。
１．当初の調査計画では、次年度の浦安市調査に向け、その準備のために住民インタビュ
ーを試みる予定であった。しかし、浦安市の液状化対策について市民の合意がなかなか進
まず、地域の中に外部者が調査に入りづらい雰囲気であった。そのため、合意形成が進み、
事業の着手に入っているこれらの地域について、なぜ合意がスムーズに進んだのかを調査
によって把握することにより、浦安市の合意の困難の原因を探り当てようとしたためであ
る。
２．また、臨海部の液状化は、内陸部の液状化災害と、生成構造はどのように違うのか、
また共通点は何かを比較研究によって、その固有の構造を明らかにしたかったからである。
また、市原の調査を試みたのは、当市において、災害タンク火災という、きわめて深刻
な石油コンビナート液状化災害を経験したからである。臨海部埋め立て地のほとんどは、
浦安のような住宅地利用・レジャーではなく、コンビナートによって占められている。む
しろ最大の問題はコンビナート災害であり、市原の災害は臨海部液状化問題の典型といえ
る。しかも、この災害は同時多発的に起きる可能性があり、隣接する住宅地、高密度に都
市機能が集積する後背地にも危害を及ぼす危険性がきわめて高い。浦安市の液状化問題も、
臨海コンビナート災害と関係づけることによって、はじめて、災害の危険性を正しく理解
できると考えたからである。
これらの実地調査によって、どのような知見が得られたかは、各報告で示されるが、こ
こでは、これらの液状化問題が独立して存在するのではなく、密接に連関している点につ
いてあらかじめ指摘しておきたい
すなわち、臨海部の埋め立てによる工業の誘致は、それに関わる人々の住宅地供給のた
め内陸部における住宅地開発、埋め立て関連建設資材確保のための川砂利採掘を必然化す
る。住宅地開発は、埋め立て地と同様、経済効率性の原理にしたがい、土地の価値の低い、
湿地、谷地等の埋め立て、あるいは採掘地の埋め戻しという形をとることがしばしばある
ため、液状化が引き起こされるのである。
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また、液状化に伴うコンビナート災害は、臨海部にはコンビナートが広範囲に立地して
いるため、隣接する浦安住宅地、ディズニーランド浦安・東京臨海副都心及び都市機能が
高密度に集積する後背地に災害が及び、さらには、石油流出による東京湾炎上というかた
ちで、東京・神奈川・千葉を一挙に大災害に巻き込む危険性がある。
東京臨海部の液状化問題は、大きく東京臨海部－後背地－東京湾を一つの全体として把
握する視点に立つことによって、はじめて、正しく解明することができるのである。
公益財団法人政治経済研究所 液状化問題研究会
代表 岩見良太郎
※本報告書は日本学術振興会科学研究費「東京臨海部における液状化災害の実態と社会的
対応策の研究」
（平成 25～17 年度）
（研究代表者
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岩見良太郎）に基づく研究成果である。
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第１章

石油コンビナートの液状化災害

―〈災害場〉概念の導入とその適用―
岩見良太郎
はじめに
震災の態様はダイナミックかつ複雑である。本稿では、震災を分析する方法概念として、
〈災害場〉なる概念を導入し、石油コンビナート液状化災害に焦点をあて、液状化災害問
題を分析する。
１ 方法概念としての災害場
１－１災害場とその構造
①場
ここで場とは、下記の意味において使用する。
「一つの全体の中で構成要素の相互依存の関係が生じ、そのために全体がその構成要素
の単なる集合以上のものになるということが起こる。そのように相互に依存すると考えら
れる共存する事実の全体が『場』と呼ばれるのである。」
（池上嘉彦『意味論』大修館書店、
1984 年、281 頁）
言い換えれば、相互依存関係にある要素が、その単なる集合以上の一つの全体をかたち
づくり、そこから、構成要素に還元し得ない、新たな質を創発するような要素集合が〈場〉
なのである。
〈災害場〉は、
〈場〉を災害現象に適用したものにほかならない。自然現象としての災害
因（地震、洪水、台風・・・等）が、引き金となって、
〈災害場〉を構成する災害関与要素
の相互作用を引き起こし、災害現象を創発するのである。

図１ 災害場の概念図
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この場合、災害現象には、直接的物的・人的被害、それによってもたらされる、社会的・
生活的被害のみならず、災害時における救援・互助・復旧等、応急的な災害対応、さらに
は、災害からの復興活動が含まれる。
これらは、一定時間継続しながら、時間の経緯と共に、一部重なりながら、継起的に展
開していく。したがって、災害場は、継起的展開にしたがって、いくつかの副次的場に分
節されなければならない。本研究の対象である震災を例にとれば、図２のように４つの場
（潜勢的震災場―震災発現場―応急的震災対応場―震災復興場）が区分するのが適切であ
ろう。

図２ 災害場の時間的推移
②潜勢的震災場―震災発現場―応急的震災対応場―震災復興場
潜勢的震災場は、震災が起こる前の正常な活動が行われている場である。しかし、震災
という視点から見た場合、震災場としての可能体としてとらえられなければならない。も
ちろん、その構造は事後的にのみ明らかになり、これまでの震災経験から推察されるもの
である。したがって、潜勢的震災場を、すべてを知りつくすことはできず、さらに今後お
こるであろう震災場を描き尽くすことはできない。
こうした潜勢的震災場に、地震という災害因が作用して、災害が引き起こされ、具体の
震災の場である、震災発現場がもたらされる（震災を一覧的に整理したものにたとえば、
表１がある）
。震災により、それまでの正常な活動基盤と活動は破壊される。この破壊から、
活動を守るため、応急的な防御・支援活動がなされ、一定期間、被災生活・活動が続く（応
急的震災対応場）
。続いて、正常な活動条件を回復するため、震災復興場の下、復興活動が
なされ、復興の完了とともに、正常な活動場（潜勢的震災場）に復帰する。
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表１ 災害の種類

（注）
「被害想定結果について」
（内閣府（防災担当）作成資料、2013 年 12 月）
③立地場、建造場、活動場
また、これらの震災場は、それぞれ重層的な構造をなしている。それらは、大きく、立
地場、建造場、活動場が区別される。それぞれの場は、固有の災害、それを引き起こす、
それぞれ特性を持った災害関与要素によって形づくられている。災害関与要素は、その特
性に規定されながら、相互作用をおこない、場固有の震災を創発するのである。潜勢的震
災場を例に、各層ごと、これらの項目を例示的に示せば図３のようになる。
以下、簡単にコメントしておこう。
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図３ 災害場の層構造：潜勢的震災場を例に
【立地場】地震はまさに、地盤である立地場に揺れを加える。特定の土地条件にある立地
場については、そのものの破壊（地盤滑落・液状化）をもたらす。これが、立地場固有の
被害である。災害関与要素は、自然・人工の基盤的諸要素であり、地形・土質・人工基盤
の素材・工法等の分布が、関与要素特性である。
【建造場】建造場は、大きく建築物及び、それをささえるインフラから構成される。建造
場の被害は、倒壊・破損等、揺れ及びそれに起因する立地場被害によってもたらされる。
建造場の被害は、基本的には、その耐震強度によって規定されるが、被害の態様は、その
用途構成、密度等、災害関与要素特性によっても大きく左右される。
【活動場】活動場は、活動主体、活動手段（それに付随する物質・エネルギーを含む）要
素から構成される。その固有の被害は、活動主体の被害（人的被害）および活動そのもの
阻害である。これらの被害をもたらすのは、立地場被害及び建造場被害であるが、活動場
固有の災害がこれに加わる。それは、たとえば、群衆のパニック的行動によって引き起こ
される人的事故、台所火災・自動車火災等である。
活動場の災害関与要素特性は、活動の種類と活動状態、活動集積密度、主体属性と主体
間の関係性である。
活動の種類は、産業活動（工業、農業、商業、運輸等）と生活活動（通勤・通学・家事・
就寝・・・等）にわけられる。
活動場固有の災害とその程度は、これらの特性によって規定される。たとえば、工業活
動は大量のエネルギーをつかうため、建造物の倒壊は、エネルギーの漏洩等による火災・
爆発を引き起こす可能性がある。ラッシュ時という特有の活動状態は自動車同士の衝突に
よる事故、火災などが発生する危険性が考えられる。
なお、立地場、建造場の被害は、最終的には、この活動場のレベルで確定される。活動
主体・活動そのものに被害が及ばない限り、被害して認識されないからである。
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１－２ 災害場概念の有効性
災害場概念を導入することの有効性は、次項以降の行論で逐次触れるが、それに先だっ
て、ここでは、次の２点をあらかじめ指摘しておきたい。
１．災害現象は、様々な要因の複雑な相互作用によって引き起こされる。各要因は、様々
な特性を持つが、どの因子のどの特性が、どのように作用するかは、災害が進展する全体
プロセスの中で決まる。因子は、現象の変化とともに、異なった因子が励起され、相互作
用に入り、創発効果を生む。こうした災害の複雑でダイナミックな現象を記述するには、
〈場〉概念がもっとも有効である。ちなみに、
〈場〉と同様、一定の関係性の持つ要素集合
を扱う〈システム〉概念では、創発効果が不在であり、またスタティックな概念であるた
め、こうしたダイナミックな現象を扱う場合には、
〈場〉に比べ、有効性が乏しいといえる。
２．
〈場〉は一定の作用エリアを持つという点で、空間的概念であるといえる。その作用エ
リアは、創発効果が及ぶ範囲に他ならない。創発効果は、現象の中心から離れるにしたが
って減衰していく。それゆえ、場のエリアは、効果ゼロの地点の結合線を境界とする領域
である。エリアの位置、大きさ、形状は、災害の種類と強度、発生条件等によって決まる。
それらが異なれば、エリアは異なる。したがって、エリアを異にする種々の災害が同時多
発的に発生し、複合連鎖的に拡大していく場合、それは、重なりつつ、変形、拡大してい
く場のダイナミズムとしてとらえることができる。災害の空間的ダイナミズムの分析にお
いても、やはり〈場〉概念に優越性が認められるのである。
２ 東京臨海部における液状化災害場の特徴
２－１ 液状化災害場とその構造
災害場は、災害原因と被害の態様によって、様々な類型が存在する。
ここでは、本研究の対象である、地震によってもたらされる液状化災害に関わる災害場
（液状化災害場と呼ぼう）について、災害場の３層構造に即しながら、その特性をみてお
こう。
なお、災害場の構造は、先に述べたように、時間的継起の下で生起する、潜勢的震災場
－震災発現場－応急的震災対応場－震災復興場について考察されねばならないが、とりあ
えず本稿では、潜勢的震災場を考察対象とする。
①立地場
液状化災害において、もっとも、重視されなければならないのは立地場についての考察
である。液状化災害においては、側方流動、地盤沈下、噴砂といった立地基盤そのものの
被害が中心をなすからである。
立地場の震災関与要素は、立地基盤をなす自然・人工諸要素（土・コンクリート・鉄等）
である。では、立地場の震災関与要素特性は何か。
東北地方太平洋沖地震による液状化被害は図４のように広く分布しているが、一定の地
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域に偏りをみせている。すなわち、東京湾臨海部、利根川下流域で集中して発生したので
ある。また、同図に合わせて表示されている、過去の液状化地点も地域的集中が見られる。
液状化はある特性をもった立地場に発生しているのである。

図４ 東北地方太平洋沖次子人により液状化が確認された市区町村の分布と 2008 年までの
液状化履歴地点の重ね合わせ（東京地図研究社作成『日付指定 全国市町村界データ』
（出典）若松加寿江「2011 年東北地方太平洋沖地震による液状化被害―被害の特徴と液状
化発生地の土地条件―」
（工学総合研究所報 No. 40，2 0 1 2）
若松氏は、こうした立地特性を、次のように「液状化発生地点の土地条件」として、整
理している。
「・若い（新しい）埋立地
・旧河道・旧池沼（内陸部でかつて水域だった場所）
・大河川の沿岸（とくに氾濫常襲地）
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・砂丘の裾・砂丘間低地
・砂鉄や砂礫を採掘した跡地の埋戻し地盤
・谷埋め盛土の造成地
・台地の崖沿いの後背湿地や谷底低地の盛土地」
（若松、前掲、
「2011 年東北地方太平洋沖
地震による液状化被害」
）
以上から、旧河道・旧池沼、大河川沿岸、砂丘といった自然的土地条件並びに埋め立て、
埋め戻し、盛り土による造成地が、液状化と密接に関わる立地基盤特性としてとらえられ
る。
なお、埋め立て地等の造成地も、それに使用された土材料によって、液状化の可能性は
異なってくることを付言しておこう。
もう一つ、液状化災害関与要素の特性として、見落としてはならないのは、地下水（正
確には不圧地下水）の水位である。不圧地下水位が高いと液状化しやすいのである（以上、
東 京都建設局・港湾局「東京の液状化予測 平成 24 年度改訂版」、2013 年 3 月参照）
。
以上を要約すれば、液状化に関わる立地基盤という震災関与要素特性は、土地条件プラ
ス地下水位である。
なお、立地基盤を立地場として、場概念でとらえるのは、土地条件・地下水位は、液状
化地域で一様ではなく、また埋め立て地の土質のように、工事時期＝工法の違いによって、
不連続に分布しており、他方で、自然的連続性を持っているがゆえに、地域的に異なる土
地条件地形・地質・地下水位が相互作用をおこし、液状化災害の発現に地域的相互依存と
差異をもたらすからである（たとえば、ある地点の液状化による地盤沈下は隣接地点の地
盤隆起をひきおこす）
。言い換えれば、ある地点の液状化を、他の地点から切り離して、当
該地点の立地特性から独立に説明することはできないがゆえに、他の地点との相互作用に
よる創発として液状化を説明しうる場概念が有効なのである。
② 建造場
建造場の構成要素は、大きく建築物及び、それをささえるインフラに区分できる。
建造物場固有の災害は、液状化（側方流動、噴砂、地盤沈下）に伴う、建造物の倒壊、傾
斜、損傷、破壊である。若松氏は、2011 年の東北地方太平洋沖地震による建造物被害を次
のようにまとめている。
「今回の液状化により，主に次の構造物等に被害を生じた．
・戸建て住宅・小規模建築物
・ライフライン（水道・下水道・ガス・電気）
・堤防・盛土道路
・港湾
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・農地・農業施設」
（若松、前掲、
「2011 年東北地方太平洋沖地震による液状化被害」
）
液状化被害を規定する建造物特性は、液状化被害に対する強度である。これは、建造物
の構造・材質によって決まる。とりわけインフラの場合に顕著である。（例）
なお、建造物の集合を、建造物場として、場概念でとらえるのは、液状災害は、個別の
建築、インフラ被害として生起しているばかりでなく、たとえば、不均等沈下による道路
と住宅間の段差の発生に見るように、主要には、建築物とインフラの関係性の破壊として
現象しているからである。
③ 活動場
活動場固有の液状化被害として、活動主体＝人的被害に見舞われることはまれであり、
一般的には立地場被害→建造場によってもたらされる活動被害、すなわち、産業・流通活
動、日常生活の困難として表れる。たとえば、農業活動の被害としては、次のような点が
指摘されている。
「利根川沿岸を中心に農地の陥没・噴砂による砂漠化，揚水機場，排水機場，パイプライ
ン，排水路被害が発生した．今年は稲の作付けが行えなかった水田も少なくなく，また，
噴砂により土壌が変わり植えても枯死するなどの被害も発生している。」
（若松、前掲、
「2011
年東北地方太平洋沖地震による液状化被害」
）
活動状況を場概念でとらえるのは、活動が主体間、主体－建造環境間の関係性であり、
活動相互間に相互依存・相互作用性が認められるからである。
以上が、液状化災害場の基本構造である。次に、東京臨海部の液状化災害に焦点を合わ
せ、その災害場の特徴を簡単に整理しておこう。
２－２ 東京臨海部における液状化災害場の特徴
① 埋め立て地－後背地－東京湾による一体的災害場の形成
東京臨海部における液状化災害場は、東京湾岸に連続する埋立地によって形成されてい
る。これは、この液状化災害場が、これに隣接する、都市活動の密度がきわめて高い後背
地の災害場と密接にリンクしていること、また、東京湾に面することによって、海を介し
て、一体的に結びついていることを意味する。液状化災害は、埋め立て地を起点として、
これらエリア全体に広がる危険性を内包しているのである。つまり、埋め立て地－後背地
－東京湾は一つの災害場を、一体的に形成しているといえるのである。
② 脆弱な埋め立て地
特徴の第２は、
「これらの埋立地の多くは、液状化現象を工学的な観点からはじめて認識
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した新潟地震以前に造成されていたため、液状化対策や側方流動対策が施されていない場
合が多い。
」
（千葉県石油コンビナート防災アセスメント検討部会、
「耐震対策分科会検討結
果報告書」
、2011 年 10 月）という点である。新潟地震（昭和３９年）の経験と科学的知見
を踏まえて、公有水面埋立法が改正され、工事の施工方法（埋立工法、埋立てに用いる土
砂等の種類及び埋立てに関する工事の施工順序等）の規制強化がなされたのは、昭和４８
年であるが、臨海部埋め立て地は、それ以前に造成されたものが大半を占め（図５参照）、
したがって、液状化に対してきわめて脆弱な埋立地から成り立っているといえるのである。

図５ 「埋立」の変遷
出所：
「東京ベイエリアにおける水と緑のネットワーク形成に関する研究」
（代表 石川 幹
子、2009 年 3 月）
③ 多様な災害因子の高密度・混在集積――建造物・都市活動場
第３の特徴は、重工業や石油化学のコンビナートおよび火力発電所、製鉄所を中心に様々
な都市的用途の建造物および都市活動（工業、運輸、生活関連）が、高密度に集積してい
るという点である。これは、すなわち、多様な災害因子が高密度に集積していることを意
味する。とりわけ、土地利用の中心は工業であり、それゆえ、可燃性物質・危険物の集積
度はきわめて高く、液状化、建造物被害から、派生・複合・連鎖的被害が生まれる危険性
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が高いのである。これについては、次項で、液状化による石油コンビナート災害を例に説
明しよう。
３ 液状化と石油コンビナート災害
３－１ 東京臨海部に集中する石油コンビナート
図６に示されているとおり、首都圏には、石油コンビナート等災害防止法（昭和 50 年法
律第 84 号）に基づく石油コンビナート等特別防災区域が６カ所指定されているが、内５カ
所が東京臨海部に立地している。そこには 3,461 万 kl の石油が貯蔵され、4,246 百万 Nm3
の高圧ガスが処理されている。そのため、石油屋外貯蔵タンクが 5,566 基、高圧ガス貯蔵
タンクが 702 基ある（表２）。ここで高圧ガスとは、液化アンモニア、液化塩素、LPG、
LNG 等である。さらに、工業用、研究用に使われる放射性物質の存在も見逃せない。
石油コンビナートはいわば、災害の火薬庫であり、表にみるように、これまでも爆発、
火災、漏洩といった事故、それによる死傷者も多数出ている。したがって、ひとたび地震
が起きれば、同時多発・連鎖的に災害が拡大していく危険性が潜伏しているのである。今
回の東北地方太平洋沖地震でも、大災害にはいたらなかったが、千葉県市原市のコスモ石
油千葉精油所における火災・爆発事故、川崎市、市原市等における石油タンク等のスロッ
シングによる被害、液状化による防油堤の亀裂、護岸の崩落、さらには原因不明の操業上
のトラブル報告されている（たとえば、前掲、「耐震対策分科会検討結果報告書」掲載の、
「資料１

東北地方太平洋沖地震及びその余震に起因する原因別異常現象発生状況」、「資

料４ 液状化調査集計表」参照）
。こうした異常現象の中には、劣化ウランに関わるものも
含まれている。チッソ石油化学には、放射性物質である劣化ウラン(触媒として利用すると
されている)が、七百六十五キログラム保管されていたが、
「その保管倉庫が延焼し、焼け落
ちていた」（小松実「コスモ石油爆発事故から見えてきた現実の危険と課題」『議会と自治
体』
、第 168 号、20124)。小松は「京葉コンビナートには、ほかにも、袖ケ浦市の住友化学
には六五㌧という大量の劣化ウランが保管されています。隣接地に、こちらは富士石油の
製油所があります。
」と、石油火災と放射性物質の結びつきによる放射能汚染の危険性に警
鐘をならしている。
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図６ 石油コンビナート等特別防災区域（首都圏部分）
出所：中央防災会議防災対策推進検討会議 首都直下地震対策検討ワーキンググループ
「石油コンビナート等の防災対策（説明資料）」（2012 年 12 月）
表２ 石油コンビナート等特別防災区域の現況

（出典）阿部和彦「東北地方太平洋沖地震が東京湾に与えた影響」
３－２ 液状化による石油コンビナート災害とその原因――市原市コスモ石油を例に
東北地方太平洋沖地震で、コスモ石油千葉製油所で火災爆発事故が起きた。同社にもう
けられた事故調査委員会の報告書（2011 年 8 月 2 日プレスリリース）※を、小松実、前
掲「コスモ石油爆発事故から見えてきた現実の危険と課題」によって補完するかたちで（四
角で囲んだ引用文を並記する）
、事故概要を示すと次のとおりである。
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※千葉県石油コンビナート防災アセスメント検討部会報告書からの引用。
【１】事故発生の経過
・14 時 46 分に震度 5 弱の東北地方太平洋沖地震が発生
・満水状態（*1）の液化石油ガス（以下、ＬＰG）364 番タンク(*2)の支柱筋交いの
多くが破断（*3）しました。
・15 時 15 分に震度４の茨城県沖地震が発生
・LPG364 番タンクの支柱が座屈し LPG タンクが倒壊した事により、近接する複数の配
管に破断、亀裂が生じ、 ＬＰG が漏洩しました。
・漏洩、拡散したＬＰG に着火し、364 番タンク付近（*4）で火災が発生しました。
火炎は、隣接する 363 番タンクを破壊し、一時は、高さ百層もの炎を吹き上げ、タンク
の破壊による爆発は、五回に及びました。結局、タンクヤード内の出荷用球形タンク十
七基すべてが全焼、全損、火災は、十日後の三月二十一日までつづきました。
・周囲のタンクに対する散水措置を実施しましたが、隣接 LPG タンクが火災の影響に
より内圧に耐えられずに 爆発し、延焼したものと推定しています。
・3 月 21 日 10 時 10 分に鎮火しました。
【主な被害状況】
1. 人的被害：負傷者 6 名(重傷者 1 名、軽傷者 5 名)
2. 物的被害：発災箇所に設置してある全 LPG タンク(17 基)、及び周辺配管・道路が損傷。
隣接するアスファルトタンクが損傷し、アスファルトが漏洩(5 月 10 日に回収完了)。
爆発による飛散物・爆風等の影響により丸善石油化学株式会社様及びチッソ石油化学株式
会社様の構内で火災が発生し、近隣の車両・船舶・建屋のガラス等を汚損・破損。
居住地区等においては、爆風による窓ガラス・シャッター・スレート等への破損及び保温
材等の軽量飛散物による車両の汚損が発生。
近隣百十八軒の民家のガラスが破損、住民約一千人に八時間にわたって避難勧告が出さ
れました。爆発による飛散物も多く、最大では、十㍍四方、厚さ三センチメートルの鉄
板が飛び、また、幅四十センチメートル・長さ百八十センチメートルの鉄板が六・ニキ
ロ㍍もの距離を飛んで、幼稚園の直近に落下しています。
3. 環境被害：LPG は火災等の影響により被災エリアの LPG 全量が燃焼し、漏洩したアス
ファルトも回収が完了しており、大気・水域・土壌への影響は確認されていない。
【事故の原因】
ア 液化石油ガスタンク倒壊及び火災爆発等の原因
倒壊したタンクは、検査後の準備のため満水状態であったため、内容物の重量が通常の約
２倍であり、１４時４６分頃の地震で支柱の筋交いが破断、耐震性能が低下していたとこ
ろ、１５時１５分頃の地震により支柱が座屈しタンクが倒壊した。操作で閉止することが
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できなかった。
通常、点検後のガスの充填作業は、半日から一日で終わります。ところが 364 番タンク
は、すでに十二日間も満水の状態で放置されていました。そこへ、あの大地震がきたの
です。

イ 液化石油ガスの漏洩継続の原因
タンクの倒壊により、近傍の配管に過大な応力が作用して破断し、液化石油ガスが漏洩し
た。また、破断した配管の緊急遮断弁を開状態で固定していたため、遠隔操作で閉止する
ことができなかった。
・・・配管が破断しても、ガスが漏れた場合、緊急にガスの供給を止める「緊急遮断弁」
があるからです。法で設置が義務づけられています。しかし当日、それが作動しません
でした。おどろくべきことに、ロックピンを差し込んで、弁を開状態で固定し、作動し
ないようにしていたというのです。あきらかな違法行為です。しかも、これは今回だけ
のことではありませんでした。二〇〇六年以来、なんと合計八回、のべ約三カ月間にわ
たってこの違法行為がくり返されていました。
今回の違法行為を、会社は、緊急遮断弁にふぐ阿智があったからだ、と説明しました。
空気圧で作動する緊急遮断弁の配管に空気漏れがあったというのです。しかし、その不
具合はすでに二月七日に発見されていました。つまり、発見から一カ月以上も修繕せず、
放置していたのです。

ウ 拡散した液化石油ガスへの着火源
漏洩した液化石油ガスは、隣接する液化石油ガスタンクヤード及び隣接する事業所のプラ
ントまで拡散した状況で、何らかの要因により着火したが、その着火源の特定には至らな
かった。
エ 液化石油ガスタンク爆発の原因
倒壊したタンクに隣接するタンクは冷却散水されていたが、継続していた火災の火炎が強
くなり、表面温度の上昇によりタンク球殻の強度が低下し、内圧上昇によって開口して、
火災発生から約７７分後に第１回目のタンク爆発が発生した。また、このタンク爆発によ
り、火災がさらに拡大し、他のタンクも延焼、爆発した。
オ その他の問題点
（ア）ガス検知器等
ガス検知器の警報発生位置を示す外部パネル及びガス漏れ警報を速やかに連絡するための
外部警報装置が、操油課計器室から離れた無人計器室に設置されていた。
（イ）火災発生時の消火水源の確保
火災発生時に消火水源の必要圧力を確保するため海水ポンプを追加起動することとなって
いたが、その対応が１時間以上遅れていた。
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以上、コスモ石油千葉製油所で火災爆発事故のあらましを紹介したが、この簡単な説明
からだけでも、大きな地震が発生した場合、石油コンビナートでは、どこからでも、大災
害に発展しかねない危険性を秘めていることが推測される。複合・連鎖のメカニズムであ
る。次にこのメカニズムについて、簡単に整理しておこう。
３－３ 複合・連鎖のメカニズム
まず、震災の複合・連鎖的発生の起点となるのは、地震がもたらす災害因の複合性であ
る。
液状化だけが単独でおきるわけではない。それを引き起こす揺れが災害因の基本として
はたらく。さらには、これに津波が重なることは決して稀ではない。
また、これら災害因によって、建築物倒壊、インフラ破壊、火災、交通麻痺等の様々な
震災が、異なる地域で同時多発的に引き起こされる。それらは、相互に作用し合って、新
たな災害を引き起こすとともに、新たな地域に災害を拡大していく。これが、震災の複合・
連鎖の基本的構図である。
石油コンビナートを例に、それを図示すれば、図７のようになる。
石油コンビナートは、埋め立て地－後背地－東京湾という一体的な災害場の中軸的位置
を占めるがゆえに、災害の複合・連鎖のメカニズムは、全災害場に波及し、想像を絶する
地獄絵をもたらすことが予測されるのである。
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図７ 震災の複合・連鎖のメカニズム
（注）図中の語彙の定義は以下のとおりである。
可燃性タンク：第 4 類危険物（可燃性液体）及び可燃性高圧ガスタンク
毒性タンク：毒性液体・ガスタンク
放射性物質：産業・研究用放射性物質及び原子力空母
プラント：危険物製造所、高圧ガス製造設備、発電設備
BLEVE：液体の急激な気化に伴う爆発（巨大な火の玉が発生する場合が多い）
４ おわりに
東京湾臨海部は、一大コンビナート地区となっているが、近年、縮小化傾向がみられる。
たとえば、京葉臨海部石油コンビナートの状況は次のとおりである。
「現在は４つの石油化学コンビナート、２つの製鉄所、５つの火力発電所、３つの液化
天然・石油ガス受入基地等が立地する日本最大の素材・エネルギー型産業の集積地となっ
ている。
しかし、内需の低迷や海外勢との競争激化によって、京葉臨海部に立地する企業の経営
環境は近年厳しさを増しており、本年（2013 年・・・引用者）２月から３月にかけて①三
井化学では 14 年度末までに「京葉エチレン」（丸善石油化学、住友化学、三井化学が共同
運営）からの出資引き揚げ、②住友化学では千葉工場でのエチレン生産を 15 年９月までに
停止、③新日鐵住金では、同君津製鉄所の第３高炉を 15 年度末までに休止するなど、素材
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型産業を中心に生産の縮小や撤退の発表が相次いでいる。」（千葉経済センター「京葉臨海
部に立地するグローバル製造業の今後の展開方向」
『ちば経済季報』2013 年夏号 特別調査）
しかし、こうした傾向から、石油化学コンビナートの液状化災害の危険性が減少しつつ
あると判断するのは早計である。次の点が合わせて考慮されねばならない。
１．まず、京葉臨海部に立地する工場は、1970 年代までに建設されたものが多くあり、
老朽化による設備更新や大規模災害への対応等が迫られているが、将来の縮小・撤退意向
がはたらき、十分な対応がなされていない。
危険性は増しているのである。
２．京葉臨海コンビナート活性化特区（2004 年認定、特区（規制の特例）の全国展開に
より、2008 年 7 月 4 日付けで取り消された）に指定され、ボイラー及び第一種圧力容器に
おける開放検査周期の延長がなされている。災害規制は緩和される傾向にあるのである。
３．京葉臨海コンビナート地域全体では、
「企業間連携を進めることで地域内の未利用エ
ネルギー・未利用資源を有効活用することにより、極めて大きな省エネルギー・省資源効
果やコンビナート地域全体の競争力強化の可能性を有している。」
（千葉県 エネルギーフ
ロントランナーちば推進戦略策定委員会「エネルギーフロントランナーちば推進戦略」2007
年６月）ことから、石油、天然ガス等を相互輸送するパイプライン密度がより高まってい
る。
以上の点は、むしろ、石油コンビナート等の災害のポテンシャルはいっそう高まってい
ることを示唆するものである。臨海部の都市機能への土地利用転換は、むしろ、液状化を
はじめ、震災の危険性をますます高めていくことを忘れてはならない。
参考文献
濱田政則『液状化の脅威 (叢書 震災と社会)』岩波書店、2012 年
岩見良太郎『場のまちづくりの理論―現代都市計画批判』日本経済評論社、2012 年
池上嘉彦『意味論』大修館書店、1984 年
千葉県自治体問題研究所、地域防災計画とハザードマップ検証プロジェクト・チーム「県、
３市１町（船橋、我孫子、旭、一宮）の防災計画とハザードマップの検証から学ぶ」2013
年3月
千葉県自治体問題研究所、地域防災計画とハザードマップ検証チーム「緊急提言

大震災・

原発事故からいのちと暮らしを守る」2012 年 3 月
内閣府「被害想定結果について」
（防災担当作成資料）、2013 年 12 月
東京都建設局・港湾局「東京の液状化予測 平成 24 年度改訂版」、2013 年 3 月
若松加寿江「2011 年東北地方太平洋沖地震による液状化被害―被害の特徴と液状化発生地
の土地条件―」
（工学総合研究所報 No. 40，2 0 1 2）
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月）
中央防災会議防災対策推進検討会議 首都直下地震対策検討ワーキンググループ 「石油
コンビナート等の防災対策（説明資料）」
（2012 年 12 月）
阿部和彦「東北地方太平洋沖地震が東京湾に与えた影響」
小松実「コスモ石油爆発事故から見えてきた現実の危険と課題」
『議会と自治体』
、第 168
号、20124)
千葉県石油コンビナート防災アセスメント検討部会、「耐震対策分科会検討結果報告書」、
2011 年 10 月
千葉経済センター「京葉臨海部に立地するグローバル製造業の今後の展開方向」
『ちば経済
季報』2013 年夏号 特別調査
千葉県エネルギーフロントランナーちば推進戦略策定委員会「エネルギーフロントランナ
ーちば推進戦略」
、2007 年 6 月
総務省消防庁危険物保安室 総務省消防庁危険物保安室「東日本大震災を踏まえた危険物施
設等の 東日本大震災を踏まえた危険物施設等の地震・津波対策のあり方に係る検討報告書
（案）
」2011 年 12 月
川崎市「川崎市臨海部防災対策計画」2013 年 4 月
「特集東日本大震災」
『防災科研ニュース』（独立行政法人防災科学技術研究所、2012.1）
東京ガス「成長戦略－LNG バリューチェーンの高度化に向けて」
（Annual Report 2013）
関東経済産業局「関東圏のエネルギー基盤の強靱化に向けて」
（2014 年２月）
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第2章

液状化対策の現状と課題

―浦安市の事例にみる―
合田 寛
１ 液状化対策の現状
市の面積の 86％が液状化現象に見舞われた浦安市は、東日本大震災発生（3 月 11 日）か
ら間もない 2011 年 7 月 22 日、浦安市液状化対策技術検討調査委員会（以下調査委員会）
を設置し、液状化対策に関する取り組みを開始した。震災から 3 年余が経過した今日、一
部の地区で住民の合意が形成されつつあるとはいえ、工事の実施までにはなおいくつかの
難関が控えており、見通しは明るいものではない。
今年 4 月、浦安市は 5 地区（926 戸）で合意形成が完了したとして、他地区に先行して
地盤調査などに入ると発表した 1。地盤調査が終了すれば、「液状化対策事業計画案」を作
成し、具体的な負担額を住民に示し、改めて同意を取り付けることができれば、工事が開
始されることになる。市当局の説明によれば「液状化対策事業計画案」作成には約 1 年半
かかるので、市は同意取り付けの最終期限を 2016 年の初めごろと見込んでいる。工事開始
はそのあとになる。
復興交付金の期限は 2016 年 3 月なので、期限に間に合わせるためには、他の地区につい
ても、遅くとも本年 6 月までに合意形成がなされる必要がある。合意に至った 5 地区（926
戸）は、対策が必要な対象世帯約 1 万 5,000 戸のわずか 6%を占めるにすぎず、期限内に計
画された事業を実施することは、極めて困難な状況といわなければならない。
どうして対策が進展しないのか、その背景を探ってみたい。
１－１ 液状化対策事業の方式をめぐるゆらぎ
第一期 液状化対策技術検討調査委員会（2011 年 7～11 月）
まず液状化対策の工法をめぐる問題である。浦安市は被災からまもなく、液状化対策技
術検討調査委員会（2011 年 7～11 月）を立ち上げ、液状化をもたらした原因の調査と対策
の方策に関する調査を開始した。
調査委員会は石原研而氏（中央大学研究開発機構教授）委員長を含む 15 名からなる専門
家のメンバーで発足した。調査委員会は地盤工学会、土木学会、建築学会の 3 学会の協力
を得て、全体委員会のもとに、それぞれ地盤 WG、土木 WG、建築 WG の三つのワーキン
ググループを設置し、調査を進めた。４回にわたる委員会開催の後、11 月 28 日に「とり
まとめ」として、調査結果の概要を発表し、翌 2012 年 3 月、最終報告書を提出した 2。
報告書の主な内容は概略以下のとおりである。
１、液状化の被害は、埋立てに用いた細粒分を多く含む「埋立砂層」が厚いほど、また、
地下水位が浅いほど大きい傾向がある。
22

２、 地盤締固め工法（サンドコンパクションパイル工法）などによって液状化対策を実施
したエリアでは、道路や歩道などに損傷はなく、敷地内での噴砂現象は確認されない。
３、東京湾北部地震（マグニチュード 7.3、内陸直下型地震）
、1923 年関東地震（マグニチ
ュード 7.9、プレート境界型地震）を想定して計算したところ、元町地域を含む浦安市全域
において液状化が発生する危険性が高い。
４、戸建住宅など小規模建築物は、液状化による地盤沈下で不同沈下を起こし、約 3,700 棟
の建築物が半壊以上（1/100 以上の傾斜）の被害認定を受けた。他方、マンションンなど
大・中規模建築物は、そのほとんどが支持杭などで施工されていたことから、建物本体に
は大きな被害は発生しなかったものの、建築物周辺の地盤沈下による出入口の段差やライ
フラインの寸断などの被害が発生した。
5、戸建住宅について 12 種の沈下傾斜修復工法を示し、その概要、適用条件、概算工事費
用などを一覧表に取りまとめた。
６、道路など公共施設と戸建住宅との一体的な液状化防止工法として、①杭状改良工法、
②静的圧入締固め工法、③格子状改良工法（深層混合処理工法）
、④格子状改良工法（高圧
噴射撹拌工法）
、⑤地下水位低下工法の５つの工法を対象に比較検討を行った。このうち技
術開発の状況や住宅所有者の費用負担などの観点から、
「地下水位低下工法」が実現可能性
のある工法として挙げられる 3。また、地下水位低下工法の実施が困難な場合に備えて、住
宅建替時に個々の所有者の実情に応じて、
「柱状改良工法」など工法を実施することもある。
このように 2011 年の調査委員会の段階では、液状化対策事業の工法として 5 つの工法を
列挙しながらも、その中で実現可能性のある工法として、地下水位低下工法を提案してい
たのである。
第二期 液状化対策実現可能性技術検討委員会（2012 年６～11 月）
浦安市はこの調査委員会の検討結果を踏まえ、さらに液状化対策工法を詰め、その実現
可能性を探るために、翌 2012 年 6 月、液状化対策実現可能性技術検討委員会（以下検討委
員会）を設置した。
検討委員会は調査委員会で実現可能性のある工法としてあげた地下水位低下工法だけで
なく、格子状改良工法、個別の対策工法も含め、液状化防止軽減効果と事業リスクの評価
を行い、道路などの公共施設と宅地の一体的な市街地液状化対策事業の実現可能性を検討
することとした。
検討委員会のメンバーは、委員長の東畑郁生氏（東京大学大学院工学系研究科教授）を
含む 10 人で、委員会のもとに、地下水位低下工法検討 WG、格子状改良工法検討 WG、個
別対策工法検討 WG の三つのワーキンググループを置き、個別の検討を進めた。
検討委員会は三回開催され、第三回委員会で三つのワーキンググループの検討結果がま
とめられ、2012 年 11 月、一般財団法人ベターリビングの名で「市街地液状化対策実現可
能性検討調査報告書」が公表された 4。
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報告書は、東日本大震災規模の地震を想定した場合、市街地の一体的な液状化対策工法
として、地下水位低下工法、格子状地中壁工法ともに、液状化軽減効果が期待できるとし
ている。ただし両工法ともに、対策効果を発揮するには区域内のすべての宅地と道路・下
水道などの公共施設を対象に一括して対策を行う必要があることから、原則として 100 戸
程度以上をひとつの事業区域とし、区域内の全戸の合意が得られることが必要としている。
さらに報告書は格子状地中壁工法に関しては、家屋が相互に近接するエリアでの施工の
困難性などの問題点があり、地下水位低下工法に関しては、事業区域内外での地盤沈下、
不同沈下、家屋の傾斜の恐れがあることなどを指摘している。
またこの二方式以外にも、建て替え時の個別対策工法としていくつかの工法を示してい
る。
このように 2012 年の検討委員会の報告書は、工法を一本化することができず、一体的対
策として、格子状地中壁工法と地下水位低下工法の二つをあげ、その他にも建て替え時の
個別対策も選択肢として示すものであった（第一図）。

図 1 浦安市が示した液状化対策の諸工法
（出典）浦安市「市街地液状化対策事業の検討状況と今後の取り組み」2013.4.24
第三期 住民への説明（2013 年４月～）
浦安市はこれらの報告を受け、2013 年 4 月から関係住民への説明会を開催した。市は住
民説明に当たって、格子状地中壁工法について、
「コスト面などで課題はあるものの、一定
の仕様で対策をすれば、液状化を抑止する効果がある」とし、この方式を提案する一方、
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地下水位低下工法については、「地盤沈下リスクがあるため市として推奨しない」として、
これを退けた 5。
以上みたように液状化対策の工法をめぐる市の姿勢のぐらつきが、住民の不安を招いて
いる一要因として指摘することができる。
１－２ 「住民全員の同意」と費用負担
道路と宅地の一体的な液状化対策に関する国の事業要件は、「3,000 平方メートル以上で
10 戸以上、3 分の 2 以上の合意が必要」とされている。ところが浦安市は、
「100 戸程度以
上を一つの事業区域とし、その区域内のすべての権利者の合意が必要」と、条件を厳しく
している。この 100％合意という厳しい条件が、事業の進展を遅らせているもう一つの大き
な要因である。
なぜ国の基準よりも厳しくするのかという住民の声に対して、市は、
「地下水位低下工法」
と「格子状地中壁工法」の両工法とも、
「対策効果を発揮するには、ある程度大きな区域を
対象とし、区域内のすべての宅地と公共施設を一括して対策する必要があることから、区
域内のすべての権利者に費用負担をいただく必要があります。このことから、すべての権
利者の合意を要件としました」
（市ホームページ）と回答している。
確かに格子状地中壁工法をとった場合、一戸一戸の地下部分を地中壁で囲むことになる
ので、一戸でも参加しなければ区画全体として必要な強度が得られなくなる恐れがある。
しかし、すでに個別に対策を講じた宅地など、住民のさまざまな個別事情を無視して、100％
合意を条件とするのは、相当無理があるように考えられる。
また一戸当たりの負担が大きいことも、住民の足を止めている大きな要因である。市の
事業費試算によれば、格子状地中壁工法で液状化対策を行う場合、一街区２０戸として５
街区（１００戸）の地区を対象にして一体的に事業を行えば、総事業費は 7～9 億円となる
が、そのうち道路部分（3 億円）は国が負担するので、宅地部分の事業費は 4～6 億円とな
る。この宅地部分の費用負担は、道路との一体的な事業であることから、国と宅地所有者
で折半することになるので、所有者負担は 2～3 億円となる。すなわち一戸当たりでは 200
～300 万円となる。このうち市が 100 万円を限度にして二分の一を負担するので、一戸当
たりの負担は 100～200 万円になるとしている（図２））
。
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図２ 浦安市が示した費用負担の考え方
（出典）浦安市「市街地液状化対策事業の検討状況と今後の取り組み」2013.4.24
しかしこの費用見積もりは一地区（100 戸）がまとまって事業を行うことを前提としてお
り、より小規模で行われる場合や、この一体的事業に参加しない所有者が出た場合には、
一戸当たりの費用が膨らむ可能性がある。また宅地開発から数十年を経過した今日、多く
の所有者は高齢化し、わずかの年金で暮らす低所得者も少なくないことが想像されるが、
こうした所有者にとって 100～200 万円という負担は軽いものではない。
１－３ 首都直下型地震への不安
市が提案する工法による液状化対策は、東日本大震災のレベルの地震の再発に備えよう
とするものであり、予想されている首都直下型の大地震が起きた場合の再液状化を防ぐも
のではない。それは国の政策にもとづくものである。
国土交通省は、住宅地などの開発事業に伴う災害の発生を防止する、いわゆるガイドラ
インを 2007 年 3 月に改正し、あわせて「宅地防災マニュアルの解説（第二次改訂版）」
（編
集：宅地防災研究会）
」を取りまとめている。
同マニュアルおよび解説によれば、宅地の耐震性能に関する対策目標について、震度 5 程
度の中地震に際しては宅地の機能に重大な支障が生じないこと、さらに高レベルの大地震
に際しては人命及び宅地の存続に重大な影響を与えないこととされている（第一表）
。
地盤の液状化対策に関しては、中規模程度の地震における対策目標は「生活に支障の出
る家屋の沈下や傾斜は生じない」こととされているが、大規模地震に備える対策目標に関
しては、
「液状化対策を講じておくことが望ましい」という程度のものであり、「家屋の沈
下・傾斜の発生は容認」される。つまり大規模地震の場合には、人命や宅地の存続のため
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の対策は必要であるが、家屋の沈下や傾斜を予防する対策は必要ないとしているのである。
100～200 万円の負担をして講じた液状化対策が、予想される首都直下型地震によって、
無駄になるかもしれない懸念は、浦安市民が慎重になっている要因の一つとして考えられ
る。
表１

（出典）浦安市「浦安市液状化対策技術検討調査報告書」2012.3
２ 期待と不安で動揺する市民
浦安市は液状化対策の工法として、「格子状地中壁工法」を採用する方針を決め、2013
年 4 月から住民への説明会を開始した。市の説明によれば今までに自治会単位で 20 数回の
説明会を実施し、4,000～5,000 名の住民が参加した。市が説明会の対象としている自治会
は 20 自治会（世帯数 1 万 5,511 世帯）なので、およそ三分の一程度の世帯が市の説明を聞
いたことになる。市の担当者によれば、自治会単位の説明会の他、より小規模の勉強会も
開き、個別ケースの相談にも乗っているが、なかなか合意形成が困難な状況にあるという。
たとえば今川自治会（世帯数 2,169 世帯）を対象にした説明会は、2013 年 6 月 9 日と 7
月 28 日の二回にわたって開かれた。一回目の参加者は 280 名で、二回目の参加者は 55 世
帯（56 名）であった。一回目と二回目で重複参加者がいなかったとしても、参加者は対象
世帯の 15％程度である。
二回の説明会で出された主な質問と市側の答弁は概略以下のとおりである。
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住民の質問

市側の回答

「これだけの負担をするのだ

今行おうとしている液状化対策は東日本

から効果をもっとはっきりさ

大震災規模の震災を想定しており、直下

せてほしい」、
「直下型地震が

型でも液状化が生じないようにするに

来ても大丈夫なのか」、「直下

は、コスト面で難しい。しかしその場合

型が来ても格子壁は崩れない

でも格子壁が崩れないように設計してい

か」

る。

「対策によって建物は壊れに

液状化が抑制されることによって建物に

くくなるのか」

かかる地震の力は大きくなるが、建築基
準法が守られていれば建物が壊れること

（１）格子状地

はない。

中壁工法の効

「建物の大きさはいろいろだ

地中壁の区画については、最大で 16×16

果・工法に関す

が、区画は同じでいいのか」

ｍまでは効果があることがわかってい
る。小さい宅地であれば 2 戸で 1 区画、

ること（16 件）

大きい宅地であれば１戸でも庭などに壁
を作るなど個別に検討する。
「支持層のある地下 40 メー

地中壁は支持層までの深さはないが、地

トルまで杭を下ろさないでよ

震によって沈み込むことはない。地中壁

いのか」

は支持するのではなく、液状化を抑制す
るためのものである。

「今川には多くのアパートが

アパートなど広い敷地については別の方

あるが、大丈夫か」

策を組み合わせることも考えられる。

「すでに建て替えをしたが、

建て替えの際、対策を講じたとしても、

隣はしていないので、隣だけ

建物直下は別として、庭や駐車場などの

やればいいのではないか」

液状化を防ぐことはできない。

「各戸の費用負担 が 100 ～

個別の費用負担については宅地の形態に

200 万と幅がある のはな ぜ

よって異なる。面積、長さなどを基準に

か」「敷地の大きさが異なる

地域ごとに決める。

（２）費用負担

時、個人負担はどうするのか」

に関すること

「 境 界の フ ェン スな どの 除

境界フェンス等にかかる負担について

（10 件）

去・復旧などの費用は含むの

は、ブロック塀などを想定して復旧費用

か」

を含めている。

「経費について無利子貸付な

貸付制度など考えたい。また分割支払い

ど貸付制度はないか」

も考えられる。

「国と市は負担するようであ

県の支援については受けたいと考えてお

るが県は負担しないのか」

り、話をしているが、かなり難しい。
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「100％合意は無理なのでは

この事業は合意ができたところからす

ないか」
、
「反対者がいた場合、 る。一軒でもダメならやれない。コミュ
市の方で指導するのか」

ニティーは壊したくない。

「一軒だけができないという

市から情報を出すことはやらない

（３）合意形成

ときに、その情報は秘匿され

に関すること

るのか」

（6 件）

「アパートや駐車場に接して

地権者を探し出すことはやっている。

おり、その所有者との交渉が
できないが、市がやるのか」
「自治会に加入していない人
への働きかけをしてほしい」
（要望）
（４）道路のみ

「宅地で住民がまとまらなか

道路のみに対策を行うことはしない。道

の対策の可否

ったときに、市は道路の液状

路のみに行うと宅地部分に影響が出るこ

に関すること

化対策はやらないのか」

とが懸念される。下水道などへの対策は

（3 件）

しっかりやる。

（５）他の工法

「他の工法と組み合わせるこ

市の地盤条件において適用できる対策工

に関すること

とによって工費を安くできな

法は、格子状地中壁方式だけである。

（1 件）

いか」

（６）その他（4

「土地の価値は変わるのか」

件）

町の評価を変える起爆剤となる。地価が 3
割近く上がるという不動産会社もある。

３ 新しいタイプの公共事業
市の面積の 86％が液状化するという甚大な被害を受けた浦安市にとって、液状化対策は
最優先課題であり、市の復興の目玉政策である。液状化被害を受けた他の自治体からも注
目の的となっている。ところが対策は遅々として進まず、計画通り実施される見込みは立
っていない。
なぜ進まないのか。それは本稿で分析したように、提案された工法について、信頼性、
実効性にかかわる説明責任が不足していること、「100 戸以上、100％合意」という実施条
件に無理があること、100～200 万円の個人負担が過大と受け取られていること、などであ
る。しかしこれらの問題は別々の問題ではなく、根底においては相互に関連している。現
状打開のためには、新しい理念の提示と大胆な発想の転換が求められる。
３－１ 特殊な公共事業としての液状化対策
浦安市のような全市規模の広域にわたる液状化対策は、これまでに経験のない初めての
試みである。浦安市にとっての液状化対策は、同時に市の再生につながる重要問題として
29

位置づけられよう。
浦安市は震災の翌 2012 年 3 月、
「浦安市復興計画～すべての力を結集し、再生・創生を
～」を策定し、「液状化対策を基軸とした安全なまちづくり」を基軸とし、「単なる復旧に
止まらず、‥新たな都市や地域の魅力と価値の創造をめざして取り組む」ことを宣言し、
液状化対策への取り組みを復興計画の第一の柱に位置付けた 6。そのように問題を位置づけ
るならば、液状化対策の手法についても、従来の観念にとらわれないで、新しいビジョン
のもとに進められなければならない。
「道路と宅地の一体的な対策」として液状化対策を進める手法は、とりわけ市内の大部
分が液状化被害にあった浦安市の場合、もっとも優れた手法ということができる。という
よりも一体的な対策でなければ、対策として有効性を持つことができない。なぜなら宅地
と宅地、宅地と街路は地下では密接につながっており、上下水道、ガスの配管などライフ
ラインに不可欠な地下工作物もそれに連動しているからである（第三図）
。
たとえば下水道の場合、住宅から下水処理施設に至る汚水の排水は、宅地内の住宅から、
宅地所有者が管理する宅内配管、宅内汚水桝、取付管を経て、浦安市が管理する公共汚水
桝、公共取付管、公共汚水管・マンホールへと汚水が流れる仕組みとなっている。したが
って、地下で液状化対策を講じる場合、宅地と道路を一体的に行うことによって、初めて
その効果的な機能を維持することができる。

図 3 地下でつながる下水道施設
（出典）浦安市「市街地液状化対策事業で対象とする「地盤の性能目標」
（案）」2012.6.25
すなわち浦安市のように市の面積の大半に及ぶ対象に液状化対策を講じる必要がある場
合、道路と宅地を区別することはできず、文字通り一体的に対策を行う以外に方法はない。
その事業は宅地のためだけではなく、道路のためだけでもない。宅地、道路、地下構築物
すべてを含めた都市の安全と再生のための事業である。
それは私的領域と公的領域が重なり合う共通の地盤を対象とした事業であるが、私的領
域の部分の事業が、液状化対策が有効に機能するための不可欠の要素となっているのであ
るから、全体として公が責任を持つべきで公共事業である。その意味でこの事業は特殊な
公共事業であり 7、新しいタイプの公共事業である。
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またそれは市民の生活インフラの整備としても位置付けられる。この事業により地盤が
安定すれば、市民生活に活気がよみがえり、街のにぎわいも復活していくであろう。それ
は地価にも好影響を与え、固定資産税の増収として市の財政にも寄与することもできる。
３－２ 地域的・市民的公共性
市の面積の 86%という広い範囲が液状化した浦安市にとって、液状化対策は最重要な課
題であり、市の復興もその成否にかかっているといっても過言ではない。したがって浦安
市および浦安市民にとって、液状化対策は最も公共性の高い事業であるといえる。地方自
治制度の趣旨からすれば、浦安市にとって「道路と住宅の一体的な液状化対策」は、地域
的公共性の高い事業であるものと位置付けることができる。
また地域的公共政策は、その性格からいって、住民参加が不可欠である。浦安市の「一
体的対策」は、市が自治会に呼びかけ、その積極的な参加のもとに、多くの住民の合意を
得ながら進められようとしている。また NPO などの市民団体による集会も開催され、多様
な要求や提案が提出されている。浦和市はこれらの市民との対話を重ね、多様な意見を聞
きながら事業を進めているが、これは市民参加の新しい公共事業ということもできる。
４ おわりに
震災後 3 年目にして、一部とはいえ合意形成がなされたことは、明るい知らせである。
しかし事業開始に必要な最終的合意までにはなお難関があり、さらに対象世帯全体が合意
に至る道ははるかに遠い。また点在する住宅やアパートなど、対象世帯の拡大も課題とし
て残されている。
「一体的液状化対策事業」は公が責任を持つべき特殊な公共事業であり、市民の生活イ
ンフラの整備にも資する事業である。また浦安市にとっては最も優先されるべき地域公共
事業であり、市民の参加する新しい公共事業である。この事業を浦和市全域に広め、加速
するためには、
「100 戸以上 100%合意」という厳しい条件の緩和、「一戸当たり 100~200
万円」という高負担の軽減など 8、細かな配慮と大胆な発想の転換が求められる。また事業
の遅れを直視し、国は復興交付金の交付期限の延長を検討するべきであろう９。
注
1

「読売新聞」千葉県版 2014.4.9、
「千葉日報」2014.4.9 など。合意形成された 5 地区は、

舞浜 3 丁目（546 戸）
、美浜 3 丁目の一部（191 戸）、弁天 2 丁目の一部（98 戸）、今川 2
丁目の一部（73 戸）
、同 3 丁目の一部（18 個）の計 926 戸である。
2

浦安市液状化対策技術検討調査委員会、公益社団法人地盤工学会・公益社団法人土木学

会・一般社団法人日本建築学会「平成 23 年度浦安市液状化対策技術検討調査報告書」2012
年3 月
3

同上。この点について報告書は以下のように述べている。「合意形成が可能となる各所有
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者の費用負担上限額を 100～200 万円程度と想定すると、実現可能性のある工法としては、
「Ｅ案の地下水位低下工法」が挙げられる。しかしながら、同工法も、浦安地域の地盤特
性を踏まえた地下水位低下量と液状化防止・軽減効果に関する定量的な評価、地下水位低
下に伴う地盤の圧密沈下による様々な影響、地下水位の継続的な観測やポンプ・止水壁設
置の要否を含む維持管理や施設更新コストの検討など、技術的課題に関する詳細な検討が
必要であるほか、官民の費用負担や土地区画整理事業などの事業手法の検討、恒久的な対
策としての可否について検討が必要である。このため、今後、地盤調査や地下水位低下試
験を含む実現可能性調査を実施し、その結果を踏まえ、事業に伴うリスクや費用負担につ
いて地域住民と意見交換を行いながら事業の実施について慎重に判断する必要がある。」
4

一般財団法人ベターリビング「平成 24 年度市街地液状化対策実現可能性検討調査報告書」

2012 年 11 月
5

浦安市都市整備部市街地開発課液状化対策推進室「市街地液状化対策事業の検討状況と今

後の取り組み」2013 年 4 月 24 日
6

浦安市「浦安市復興計画～すべての力を結集し、再生・創生を～」2012 年 3 月

7

「一体的液状化対策」の公共事業としての特殊性については、前稿でも触れたところであ

る。拙稿「震災による地盤の液状化と宅地・住宅再建の課題」（公益財団法人政治経済研究
所 Seikeiken Research Paper

Series NO.21「東京湾岸地域における臨海部開発と液

状化災害に関する研究」第 4 章）参照。
8

浦安市は「一体的液状化対策」の住民負担を軽減するために、住宅金融支援機構の災害復

興宅地融資制度を適用できることを発表した。同融資制度を利用すれば 390 万円を限度に、
5 年間無利子で融資を受けられる（千葉日報 2013.9.25）
9

復興交付金の期限については、根本匠復興大臣も国会で次のように答弁し、延長に含みを

持たせている。
「まずは平成二十七年度までの間に復興交付金を活用して速やかな復興を進
めていただきたいと考えておりますが、集中復興期間後の平成二十八年度以降における復
興交付金の扱い、これについては、他の復興事業とともに、それまでの進捗状況などを踏
まえながら、財源を含めてその在り方について検討する必要があると考えております」（参
議院東日本大震災復興特別委員会 2014.3.18）
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第3章

茨城県鹿嶋市の液状化災害

―鹿島臨海工業地帯開発とその後のまちづくりとの関連を中心に―
山本唯人
１ 本稿の課題
公益財団法人政治経済研究所液状化問題研究会では、2013 年 12 月 2～3 日、茨城県鹿嶋
市・神栖市・潮来市の各市役所で、東日本大震災に伴って発生した液状化災害とその対策
事業についてのヒアリング調査および被災地の現地視察を行った。
本稿では、そのうち、12 月 2 日、鹿嶋市役所で実施した市街地液状化対策事業担当者の
ヒアリング調査の内容を中心に、その結果をまとめる。
２ 地理的環境
茨城県鹿嶋市は東側を太平洋（鹿島灘）、西側を北浦に面し、その間に挟まれた地域は関
東ローム層の隆起によってできた 35～40m 程度の台地になっている。海岸部分と湖岸部分
では地下水位が高く、東日本大震災ではこのエリアを中心に液状化被害が発生した。
従来、農漁業を中心にした地域だったが、1963 年、鹿嶋市南部から隣接する神栖市の沿
岸部にかけて「工業整備特別地域」に指定され、1970 年代前半までかけて鹿島臨海工業地
帯が形成された。
1969 年、鹿島港が開港し、1970 年、国鉄鹿島線（鹿島神宮駅～香取駅）および鹿島臨港
線（北鹿島駅～奥野谷浜駅）が開業した。
こうした巨大臨海工業地帯の開発およびそれに伴うインフラ整備は、この地域の自然環
境や産業構成に大きな影響を及ぼした。特に、「農工両全」のスローガンをもとに採用され
た「6・4 方式」と呼ばれる用地買収の方式は、鹿島開発に特有の土地整備の方策として注
目された 1。
３ 鹿島臨海開発後のまちづくり―災害に対する脆弱性の重層的蓄積
災害研究では、災害の「物理的衝撃」そのもの（hazard）と区別として、外的衝撃に対
する社会の側の抵抗力の度合いを「脆弱性」（vulnerability）の概念によって把握する 2。
物理的なハザードが加わることによって、地域社会のなかに蓄積されたヴァルネラビリテ
ィ（脆弱性）が顕在化し、それが「災害」状況を引き起こす。
鹿嶋市における液状化災害を考える場合、元来、液状化に弱い自然環境と戦後の高度成
長期に、鹿嶋市地域の自然・社会環境に大きな変化を引き起こした鹿島臨海工業地帯開発
の結果が、災害の発生の仕方を規定する歴史的前提条件になっていることはいうまでもな
い。
しかし、同時に、このふたつの要因（自然環境と高度成長期の開発）だけで液状化の発
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生を説明できるかといえば、そうではない。今回、特に液状化の被害が大きく、市街地液
状化対策事業の対象となった地区を観察すると、このふたつの要因に加えて、臨海開発後
に行われたまちづくりもまた、災害の現れ方に、無視できない影響を与えていることが浮
かび上がってくる。
そこで、本稿では、自然環境、高度成長期における鹿島臨海工業地帯開発、低成長期以
降に展開された臨海開発後のまちづくりという 3 層の影響要因の組み合わせによって鹿嶋
市の液状化災害とその前提となる脆弱性の蓄積過程を検討したい。

自
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境

鹿
島
臨
海
工
業
地
帯
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臨
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開
発
後
の
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づ
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脆弱性
（vulnerability）

東
日
本
大
震
災

液状化
災害
物理的衝撃
（hazard）

図 1 3 層の要因モデル
４ 災害の概要
鹿嶋市の記録震度は以下である。2011 年 3 月 11 日 14:46 震度 6、15:15 震度 5 強、17:19
震度 4、23:00 震度 4。
GSP 波浪計によって 7 回の津波を観測。鹿島港への津波第 1 波の到達時刻は 15:52。
被害の概要は以下である。
表１ 鹿嶋市における東日本大震災・液状化被害の概要
人的被害
死者

1名

住宅被害（2011 年 11 月 14 日現在）
全壊

506 棟

大規模半壊

672 棟

半壊

2,656 棟

一部損壊

3,228 棟

床上浸水

155 棟

床下浸水

77 棟

液状化被害

上記の内 1,447 棟

道路関係被害（2011 年 10 月 24 日現在、被害報告・要望総件数）
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道路亀裂・段差・隆起・液状化

808 件

崖崩れ（法面崩壊）

33 件

水路崩壊

246 件

その他（ブロック・堤防亀裂等）

225 件

計 1,312 件 応急対応（砕石埋戻し等）は完了
全面通行止め

105 か所（解除 95 か所）

片側通行止め

11 か所（解除 5 か所）

断水被害
市内全域（完全復旧 4/14）

16,600 世帯

停電被害
市内全域（通電完了 3/13）

5,528 世帯

（出典）
『鹿嶋市液状化対策検討委員会（概要版）
』
地震発生後、市内全域で家屋倒壊や屋根瓦の落下が発生。被災直後から停電・断水が発
生、交通網（東関東自動車道・鉄道）の遮断などにより物流も麻痺、食料の調達も一時困
難になり、地域は一時的に孤立化した。
海岸部一帯は津波の被害を受け、特に北公共埠頭の背後は最大の被害を出した。平井海
岸の津波痕跡高（港外）は DL＋5.1m、鹿島港周辺の津波痕跡高は北公共埠頭で DL＋4.7m
（浸水深 1.9m）
、南公共埠頭で DL＋6.8m（浸水深 2.8m）、漁港の背後で DL＋3.6m（浸
水深 0.8m）だった。
臨海工業地帯は甚大な被害を受け、港湾施設も一時的に利用が不可能になった。
鹿島神宮駅周辺の宮中・宮下地区、鹿島灘沿岸から内陸の台地にかけての鉢形・平井地
区では特に液状化被害や地盤の損傷が激しかった。
５ 対応の経過
鹿嶋市では、災害発生を受けて、3 月 11 日 15:00、鹿嶋市災害対策本部を設置。防災無
線、広報車、FM 放送（FM かしま）
、市役所ホームページなどを通じて災害情報を発信し
ながら、12 日、支援物資および義援金の受付、13 日、被災ゴミ（がれき）の受け入れ開始、
15 日から罹災証明書の申請受付を開始した。この間、断水したことから、タンク車、ある
いは、災害用井戸からの給水を行った。
市内 9 か所の避難所に 206 人が避難。長いところでは約 1 か月間避難所の開設が続いた。
3 月 14 日、市内全域に計画停電実施、25 日、震災に伴う農水産物被害に関する要望を農
林水産大臣に提出、4 月 5 日、放射性汚染水の海洋放出等に関する要望を茨城県知事、同抗
議を東京電力社長に提出、5 月 11 日、環境放射線モニターによる放射線量の測定開始など、
福島第一原発事故への対応にも追われた。鹿嶋市は地震、津波、液状化、原発事故に伴う
放射能などにより複合的な被害が発生した地域だった。
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罹災証明を発行した世帯は 8,631 件、高速道路無料措置に伴う罹災証明は 3,146 件に上
った。
住宅対策として、3 月 28 日から、市内 5 か所 44～64 戸の入居者を原則 6 か月募集、2013
年 12 月 16 日から 2014 年 1 月 30 日までを入居募集期間として、平井東部土地区画整理地
内に、災害公営住宅を集合住宅 2 棟 12 世帯、戸建 4 棟を建設している。
一方、3 月 13 日には市内全域で停電復旧、4 月 12 日、国道 124 号・県道鹿島港線開通、
14 日、市内全面通水、16 日、JR 鹿島線鹿島神宮～佐原駅間開通、22 日、市内下水管全戸
復旧など、順次インフラの復旧を進め、7 月 4 日、鹿嶋市震災復興対策本部を設立、7 月 11
日、災害対策本部を解散した 3。
2012 年 5 月 9 日、鹿嶋市液状対策検討委員会に液状化対策の検討を委嘱し、2013 年 11
月までに 6 回開催した。
６ 液状化被害の概要―市街地液状化対策事業対象 5 地区の検討
鹿嶋市の資料『鹿嶋市液状化対策検討委員会（概要版）』とヒアリング内容をもとに、特
に液状化の被害が大きく、市街地液状化対策の対象となった 5 地区の被害状況をまとめる
と以下のようになる。
表２ 市街地液状化対策事業対象地区の概要
地区名

状況

駅周辺地区

・明治 18 年地形図：丘陵地に谷部が楔上に食い込んだ地形

（JR 鹿島神宮駅周辺）

・1965 年 JR 鹿島神宮駅建設、これ以降に宅地造成開始
・宅地造成時に田んぼ・谷部を盛土
・東部（線路南部）
：昭和 50 年代－平成直前に換地処分
・東部（線路北部）
：昭和 50 年代終わり－2010 年
・東部：3-4m の薄い盛土、液状化と滑り、割土崩落に近い被害
・西部：最近造成、10 年前くらいから入居開始、厚い箇所で 15m
の盛土、液状化の被害
・東西部とも市施行の土地区画整理、住民から補償の要望あり
・ボーリング調査：何もしないと再液状化の危険性高い
・対策：暗渠排水管を埋設、自然流下により地下水 3m 程度の
低下を期待、擁壁の補修に対して市独自で上限 100 万円の補助
金制度創設
・駅南側には造成宅地滑動崩落緊急対策事業も適用

鉢形地区

・明治 18 年地形図：水田、台地に谷部が食い込んだ地形
・鹿島臨海工業地帯開発後に住宅地として造成、その際一部山
を切り崩しながら谷埋め盛土
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・低地から台地に向けて登っていく貨物鉄道線の周辺で液状化
による激しい隆起・沈下・滑りの被害
・透水管を埋設、地下水位低下工法で 3m 程度非液状化層を厚
くする
平井東部地区

・明治 18 年地形図：山・畑
・昭和 21 年航空写真：畑、ほとんど建物なし
・1994 年から組合施行で土地区画整理事業を開始、バブル経済
崩壊に伴う地価下落を受け財政破綻
・液状化により上下水道、道路の被害
・地下 7-8m のところに玉砂利のような礫層あり、鹿島臨海工業
地帯開発後、昭和 40 年代の建設ブームの時期に砂利を採掘し埋
め戻した箇所が液状化で激しく沈下
・3m 程度の地下水位低下では対応できない、対策工法を検討中
・地盤沈下により 1.5m 程度非液状化層の厚みが増えているので
はないかと想定
・地下 12-3m のところに透水管を埋設、ポンプによる汲み上げ
式で地下水位の低下を図る
・地盤沈下による地盤の強化と地下水位低下を組み合わせて液
状化程度の緩和を図る

平井海岸地区

・明治 18 年地形図：ほとんど地形は変わっていない、海岸沿い
の集落もほとんど変わらず
・砂丘のような砂、液状化で万遍なく沈下
・3-4m の細い道路のためライフラインの埋設で精一杯、透水管
埋設などの液状化対策が難しい
・ボーリング調査の結果、海岸部分再液状化の危険度は相対的
に低い
・全体を対策するのは大変、地盤沈下による地盤の締まり具合
も見ながら対策の範囲を検討
・平井海岸の全壊世帯で平井東部に住宅を再建する例あり
・海岸部で津波の不安を抱える世帯に平井東部に移転してもら
うよう誘導中
・高台で隣接する平井東部地区の地下水位を下げることで平井
海岸地区の液状化を緩和することにもつながると考える

長栖地区

・明治 18 年地形図：旧来の集落はほとんど変わらずに存続
・鹿島臨海工業地帯開発後、水田部を耕地整理
・1990 年代以降バイパス西側は住宅系・東側は業務地区として
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開発を誘導
・北公共埠頭に隣接するため 1-2m の津波被害
・液状化で地盤が万遍なく沈下、道路・水道などの公共施設に
も相当被害
・地下水位低下工法で対応、建物がそれほど密集していないの
で費用対効果を考え事業の範囲を検討
（出典）
『鹿嶋市液状化対策検討委員会（概要版）
』およびヒアリングによる
工業団地においても、火災・津波で新日鉄住金の従業員全員が避難、液状化で工場が傾
くなどの大きな被害が出たが、市街地液状化対策事業の適用外になっている。
また、大野地区でも液状化被害が出ているが、市街化調整区域のため対策事業の適用外
になっている。
７ 液状化対策の概要
鹿嶋市における液状化を防ぐための基本的な対策工法は、自然流下による地下水位低下
工法となっている。これは、透水管を埋設することによって地下水位を低下させ、非液状
化層を厚くし、液状化被害を防止する工法である。広範囲の施工に適しているが、ランニ
ングコストが必要で、隣接地などへの沈下の影響が懸念される 4。
技術的な側面に加えて、道路など公有地での工事が基本になるため、宅地所有者の負担
が少なく、合意が得られやすい点も、この工法の採用を促す背景となっている。平井東部
地区・鹿島神宮駅周辺地区・鉢形地区で実証実験を実施し、2014 年 4 月 27 日、3 地区にお
ける市街地液状化対策事業の権利者説明会が開催された。
復興交付金による市街地液状化対策事業は、土地所有者の 3 分の 2 以上の同意が補助要
件となっており、この割合以上の同意を得ることが実施の条件となる 5。ただし、これはあ
くまで、復興交付金を国から得るための条件であって、工事に同意しない地権者が現れた
場合、どのように利害の調整をはかるかについては、法的ルールがあいまいになっている
点に注意が必要である。この点は、工事を実施する段階になって、リスクとなる可能性が
ある。
住民負担に関わる問題として、事業対象地区のひとつである鹿島神宮駅周辺地区は鹿嶋
市の造成した宅地であったことから、補償を求める声があった。鹿嶋市では、市に法的な
賠償責任はないとした上で、対象を駅周辺地区に限定せず、擁壁の修理について、市独自
に上限 100 万円の補助金制度を創設するという方法で対応した。
もうひとつ、対策事業の行方にかかわる要素として、地価下落の問題がある。駅周辺地
区で切土・盛土の境目で地価が下がるなど、液状化リスクの顕在化した地域では地価が下
がる傾向にある。この問題が特に深刻なのは、平井東部などの区画整理区域で 6、もともと
バブル崩壊などの影響で財政破綻状態にあったこうした地区で、さらに地価が下落すると
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いう事態になれば、仮に工法的に液状化対策が成功したとしても、財政的に事業が成り立
たなくなってしまう。
いったん低い金額で評価されてしまうと、それが実績として固定化してしまうリスクが
あり、液状化対策を実施することによって、これ以上の地価下落を少しでも防ぐことは、
その後の宅地形成にとって必須の課題になっている。
８ 考察―液状化災害の重層的要因と社会的対応策の必要性
ここまで述べてきた調査結果について、液状化を引き起こした地域的要因を「自然条件」
「臨海工業地帯開発の影響」
「臨海工業地帯開発後のまちづくりの影響」の 3 つに分類し、
整理してみよう。
表 3 液状化の地域的要因の整理
地区
駅周辺

自然条件

臨海工業地帯開発

臨海開発後のまち 対策

の影響

づくりの影響

・丘陵地に谷部が

・鹿島神宮駅の造

・駅北側の宅地造 ・地下水位低下

切り込む地形

成

成（昭和 50 年代

・造成宅地滑動崩

・駅南側の宅地造

終わり～平成 22

落緊急対策事業

成（昭和 50 年代

年）

・擁壁の修復に市

～平成直前）

・駅西部の宅地造 独自の補助金

・田んぼ・谷部を

成

盛土
鉢形

・元水田、台地に

・臨海開発ができ

・地下水位低下

に谷部が切り込む

たときに住宅地と

・滑りのリスク

地形

して造成
・山を切り崩して
谷部を盛土

平井東部

・元山、畑

・建設ブームの際 ・1994 年から組合 ・礫層の採掘跡、
砂利を採掘して埋

施行の区画整理

め戻し

・バブル経済崩壊 ・地盤沈下による
後財政破綻

対策検討中
締固めの効果と地
下水位低下工法の
組み合わせ
・地価下落リスク

平井海岸

・ゆるい砂層

・細街路のため対

・ほとんど開発の

策困難

影響なし

・平井東部の地下
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水位低下による間
接的効果
・津波のリスク、
平井東部に移転誘
導
長栖

・臨海開発後に耕 ・1990 年代以降住 ・地下水位低下

・水田

地整理

宅地・業務管理地 ・建物非密集地区
区化

では費用対効果を
考慮した対応
・津波のリスク

自然環境

利
根
川
下
流
域
の
関
東
ロ
ー
ム
層
・
地
下
水
位
が
高
い
地
域

臨海開発後の
まちづくりの影響

臨海開発
の影響

区
画
整
理

谷
部
を
盛
土

鹿島神宮駅

周辺地区
鉢形地区

【滑り】

【地価下落】

滑動崩落対策事業
擁壁補修補助

砂
利
採
掘

【激しい沈下】

区
画
整
理

平井東部地区

【財政破綻】
平井海岸地区
【津波リスク】
移転誘導

耕
地
整
理
【液状化リスク】

市
街
地
化

長栖地区

【津波リスク】

地下水位低下

図２ 液状化の地域的要因の模式図
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表 3 の整理を模式図のかたちに表すと、図 2 のようになる。
まず、すべての地域にまたがる共通する土台として、鹿島地域が利根川下流に開けた標
高の低い台地で、地下水位が高いという自然条件の問題がある。この地域は長い間、農業・
漁業などを中心としていたが、1960 年代から 1970 年代にかけて、鹿島臨海工業地帯が造
成されたことによって、低地・谷部の埋め立て、砂利の採掘などが進められ、それまでに
ないかたちでの宅地開発・工業団地が開発された。このふたつの要因が結びつくことによ
って、この地域に液状化災害のリスクという新たな問題が立ち上がってきたのである。こ
うした地盤災害のリスクは、鹿島臨海工業地帯開発の段階から潜在的に存在していたもの
ではあったが、それが、東日本大震災という巨大なハザードの発生によって顕在化したの
である。
しかし、災害発生の要因を詳細に検討してみると、こうした、自然条件と臨海工業地帯
開発が結びついたことによるリスクという点だけにとどまらない要因も浮かび上がってく
る。それは、駅周辺地区、平井東部地区、長栖地区などにみられるとおり、鹿嶋市では、
1990 年代以降、新たに進められた宅地開発の動きの中で、地価下落に伴う区画整理事業の
財政リスク、また港湾隣接区域の市街地化に伴う津波リスクなどの新たなリスク要因が付
け加わり、東日本大震災の被害のあり方に複雑な影響を投げかけているという問題である。
図 2 の模式図によって、こうしたリスク要因と対策の対応関係をみると、鹿嶋市で液状
化防止の基本的な対策工法として採用されている地下水位低下工法は、地下水位の高さと
いうこの地域の自然条件がもたらす要因に対応するものではあるが、例えば、臨海開発の
過程で生じた砂利の採掘や津波のリスク、あるいは、1990 年代のバブル崩壊期以降の宅地
開発によって生じた財政リスクなどの課題に十分答えるものにはなっていない。
東日本大震災による液状化災害からの復旧、今後の液状化に対応するためには、高度成
長期の産業開発段階で生じたリスクに加えて、バブル期以降の開発によって生じた、それ
以外のリスク要因を合わせて検討すると共に、市街地液状化対策事業の工学的な対応策を、
新たな宅地開発や地価下落など、現代社会の変動に対応した持続可能なまちづくり手法の
開発と結び付けていくことが求められるだろう。
※鹿嶋市役所でのヒアリング調査に当たっては、鹿嶋市役所建設部都市計画課の菅谷毅氏、
同市企画部企画課の君和田浩幸氏に貴重な情報提供をいただきました。記して感謝します。
注
1 鹿島臨海工業地帯開発については、
（鹿島開発史編纂委員会 1990；茨城大学地域総合研
究所 1974；高校地理教育談話会 1975；佐藤 1975；帯刀 1975；佐久間 1976）な
ど参照。
2 脆弱性（vulnerability）とは、自然の物理的インパクトである「ハザード（hazard）
」と
対比され、
「自然のハザードの衝撃に対し、備え、対処し、立ち向かい、そしてそれから立
ち直る能力という点での個人や集団の特徴」を意味する。それは、
「ある人の生命と生活が、
自然あるいは社会における個々の特定できる事象によってどの程度リスクにさらされるか、
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それを決定する諸要因が組み合わさったもの」と定義される（Blakie et.al. 1994:9）
。
3 『広報かしま』災害臨時号（2011 年 3 月 20 日）
、『広報かしま』災害臨時号（2011 年 3
月 27 日）
、
『広報かしま』第 393 号（災害特別号）
（2011 年 4 月 1 日）、
（鹿嶋市 2012）
など参照。
4 液状化の原理および地下水位低下工法については、
（濱田 2012）参照。維持管理のコス
トについて、鹿嶋市では、独立した費目になるのか、下水道の維持管理費用に含めて支出
するか、また 100 年も 200 年も維持し続けるかは疑問で、地盤の変化も加味しながら、20
年、30 年程度で立て替えなどを契機に徐々にやめていく方向が合理的ではないかなど、検
討中である。
5 復興交付金による市街地液状化対策事業については、国土交通省都市局都市安全課「液状
化対策推進事業について」参照、国土交通省 HP
（http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_fr_000005.html）
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第4章

茨城県神栖市地域における液状化被害をめぐる諸問題
―鹿島臨海工業地帯の開発の歴史を中心に―
北村 浩

１ はじめに
2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災において、津波や、福島原発事故による災害
など、さまざまな影響と被害・損害を与えることとなった。その中では、比較的注目され
なかったとはいえ、広範な範囲に被害をもたらしたものとして、液状化災害を挙げること
ができるだろう。液状化の被害の存在そのものは、東京湾岸にある千葉県浦安市の大規模
な埋め立て地で発生した液状化現象によって、一応は知られているところではある。
しかしながら、東日本大震災を契機に引き起こされた液状化現象は、関東地方を中心に、
東日本のかなり広い範囲に及んでおり、臨海部の海岸線だけではなく、河川の付近や沼地
など内陸部にも相当数点在している。このような現象の全体像およびそれが与えた影響に
ついては、必ずしも十分に認識されているというわけではないと思われる。ある程度知ら
れるようになったものは、その被害のあくまでも一部にすぎず、社会経済的な観点を含め、
条件によって多様な影響をもたらした、この液状化災害については、いまだ十分に言及さ
れていないというのが、現状といえるのではないだろうか。
茨城県南部の沿岸地域も、そのような液状化被害が大きかった場所であった。神栖市を
中心にした鹿島臨海工業地帯とその周辺の一帯において、さまざまな被害が顕在化した。
神栖市は、隣接する鹿嶋市や潮来市とならんで、住宅地などに大きな被害が発生した。ま
た、臨海部の産業コンビナートの拠点と位置付けることのできる、国際貿易港である鹿島
港など、港湾施設やその周辺の工業地帯などでは、津波の被害も受けており、津波と液状
化の二重の被害をこうむったことになる。この被害状況の一端を明らかにすることは、液
状化災害について、必ずしも多くは語られていないという、先ほどの指摘を補う意味を持
つことにもなるだろう。本報告は、このような問題意識にもとづいている。
そこで、本報告は、まず、神栖市地域に、液状化が与えた影響について、なぜこのよう
な被害が発生し、それがどのような影響をもたらしたのかを理解する、その手始めとして、
産業開発、工業化を軸に、この地域の歴史的な経緯を、その自然的条件をふまえて、検討
することにしたい。その際に、なかば必然のこととなると思われるが、鹿島臨海開発に焦
点を当てることとなる。こうした知見に加えて、神栖市による液状化の被害への対応策を
フォローすることにより、液状化現象の一端を理解できればと考えている。また、近代化、
産業開発が、いかに今回の地震とそれによって派生した事態に、大きな影を投げかけてい
るのか、その関係を検証し、比較をするという視点から、福島県浜通り地域の開発の歴史
についても言及することとしたい。被害の普遍的な側面が得られればと考えている。
なお、神栖市域における液状化被害を論じる際に、付言するならば、鹿島臨海開発の問
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題に焦点を当てざるをえないのは、地理的にも、鹿島臨海工業地帯の中心に位置すること
もあるが、それだけではなく、まさに神栖の歴史そのものが鹿島臨海開発を抜きには論じ
ることが不可能であり、その被害の態様を理解するためには、その歴史的検証が不可欠な
ことと思われる。したがって、本稿では、これらの諸点を意識しながら論を進めていくこ
ととしたい。そのため、神栖市における液状化被害そのもの、およびそれへの市当局によ
る対応については、今後のさらなる課題となることをあらかじめお断りしておきたい。
２ 鹿島臨海工業開発と神栖市
茨城県神栖市の今日の姿を考える際に、鹿島臨海工業地帯とその開発を抜きに語ること
はできない。地域の変化は、まさにその歴史とともにあり、自然的条件も開発によって大
きく変貌を遂げてきた。それが地震に際しての被害、とりわけこのような形で液状化災害
をもたらした大きな要因であることは否定できないように思える。
それらの事柄を念頭に、神栖地域の歴史と自然、および鹿島臨海開発の歴史、産業化に
よる影響の諸点を考察していきたい。これらを通じて、今回の東日本大震災にともなう液
状化災害の意味づけが、少しでも明確化できればと考える。
２－１ 神栖の自然と歴史
今日の神栖市の地域は、そもそも、現在の利根川の河口域に発達した河口デルタ地帯で、
砂礫の堆積した地形が大半を占めている。それらが小規模な砂丘を形成し、隆起と沈降、
海進と海退をくり返して、今みられるような形態となっている。そのため、地下水位が高
く、稲作農耕が古くからみられると同時に、今回の液状化被害の遠因ともなっている。
また、河口デルタ地帯の特色ともいいうるものであるが、周辺には水郷地帯としても有
名な潮来や、対岸の千葉県側となるが、香取・佐原などがあるように、海上交通や舟運が
古来よりとても盛んで、そうしたネットワークによって地域の歴史的な社会状況が形作ら
れていた側面がある。つまり、農業生産の一方で、海上交通ネットワークによる富の集積・
移動や、海からの生産物を生業とする人びとの暮らしが成立していたのである。いわゆる
「海の民」の存在が、この地域の歴史的な姿を彩っているということができるだろう。
総じて、現在の神栖市を構成している地帯の自然は、軟弱な地盤の砂地が広がる平板な
地形を有している場所といってよいだろう。そうした大地のうえに水田や林が点在してい
る、こうした光景が原風景ともいうべきものであるといえるだろう。近代化される以前の
この地域は、基本的には、海上交通ネットワークの一部として、一定の繁栄をみることは
あっても、農業と漁業を中心とする比較的穏やかな、その意味で、いわば典型的な寒村に
すぎなかったということができるだろう。これが鹿島臨海開発によって、その容貌が一変
することになる。それまでは、必ずしも、脚光を浴びるような存在ではなかった。
前近代の神栖の地域は、風光明媚な場所として多少は知られるところではあったとして
も、どこにでもあるありふれた寒村のひとつであり、平凡な地域であったということがで
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きるだろう。海に面した河口部として、そこに堆積した砂からなる土地で、軟弱な地盤で
はあるが、その地形に根ざした生業があり、それによって人びとの暮らしがが成り立つ、
そんな地域であった。この点では、近代にいたっても、しばらくは、そうした生活、生活
様式が大きく変容することはなかった。いわゆる開発とは無縁の場所であったということ
ができるだろう。近代化の波が押し寄せるのは、比較的最近のことということになり、そ
の意味では、その歴史はそれほど深くなく、むしろ浅いものといえるだろう。
それでも、この神栖の地域にも、1920 年代に、
「文化村」といった名称で、都市部住民の
別荘として分譲しようという動きがあった。近代的な開発のさきがけとなるエピソードと、
これを評することができよう。この計画は、昭和初期の恐慌の影響もあって、必ずしも、
十分に成果をみることはなかったが、近代における都市との関係を感じさせる原点ともい
うことのできる出来事であり、最初の都市化の余波といえるのではないだろうか。
その後、戦時期に入ると、この地域にも、軍事化の影響があらわれ、軍用地としてもち
いられるようになった。主として、平たんな地形から、飛行場としての役割が与えられ、
訓練用の飛行施設などが建設された。ほかに特徴的なのは、飛行機開発の実験用の用地と
して、おもに実証実験のための飛行場も、同時期に作られたことであろう。そのためには、
広大な土地を必要とし、また、平らな土地であることが求められることから、その後の開
発の性格を規定することにつながっていくといえるだろう。
敗戦後には、軍用地としての使用は、その必要性が失われ、それに代わって、無住地や
荒れ地、放棄された土地などを主たる対象として、開拓がなされた。それは戦後の開拓の
一環としてのものである。これは、それまで十分に利用されてこなかった地域の再開発、
再植民という性格をおびつつ、内的植民地化の論理を貫徹させるという側面を有するもの
でもあったということもできるだろう。この点は、他の場所と同様であろう。
だが、その一方で、再び、この地域に、軍用、すなわち、基地を建設するという計画が
浮上した。発足したばかりの自衛隊の航空基地として使用するというものであった。しか
しながら、これには反対が根強く、結果的には、それは最終的にとん坐することとなる。
広大で平坦な土地であり、さまざまな用途の標的にされるということであろうか。
これが鹿島開発へといたる、神栖地域の歴史であり、開発の前史ともいうべきものであ
る。ここからも明らかなように、その自然条件が、大きくその性格を規定し、特徴づける
ことになるといえるだろう。確かに、その意味では、工業開発の適地といいうるものであ
ろう。また、こうした経緯をたどった開発であったがゆえに、印象としては、なにもない
一寒村に突如として、巨大なコンビナートが出現したとの感を与えることとなる。
２－２ 鹿島臨海開発
それでは、鹿島臨海工業開発の経緯を、ここで簡単に振り返っておきたい。これは、日
本の工業開発、産業開発の歴史になかでも、大事業の部類に加えることが可能なものであ
り、国土開発の一部として計画されたものといえる。同時に、事業を行う茨城県としても、
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当然のことではあるが、一大事業であり、実施主体の状況をふまえる必要があるだろう。
茨城県にとって、鹿島臨海工業地帯の開発は、まず、中心地域である水戸周辺と比べて、
相対的に開発からとり残された、遅れた地域として把握されていた県南西部を、一挙に近
代化し、生活水準の向上を図るという事業であった。それゆえ、各地に展開していた重化
学工業の集積地としてのコンビナートの建設という、その当時の国土開発の主流的手法が
とられたということができるだろう。とりわけ、それにむけての当時の知事をはじめとす
る県の執行部の体制が、強力に後押しており、そうしたイニシアティブがなければ、おそ
らく実現は困難であったであろう。重要な位置を占めていたといっていいであろう。
戦後の茨城県の開発の歴史においては、エネルギー政策の転換が大きな要因として指摘
できる。確かに、日立市を軸とする、県北西部の、民生用を含む、電気機械産業の一大集
積地があるにしても、しかし、同じ北西部の常磐炭鉱が、エネルギーのシフトチェンジに
よって、縮小から閉鎖へと余儀なくされていく傾向にさいして、それに代わる産業を育成
する必要に迫られていたということができる。その一つが鹿島開発であった。
このほかには、東海村を主軸とする原子力開発の施設群の誘致と、筑波研究学園都市の
整備があげられる。これらの事業は戦後の茨城県における三大開発事業というということ
ができるだろう。地域的にも、バランスがとれた形で、均衡のある発展を目指したという
ことができ、地域的な格差を解消ないしは、極小化を目指したということができるだろう。
その意味では、日本の戦後の総合開発体制における、地域開発のパターンと合致する。た
だ、特徴的なのは、鹿島を除く、ほかのふたつの開発に見られるように、直接的な生産施
設への投資ではなく、研究開発基盤への投資であったということであろう。
このような背景を持った鹿島開発であったが、それはどのようなものであったであろう
か。ほとんど近代的な産業基盤を持たない農村に、大規模な工業地帯を造成するというも
ので、まさにまっさらな状態での用地の取得から、それは始まることになる。ここに鹿島
開発で特色となる用地の取得方法である、「鹿島方式」ないしは、
「6・4 方式」というもの
が導入されることとなる。おもに農地として使用されていた砂地の広大な大地に、人工的
に、重化学工業の集積地を建設すると同時に、農業地域を含めて、計画的な都市をつくり
出そうというものであった。それは国土改造の一環ということができるだろう。
この計画の手はじめとして、まず、工業地帯の中心をなす施設と位置づけられる港湾の
整備が着手された。重要港湾として指定された鹿島港である。ここから原材料などを供給
し、隣接の工業施設での生産活動を行うという、コンビナートが形成されることとなった。
これが鹿島臨海工業地帯の核心部となり、最終的には、重化学工業を中軸に、60 社あまり
の企業群からなる一大生産拠点、コンビナートへと発展していった。
純農村地帯ということのできる場所に、突如として出現した鹿島臨海工業地帯という、
工業集積地の建設にさいして、その過程でカギとなるのが、やはり、土地の取得、用地の
買収であった。そこで考え出されたのが、
「鹿島方式」とか「6・4 方式」と呼ばれることに
なるものなのであるが、それはこの一帯の開発の目的であった、地域開発、すなわち、こ
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の地域の近代化と生活水準の向上、貧困からの脱却ということと密接にかかわっていた。
そこに鹿島開発の理想をみることが可能であり、さらには開発の思想を読み取ることがで
きるだろう。それゆえに、特質のある方式と形容されることになるのであろう。
具体的にそれは、対象用地の地権者に対して、所有する土地の全体を提供してもらうの
だが、その 4 割を工業用地にあて、残りの 6 割分を、ほかの場所に用意した、新たに造成
した農業用地として提供し、工業用地分の 4 割については、金銭による売却代金を受け取
るというものであった。だが、実際には、金銭ではなく、工業用地の完成後に、企業に売
り渡したのちに、その代金から支払われるということを保証した債券が発行され、それを
地権者は受け取ることとなった。そのため、用地の取得をする段になって、債務の補償が
本当になされるのかということに対する不安などから、交渉は難航したところもあった。
それはまさに、工業地帯の開発にともなう、大規模な土地改造、地域の構造変革という
ことができる。これに従い、住民の移動や、産業の移転などが発生し、地域の総入れ替え
の様相を呈することになったといえるだろう。このことがまた、神栖地域の流動性という
ことへとつながっているということができ、それが土地に固着しないというありようとも
なっていると、評することができるのではないだろうか。そこにこの地域の特徴となるも
のを見て取ることは、あながち不可能なことではないのではないだろうか。
こうした根底からの変化を可能とし、また、大規模な工業用地の取得を促進し、さらに
は、大掛かりな土地の移動をうながしたのが、
「農工両全」という、鹿島開発の思想であり、
理想であった。この「農工両全」というアイデア、理念は、鹿島開発の当初のもくろみで
あった、近代化による生活水準の向上と地域の貧困状態からの脱却ということに関わり、
地域が豊かになっていくこと、それは工業発展、工業化と同時に、従来からの生業である
農業も同時に近代化し、発展していくということの表現であった。
その意味で、この「農工両全」という理念は、単なる産業振興、農業開発のスローガン
を越えて、鹿島開発、さらには、神栖を含む、この地域、鹿島地域全体のビジョンを表し
ているということができるだろう。こうした産業化を基軸にして地域全体の底上げを図る
という考え方は、まさに、国土開発、国土改造と経済の高度成長という背景によって成立
したものといって差し支えがないだろう。ここに、一定の普遍性をみることは、それほど
難しいことではなく、むしろ、容易なことではないだろうか。
２－３ 産業化とその影響
鹿島開発によって、この神栖の地域にもたらされた事柄として、どのようなことがあげ
られるのだろうか。その影響は非常に大きいものであったことは、容易に想像できるであ
ろう。なにしろ、この地域の容貌を一新するほどの出来事ということができ、さまざまな
面で根底からの変化を与えるほどの事柄であったことは、疑いようのない事実なのである
から、その影響も甚大であることは論を待たないことであろう。
そのインパクトとして、まず、人口の増加ということがあるだろう。ひなびた農村にす
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ぎなかった神栖が、ほぼ一夜にして産業都市として変貌を遂げた以上、人口増加は避けら
れない。多くの人びと、おもに工場労働者やそれに付随する産業に従事する人たちが、各
地から流入してきた。人口増加は急ピッチで進み、昭和の合併でできた村が、鹿島開発に
よって、またたく間に市へと昇格した。人口増加は目を見張るほどのものがある。寒村か
ら、一大工業都市へと発展したということができるだろう。
それによって、都市インフラが整備され、区画整理された広い街路が特徴的である。し
かし、人工的で、急速に膨張した場所であるために、自然に形成された都市のような中心
市街地がなく、交通手段が制約されるという事情もあり、コンパクトな街とは言いがたく、
いわゆる車社会の都市構造である。確かに、近代化はなされてはいるが、必ずしも、人に
やさしい街づくりとは言えないであろう。また、都市のインフラの整備にかかわって、鹿
島開発という大規模な工業開発の帰結として、市の財政状況は、すこぶる良好といってよ
く、豊富な財源を用いて、すばやく整備されてきたということができる。
鹿島開発によって、さらには、そこに住む住民の意識も大きく変容することとなった。
もちろん背景には、日本社会全体の高度経済成長という要因もあるが、端的に文化水準も
向上し、教育を受ける機会も飛躍的に多くなっていき、就業構造も劇的に変わったといえ
るだろう。こうした変化が、他地域からの人口の流入と相まって、地域の流動化へとつな
がっていくのであろう。一度土地から切り離され、居場所をシャッフルされた帰結として、
多くの農村に見られるような、土地への拘束が弱いような印象である。
しかしながら、鹿島開発のもたらした最大の影響は、公害問題ということができるだろ
う。
「農工両全」という言葉に象徴されるように、ある種の理想主義を掲げた鹿島開発にお
いて、公害はあってはならないものであり、その思想の根底には、公害のない産業化、工
業化というものがあった。しかし、実際には、その当時の日本の工業地帯と同様に、深刻
な公害問題が存在した。環境汚染としての鹿島の公害問題は、その当時の住民の運動を呼
び起こした。鹿島臨海工業地帯に立地する事業所からの有害物質の排出に起因する水質の
汚染や大気の汚染などが、そのおもなものであるが、これらの環境への影響は、急速に工
業開発を推し進めていた、高度成長期の日本における、いろいろな工業地帯で見られるの
と、まったくといっていいほど同じものであったといえるであろう。
鹿島開発の理想に沿って、公害の未然防止を進出企業に求めてはいたのであるが、それ
なりの法整備が試みられたものの、効果はそれほどなく、公害と、それに対する住民運動
が発生した。それに対する一定の対策が整うまで、被害は継続していた。その意味でも、
高度成長期の日本における、典型的な公害問題であり、それへの住民の反応とすることが
できよう。鹿島開発も、その理想とは裏腹に、その例外とはいかなかった。
３ 東日本大震災と鹿島臨海工業地帯
神栖市域を含む、鹿島地域、鹿島臨海工業地帯も、2011 年 3 月 11 日の東日本大震災に
おいて、他の太平洋沿岸地域と同じく、被害をこうむった。被害は、液状化被害が、一定
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程度知られるところであるが、それにとどまらず、津波や地震そのものによる被害もみら
れた。ここでは、鹿島臨海工業地帯における被害を中心にして、これらの被害を概観して
おきたい。その際に、工業用地における直接的な被害と、液状化についてふれてみたい。
３－１ 地震および津波被害
3・11 の地震では、茨城県北部も、周知のとおり、相当の揺れが、かなりの時間継続して
発生した。その結果、神栖市ではないが、鹿島の周辺でも、地滑りなどの直接的被害が出
た。工業地帯における事業所内の敷地での被害の実態は、市の管轄の外という事情もあり、
必ずしも十分明らかではないが、建物などにも地震動よる影響はあったようである。企業
活動に支障となるためか、詳細は明らかにされないことが多いが、少なくとも周辺環境へ
の影響や、被害の波及ということはみられなかったようである。
他のコンビナートで発生したような大規模な火災や、それによる大気中への影響は見ら
れず、それほどの社会問題としては、把握されていないようであった。むしろ、そのよう
な影響という点では、津波による被害の方が顕著であったということができるだろう。津
波は、鹿島港を襲い、かなりの被害を出した。事業所が密集している南側の埠頭は、工業
用地に隣接しているため、それほどではなかったようだが、周囲が更地となっている北側
の埠頭付近は、岸壁などの港湾設備に相当の被害があったようで、大がかりな改修、修復
工事がなされていた。ただ、経済活動などには、直接的な影響はなさそうであった。
この津波は、当然のことではあるが、海岸線から離れた場へも浸水をして、そのための
被害をもたらした。江戸末期から明治にかけて、灌漑と開拓のために作られた掘割の水路、
今日では川となっているが、をさかのぼって、基幹道路の付近にまで浸水したため、商業
施設などが被害をこうむった。そのほかの場所では、大規模な津波の遡上はなかったよう
ではあるが、それでも、決して、少なくはない被害ということができるだろう。地震動に
よって発生し、太平洋岸を襲った津波は、事業所などの大きな建物に遮られたという側面
はあるようではあるが、一定の被害を神栖の地域にももたらしたといえるであろう。
３－２ 液状化被害
神栖市の場合、液状化による被害は、その軟弱な地盤であり、地下水位が高いという事
情によって、かなり広範にみられたのであるが、それに加え、鹿島開発のさいなどを中心
に、砂利の採取が行われたため、影響を拡大することとなったようだ。液状化は、津波に
遭遇しなかった場所をなどに、点々と広がり、鹿島開発の一環として区画が整理され、ま
た、その後の宅地開発で造成された住宅地などに、大きな影響をあたえた。農業用地にも、
被害がおよんだ可能性があるが、その実情は、つまびらかにはなっていない。
市で把握している、つまり対策事業の対象となる地区、基本的には住宅地であるが、そ
れらの総計は、全部で 18 地区、面積にして 700 ヘクタールほどで、戸数にして、1300 戸
あまりという規模となる。これらの地域、特に被害の大きかった地区では、液状化によっ
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て、住宅が傾き、上下水道の配管や水路などが寸断され、生活するためのインフラ、基盤
としては、相当の不便を強いられているということができるだろう。
市内のいろいろなところで液状化が発生しており、これも鹿島開発にともなう、大規模
な土地開発、土地の改造の帰結ではないかと思わせる。
「鹿島方式」によって土地の交換を
含む、区画の整理がなされ、地域の再編、場所の再編ともいうべき、もとの土地を人工的
に区分けしたことが、このような形を招いたのではないだろうか。また、新たに造成され
た住宅地にしても、鹿島開発によって、住宅の需要がもたらされたために作られたという
事情が指摘できるだろう。その意味では、影響は、決して少ないとはいえないであろう。
補論１ 神栖市における液状化被害の対策
神栖市内のところどころに点在する液状化被害に対して、神栖市としては、国からの復
興交付金事業として、液状化対策事業を計画している。すでに、対象となる市内 18 地区の
うち、5 地区で事業計画の策定が始まり、残りの 13 地区では事業計画の策定の予定という
状況になっている。この計画中の 5 地区で、面積にして半分以上、戸数でも 6 割ぐらいを
占めている。比較的大規模で、地域的にもまとまったところで、先行的に進められている
ということができるだろう。そのほかにも、対象となる個人の宅地、住宅の周囲にある、
道路の段差や、配管の埋め直し、水路整備などが、先んじてとりおこなわれている。
採用された工事の手法は、
「地下水位低下工法」で、すでに実証実験もなされている。こ
の工法は、比較的安価に、容易に実施できるとのメリットから、多くの液状化の被害をこ
うむったところで採用されつつある。ポピュラーな対策法となりつつあるといえる。
神栖市での対策の特徴としては、その費用負担の少なさと、対策に不具合が生じたさい
の補償の仕方であろう。原則として、住民の負担を極力少なくするという方針自体は、多
くの自治体が採用しているところであり、それほど目新しいものとはいえないかもしれな
いが、それに先鞭をつけるように、比較的早い段階から、このような方針で臨んでいたと
いえる。また、この「地下水位低下工法」は万全のものではなく、液状化被害をまったく
防止することは困難であるといえ、そのような場合を含めて、対策工事に不具合が発生し
た場合には、自治体、市による補償をおこなうというものである。
これに加え、復興交付金の対象とはならない、地下水位を低下させるためのポンプなど
の維持管理のランニングコストについても、基本的には自治体、市の一般財源からの負担
となる。この点は、多くの自治体で同様の方向を検討中ではあるが、これもそれに先駆け
るように検討されてきたようである。さらには、対策ではないが、住宅への被害があまり
にも甚大な場合には、他所への移転、住みかえも促進しているようであった。
総じて、このような豊富なメニューと、資金的に余裕のある、神栖市の液状化対策は、
その豊かな財源によっているところが大きい。鹿島開発によって、長年にわたって、基本
的には、神栖市は地方交付税の不交付団体となっている。そうした背景から、このような
思い切った施策を考えることができるといえるだろう。これも、鹿島開発の帰結と評価で
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き、その恩恵を被っているということができる。その意味ではとても条件に恵まれている
と評価できるだろう。また、地域、土地への固着が薄く、これも鹿島開発の結果であろう
が、移動へのバリアーが低い、その意味で場所への帰属意識が弱いということも、液状化
対策にさいしても、それへのハードルを下げる効果になっていると考えられるだろう。
補論２ 福島県浜通り地域の開発の歴史
福島県浜通り地域の、1945 年以降、戦後の開発の歴史も、茨城県の太平洋沿岸地帯の、
それと似たような構図となっているということができるだろう。やはりそのきかっけとし
てはエネルギー政策の転換であった。茨城県北部から続く常磐炭鉱が斜陽となり始めたこ
とにともない、新たな産業開発、地域開発が計画されていく。ちょうど、国土開発を軸と
した、高度成長の時期と重なるため、日本の多くの地域でみられたように、さまざまな開
発の波に見舞われた。そうした中で、福島は、東京への電力供給のための原子力発電を受
け入れることとなったのである。このことをおさえておく必要があるだろう。
南北に細長く連なる福島県浜通り地域の開発としては、南部のいわき市、ここは常磐炭
鉱の地域であるが、新産業都市として、人工的な合併をへて、産業基盤の整備と、工業開
発を推進することとなった。一方、北部に位置する相馬市では、同様に、相馬港の整備を
核とする臨海工業地帯の構想が練られ、実行された。ともに、浜通り地域の南北の中心地
で、臨海工業地帯の形成を核として、産業振興、工業開発が計画されたことになる。いず
れも、鹿島開発ほどの規模とインパクトは持ち合わせてはいないが、このような形で、地
域の産業化と近代化がなされてきた。ここに共通項があることは明らかだろう。
この南北の中心都市に挟まれる形となった、その中間にある双葉郡などの地域は、結果
として、原発建設へといたることになった。それへの過程では、さまざまな経緯があり、
まさに国策としての原子力開発の歴史として、この地域の住民に、原子力推進体制を支持
させるための試みがなされたといえよう。その歴史が、事故が発生した今日においても、
避難を余儀なくされた住民の多くに、いろいろな形での、その意識も含め、影を落として
いることは否定できないであろう。確かなのは、豊かな将来への展望が、このような帰結
へといたった、その事実であり、それはあまりにも重い現実を突き付けている。
この双葉群域にも、鹿島と同様に、戦後の開拓がなされていた。ここでは、その気候上
の特色から、酪農が盛んになっていったのであるが、こうした歴史に、ここにおいても、
内的植民地化の論理をみることができるではないだろうか。近代化、産業化という名目に
よって、国土開発が促進され、地域が大きく変貌し、生活水準は向上したが、それによる
影響もまた、決して少なくはなかったということができるであろう。もしかしたら、この
ような歴史に、反省の契機を、今回の地震は、もたらしたのであろうか。
４ おわりに
茨城県神栖市をはじめ、鹿島地域、鹿島臨海工業地帯とその周辺に発生した液状化被害
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を概観すると、そこには鹿島開発という大事業、その意味では国策といいうるような、の
影響を避けることができない。この問題を検討していく過程で、鹿島開発について、とり
わけその歴史的な検証が、非常に重要であるとともに、社会的な影響を考察するさいには、
それが重要な要因となると思われる。本報告では、ここを軸に検討を加えた。
さらに、こうした開発モデルが、戦後の日本社会において、ひとつの型をなしていると
いう認識から、その一定の普遍性を検証するという意味合いで、福島県浜通り地域の開発
についても取り上げた。そこから見えてくるのは、戦後日本社会のひとつの自画像のあり
方であるということができるだろう。すでに多くのところで指摘されていることではある
が、今回の地震、3・11 によって、戦後の日本社会のあり方への反省的意識が喚起されてい
るが、ここでも同様の見通しが語られることになるのではないだろうか。
本報告での検討を通じで、予期しなかったことではあるとはいえ、こうした問題点が浮
かび上がることになった。地震、災害の問題を考察するのにさいして、それが自然災害で
あるのと同時に、人災でもあるという事実を考慮に入れることはもちろん、その被害態様
に、そこへといたる歴史、それも近代化や産業化といったファクターが、重要視されるべ
きことであると、あらためて思い知ることとなった。このような意味では、この問題への
アプローチは、まだ端緒についたばかりであり、引き続き検討される必要があると同時に、
今後、このような視点から社会を眺めていくことも重要なことといえよう。
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第5章

潮来市の液状化被害について
市村昌利

１ はじめに
2011 年 3 月 11 日、宮城県沖で発生したマグニチュード 9.0 の巨大地震は、過去最大級の
津波を引き起こし、東北地方の太平洋沿岸を中心に甚大な被害をもたらした。震災から 3
年たった時点でも、復興住宅の建設は十分に進行しておらず、未だ仮設住宅にとどまって
いる被災者も多い。
東日本大震災は、沿岸部の津波被害の他、地震による建造物の倒壊や破損、さらには、
埋め立て地域を中心として液状化の被害をもたらした。本研究は、そのうち、液状化被害
を取り上げ、液状化の起こった地域の歴史的造成経過を踏まえて、その対策内容、住民合
意のあり方などに焦点を当てている。
研究の一環として、液状化地域への視察、行政担当者へのヒアリング等を実施している
が、本報告は、そのうち、茨城県潮来市への視察、ヒアリング結果をまとめたものである。
以下、被害概要や土地造成の歴史を概観した上で、液状化対策の実態と住民への対策など
について報告する。
２ 潮来市の液状化被害概要と復旧状況
２－１ 潮来市での震災被害状況について
潮来市での地震発生当日の被害状況は下記の通りである 1。停電は 14,900 件となってお
り、復旧したのは 3 月 18 日で関東圏内では最も遅かった。水道の断水は 10,384 世帯（2010
年国勢調査）のうち 9,900 世帯に及び、ほとんどの世帯が断水に陥った。潮来市では、関
西地方から下水道を調査するカメラを搭載した特殊車両を調達するなどの対策を進め、4 月
24 日には仮復旧に至っている。
他方、道路被害は市が管理する道路延長 662km のうち 49km（8.7％）であるが、その大
半が後述する日の出地区であった。また、住宅の被害概要は表の通りであるが、全壊、大
規模半壊など、被害の度合いが高くなるほど、液状化による被害の影響を受けている。
＜被害概要＞
◆停電：約 14,900 件→3 月 18 日電気復旧（関東圏内で最後の復旧）
◆水道：約 9900 世帯断水
上水道被害延長 26km/300km（8.7％）・下水道被害延長 29km/161.5km（18.0％）
→4 月 24 日上下水道仮復旧（仮設トイレ設置数 153 基）
◆道路：被害延長 49km/662km（約 7.4％）
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◆被害住宅（2013.3.31 現在）
被害状況

棟数

うち液状化被害

96

75

732

665

半壊

2,010

1,305

一部損壊

2,763

640

合計

5,601

2,685

全壊
大規模半壊

２－２ 被害地域～埋め立て地域の被害が甚大
潮来市の液状化被害は、図１の通りである。被害を受けた地域は 6 つの地域にわたって
いる（①日の出地区、②潮来・辻地区、③延方・大洲地区、④徳島地区、⑤十番地区、⑥
小泉地区）。被害は、埋立地域や河川、北浦の沿岸部に広がっていることが分かる。特に、
内浪逆浦（うちなさかうら）という浦を埋め立てて造成された日の出地区は、他の地域と
比べて被害が突出している。

図１ 潮来市の液状化被害の状況

（出典） 潮来市「潮来市震災復興計画」
。
液状化の被害状況は図２の通りである。液状化によって、道路の冠水や信号機の倒壊、
電柱が著しい沈下、上下水管の隆起、コンクリート塀の倒壊、道路の隆起など様々な被害
が出ている。
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図２ 液状化被害の実態
（出典）いずれも潮来市「潮来市震災復興計画」より。
３ 土地造成の歴史～日の出地区
液状化被害は埋め立て地域を中心に広がっているが、被害が特に大きかった日の出地区
を中心に、土地造成の歴史を振り返ってみれば、以下の通りである 2。
潮来は古来より水郷として知られており、豊かな水に恵まれた自然条件を有した地域で
ある。しかし、その反面、ひとたび大洪水がおこれば、人々に多大な苦痛をもたらしてき
た。そのため、
「治水の問題は、潮来町域の人びとにとって近世以来最大の課題であり、…
近代における土地改良事業の根幹を成すものでもあった」3。
昭和初期以前、日の出地区は、元々内浪逆裏と呼ばれる入り江の一部であり、土砂の堆
積によって形成されていた。内浪逆浦は、「面積 30 万平方キロメートル、外浪逆浦、北利
根川を経て霞ヶ浦へ、また北浦、利根川に通じる潮来の内海」であった 4。その後、政府の
食料増産政策が進められるようになると、干拓事業が始まり、昭和 25(1950)年には、干拓
造成事業が完了し、農地（田んぼ）として整備された。この干拓工事によって、内浪逆浦
には約 133 町歩の水田と約 18 町歩の畑が創出された。
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図３ 1947 年の内浪逆浦
（出典）国土地理院「地図・空中写真閲覧サービス」より。
減反政策が始められた昭和 43（1968）年頃になると、干拓の機械設備の老朽化や離農者
の増加などが進む一方、鹿島、神栖の臨海工業開発が進む中で宅地需要が増加した。当時、
全国各地から人が集まってきており、神栖、鹿島地域だけでは、住宅が十分に供給されな
いことから、日の出地区が宅地として開発されることとなった。茨城県が策定した「鹿島
地区工業整備特別地域整備基本計画」には、潮来を含む地域について、「自然景観の保全に
つとめながら観光・レクリエーション施設を拡充することにより、観光地としてさらに発
展させるとともに、環境良好な住宅地を配置し、これに伴う所要の商業、文教施設棟の整
備をはかり、臨海工業地帯の後配置としての必要な機能を分担すること」5 が期待されてい
る。
昭和 44(1969)年には「潮来町浪逆土地区画整理組合」が設立され、宅地化が始まった。
常陸利根川ともつながっていた浅い入り江だった内浪逆浦を干拓し農地として利用してい
たところを、川の砂で埋め立てたのである。埋め立てに使われた利根川の砂は、粒のそろ
ったきれいな砂で水を通しやすく液状化しやすい砂であった。
55 億円の事業費と 7 年余りの歳月をかけ、昭和 52(1977)年には「日の出ニュータウン」
として上下水道完備の住宅地が完成した。臨海工業地域までは車で 20 分程度の距離であり、
土地付の一戸建てが多く建てられた。
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表１ 日の出地区開発の変遷史
年
1901 年（明治 34 年）
1931 年（昭和 6 年）
1939 年（昭和 14 年）
1941 年（昭和 16 年）
1950 年（昭和 25 年）
1958 年（昭和 33 年）
1968 年（昭和 43 年）
1970 年（昭和 45 年）
1974 年（昭和 49 年）
1977 年（昭和 52 年）
1978 年（昭和 53 年）

開発関連の内容
茨城県が浪逆浦を含めた霞ヶ浦、北浦などに河川法を準用する旨を発布
農業経営安定化の方針で内浪逆浦で干拓事業が始まる
第 2 次世界大戦勃発により干拓事業が一時中断
戦時中にある中、地元から内浪逆浦の干拓造成の声が挙がり、人力による堤防築
造工事及び排水機場築造工事が始まる
内浪逆浦の干拓造成事業完成
狩野川台風による出水で浪逆堤北西の一角が決壊し全戸浸水。災害救助法発動の
茨城県第一号となる。（その頃、未だ車両の乗り入れが不可能だったため、交通
の要は船の時代であった。）
「潮来町振興計画」で浪逆地区が中規模ニュータウンとして位置づけられる。
潮来町浪逆土地区画整理組合設立。浚渫船によるポンプ浚渫、排砂管による土砂
吹上開始
196ha の造成工事完成。「日の出」と名付けられ、日の出 1 丁目から 8 丁目まで
割り振られる。
日の出 3 丁目にいた小町中央公民館が開館。8 丁目に潮来浄化センターが完成。
日の出地区の全事業が完了し、近代的な住宅地として完成。
潮来町浪逆土地区画整理組合、浪逆土地改良区解散。

（出典）潮来市「日の出地区液状化対策事業報告書」
図 4、5 は、1972 年と 1979 年に撮影された日の出の航空写真である。内浪逆浦であった
地域が干拓して造成された地域であることが一目瞭然である。

図４ 日の出地区航空写真（1972 年 8 月 4 日）
（出典）国土地理院「地図・空中写真閲覧サービス」より。
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図５ 日の出地区航空写真（1979 年 9 月 8 日）
（出典）国土地理院「地図・空中写真閲覧サービス」より。
４ 液状化対策～工法選定と現場実験結果から事業実施へ
日の出地区の液状化対策について検討することを目的として設置された液状化対策委員
会は、2013 年 3 月、地下水位を地面から 3m 程度の深さまで下げることで液状化の発生が
抑制できると結論付け、
「有効性、安全性、経済性を踏まえ地下水位低下工法を採用すべき」
との答申を元に事業計画案を策定した。
４－１ 地下水位低下工法の概要
地下水位低下工法とは、地下水位を低下させることによって、液状化層を減少させる効
果と、その土地の上の構造物（道路や家など）の荷重増加による効果で液状化を抑制する
工法である。地下水位が深い場所では効果が薄いが、日の出地区の場合、図 6 のように液
状化しやすい人工地層（川の砂による埋立）が 3～5m と薄く、効果的であることや、特殊
な技術や機械も不要で、道路下の工事によって宅地の下も効果が得られるという長所があ
る。
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図 6 日の出地区の地層と地下水
（出典）潮来市説明資料より。
日の出地区の地盤は、図 7 のようになっており、液状化を起こす層（人工地盤）5m の地
下水位を低下させることによって、液状化を抑制することが可能となる。

図７ 日の出地区の地盤
（出典）潮来市資料より。
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４－２ 日の出地区で地下水位低下工法が採用されるべき：調査結果
潮来市では、地下水位低下工法を採用するに当たって、その効果や地盤沈下の程度、家
屋の傾きなどの影響を検証するため、2012 年 11/4 から日の出地区の土地を借りて、図 8
のような現場実験を実施している。
55m×85m の広さの土地の周りを遮水矢板で囲み、周りから地下水が入り込まない状態
にしたうえで、ドレーンパイプ（地下水を排水するためのパイプ）を埋設し、観測井を設
置して地下水位を観測した。また、布基礎とベタ基礎上に模擬家屋を設置して沈下の程度
や傾きを検証している。
その結果、地下水位は観測井の場所によって相違は見られるものの、2.7～3m 程度まで
下がっている。また、地盤沈下量は 2～5mm 程度であり、家屋の傾きも最大で 3/10000 程
度となっている。
これらの検証結果から、日の出地区の液状化対策は、地下水位低下工法が採用されるこ
ととなった。

図８ 現場実験による検証（平面図）
（出典）潮来市資料より。
４－３ 住民負担
潮来市の事業計画では、地下水位低下工法の総事業費は 225 億円となっている。潮来市
の一般会計予算が概ね 100 億円であるから、巨大な事業である。これは、復興事業交付金
で賄われ、地下水位低下工法は道路の下に暗渠管を設置して地下水位を下げる工法である
ため、民家の中までの工事は不要である。そのため、工事費としての個人負担は発生しな
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い。しかし、復興交付金は個人負担が要件となっているため、ランニングコストを住民が
負担するという施策を決定した。
ランニングコストは、維持管理費で年間 990 万円と試算されている。維持管理費は、矢
板で囲んだエリアにたまっている地下水を排水するための費用である。暗渠管を通って、
１か所に集められた地下水をポンプで排水するための費用であり、これを地域の地権者が
負担するという仕組みである。990 万円を日の出地区全体の面積で割ると、㎡当たり 5 円と
なる。
ただし、この住民負担は当初の 1 年分だけであり、2 年目以降の住民負担はない。雨の一
部が地面にしみこみ、地下水が上がるごとに上がった分だけ水位を下げることが必要だが、
通常、雨水は市の負担で対応しており、2 年目以降は、市の負担で管理することになってい
る。
さらに、1 年目の住民負担も 1000 ㎡以下であれば、全額 1000 ㎡を超えた分は、半分を
補助するという形で、市が一般会計から負担することが決まっている。したがって、住民
負担は、1000 ㎡以上の地権者に限られ、1000 ㎡分（5000 円）と 1000 ㎡を超える広さの
半分は市が負担することになっている。
５ 住民への対策～情報発信と同意形成
潮来市では、25 年 3 月 10 日に最後の全体での説明会実施以降、地区説明会を 11 回開催
している。日の出地区は 1～8 丁目まであり、全ての町会で説明会を実施し、約 1 ヶ月で地
権者の３分の２以上の同意の獲得に至っている。自治会は 1～8 丁目すべてにあるが、アパ
ートなどの集合住宅も多く、加入率はそれほど高くないが、95％程度の住民合意を得てい
る。
地下水位低下工法は住民負担が少なく、家屋の傾きなどに対する補償対策がとられてい
ることなどが、早期に住民同意を得ることができた大きな要因である。しかし、沈下する
のではないか、その場合の補償はどうなるのかといった不安の声も少なからずあったよう
だ。
説明会には、全体会で 350 名程度、各地域の住民説明会では 50 名程度の住民が出席して
いる。
対象世帯数は 2500 世帯であり、全ての世帯が説明会に参加しているわけではないが、
潮来市では、住民に情報を開示し交流することが重要であるという認識のもと、日の出の
区長と復興本部（市長、部長などが出席）で毎月 1 回意見交換会を行っている。現状説明
などを実施しながら、復旧事業を進めてきた。震災当初から、区長から班長へ、班長から
住民へという形で、住民自身の協力を得ながら施策の策定等を進めてきたことが、95％も
の住民同意を得ることができた背景にあると考えられる。
住民同意を３分の２以上（実際には 95％以上）得た上で復興交付金を申請し、5 月 1 日
から交付金を活用した液状化対策事業に着手している。全国でも復興交付金を活用した液
状化対策事業は初めてであり、2016 年 3 月末の完了を目指して事業が進められている。
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６ おわりに
潮来市日の出地区の液状化対策事業は、事業開始までに一定の期間を要したものの、着々
とその歩を進めているように見える。しかし、市の担当者へのヒアリングから、今後の課
題として以下のような内容が聞かれた。
まず、震災直後、借家の方を中心に、他市へ転居してしまったということである。被災
直後は、大変な被害からどう立ち直っていくのか、明確な将来像が描けず土地を手放す人、
手放したいと考える住民も少なくなかったようだ。復興計画を提示できる段階に至った現
在では、新築の住宅が建設され販売もされている。
しかし、日の出地区のイメージダウンからは回復していない状況である。元々定住促進
を図っていた地域であったが転出者が増えている。人口も 3 万人を下回り減少を続けてお
り、定住促進が課題となっている。
また、復興交付金は、市の一般会計の 2 倍以上の予算であるが、市の担当者の不足も課
題となっている。震災復興本部の事務局は秘書政策課が担当しており、ここが市長や部長
などの窓口となり、復興交付金申請などの事務を担っている。しかし、復興事業のための
増員を図ることは難しく、復興本部内部の会議等も始業時間の前に開催するなどして対応
している。建設部の職員は、経験のある職員を集めて増員しているとのことだが、通常の
何倍もある復興事業の予算は容易に消化できないと考えられる。
他方、復旧、復興事業の多くは市内業者、又は近隣の市町村の事業者が受注しているよ
うだが、建設業者が規模の大きな復興事業を受注した結果、本来の市の発注事業を受注す
る事業者が不足している状況が見られる。復旧、復興事業の実施は不可欠であるが、本来
事業も同時に実施される必要がある。
注
1

潮来市説明資料より作成。

2

潮来市「日の出地区液状化対策事業報告書」を参照した。

3

潮来町史編さん委員会『潮来町史』潮来町役場、平成 8 年、647 ページ。

4

同上書、649 ページ。

5

前掲『潮来町史』807 ページ。
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