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第1章

東京臨海部における液状化問題の背景と構造
岩見良太郎

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、世界史上最大規模の液状化を引き起こし、
その影響は約 500 キロメートル離れた関東地方まで及んだ（図 1）。

図1
出典

関東地方の液状化発生分布
国土交通省関東地方整備局

公益社団法人 地盤工学会「東北地方太平洋沖地震による関

東地方の地盤液状化現象の実態解明報告書」（平成23年8月）
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被害は千葉県がもっとも大きかったが、都内でも、江東区、葛飾区、江戸川区など９区に
おいて液状化現象が確認され、うち５区で建物被害が発生した。しかも、臨海部の埋立地だ
けではなく、利根川や荒川沿いや江戸川沿いの、かつて湿地や水田を埋め立てた内陸部でも
建物被害が発生した（東京都建築物液状化対策検討委員会検討報告「中間のまとめ」
（平成 24
年 5 月）。
都市部でこのような甚大な液状化被害に見舞われたことは先の阪神淡路大震災でも経験
しなかったことである。
都市部における大規模な液状化災害は単にはじめての経験であるばかりでなく、固有の災
害構造を示し、したがって固有の防災の課題を提起している。
災害の固有性は次の二点が重なって作用したことに起因する。
一つは、埋立地（内陸・臨海）という人工地は、あくまで擬似的な、ないしは不完全な自
然（大地）にすぎず、真性の自然には及ばなかったという点である。こうした埋立地の欠陥
が、液状化あるいは地盤の崩壊・流動化をもたらしたのである。
もう一つは、そうした欠陥の人工地が、商品化され、切り売りされ、私的利用に委ねられ
た点である。
公共施設等にあてられた公的利用部分と住宅や商業施設等として使われる私的利用部分
が一体的に整備されず、そのため、いわゆる〈抜け上がり〉に代表される公私の土地利用間
の矛盾が引き起こされたのである。また、分譲された埋立地は、地価の上昇にともなって、
当初の土地利用から離れ、絶え間なく土地利用転換がおこなわれていく。その結果、錯綜し
た土地利用が生み出されていった。これはたとえば、危険な工場と隣り合わせになった住宅、
有害化学物質に汚染された工場用地の都市的土地利用化などによって、液状化被害の複雑化、
深刻化の基盤を拡大した。
また、液状化対策のためには、不完全な土地自然を、より自然に近づけられねばならない
が、そのためには、私的所有地と公的所有地、私的所有地間に引かれた境界線を、なんらか
のかたちで、一端解消し、土地を連続した、一体のものとして対処しうるようにしなければ
ならない。液状化災害における防災の固有の課題はこの点にあるのである。
本研究の目的は、液状化災害の持つ、固有性に焦点を当て、その災害・復興実態とその構
造を明らかにし、防災の固有の課題を提起することにある。
なお、研究対象地域を東京臨海部に限定したのは、同地域が埋立地の集中地域であるとと
もに、都市開発が活発に展開されていることから、もっとも深刻な液状化被害が予想される
地域と考えられるからである。
本章では、以下の諸章への序論として、液状化問題の背景と構造について、簡単にスケッ
チする。

１ 東京臨海部の埋立と土地利用の展開
１－１ 東京湾埋立の展開
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東京港の埋立ては、古くは江戸時代から実施されていたが、現在のように計画的に造成を
始めたのは明治 30 年代である。明治 39 年から第１期隅田川口改良工事を皮切りに、第 2
期、第 3 期、さらには河川改修事業などにより港区芝浦、江東区東雲、品川区東品川など
約 640ha の埋立地が造成された。
その後、東京港修築事業、京浜運河開さく事業などにより埋立造成が続いた。しかし、こ
れらの事業は、戦争の影響を受け工事なかばにして中止された。
戦後、東京港の貿易港としての施設の充実を図るため、
「東京港港湾計画」
（昭和 31 年）
が策定された。同計画にもとづいた埋立は、1964 年頃から急ピッチで進められ、1972 年頃
までに埋立造成はほぼ完了した。
一方では、都市問題である廃棄物の処理は深刻化し、これを解決するため、東京港に処分
地として埋立造成をすることになり、中央防波堤内側に約 188ha の埋立てを行うこととな
った。また、1974 年には中央防波堤外側（約 314ha）及び羽田沖に廃棄物処理場（約
470ha）を建設することが決定された。
これまで、第 7 次（2004 年）にわたる「東京港港湾計画」が策定されているが、そこに
は各時代の都や国の開発戦略が大きく陰を落としている。たとえば、「東京港第 5 次改訂港
湾計画」
（1988 年）には、東京の都市構造の、一点集中型から多心型への転換をめざした鈴
木都政の臨海副都心開発構想が反映しているし、
「東京港第７次改訂港湾計画」は、2002 年
に開始された、都市再生戦略と深く結びついているのである。
以上、東京都に即して、埋立の史的展開をきわめて粗っぽく追ってみたが、東京湾岸全体
における埋立の進展を概括すれば、図 2、図 3 の通りである。図 2 にみるとおり、千葉県を
中心に、60 年代の高度経済成長期から 80 年代のバブル期にかけて、埋立が急速に進められ
たことがわかる。

図2
注

東京湾における埋立面積の変化
運輸省第二港湾建設局資料より作成
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図3

「埋立」の変遷

出典 「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、

平成21年3月）

１－２ 埋立の経済的メカニズムと欠陥商品（埋立地）の創造
埋立がかくも、急速に進んだのは、それが、まとまった広大な土地を安価に取得できるも
っとも有効な手法であったからである。
図 4 は、そのメカニズムを説明したものである。この図は、ある立地点における埋立地を
想定し、埋立地の水深と素地価格（海面価格）、埋立コスト及び埋立地の市場価格の関係を
描いたものである。海面価格は漁業権保障価格であるから、水深には関係なく、ある一定価
格として決まる。埋立工事費用は、水深が深くなればなるほど高くなる。埋立地の市
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図4

埋立地造成による開発利益創造のメカニズム

場価格は、水深とは独立に決まる。海面価格と埋立工事費用の和が埋立地の原価である。
一般的に,埋立地原価は、その市場価格よりはるかに小さい。いうまでもなく、その差額
である開発利益が大きければ大きいほど、埋立は経済的に有利である。たとえば、浦安のよ
うに、遠浅の海岸が沖合遠くまで続き、かつ立地が東京都心に近い場合は、開発利益は著し
く大きくなる（表）。
液状化災害問題と関連して、ここで注目すべきは埋立コストである。これを圧縮すればす
るほど、開発利益は大きくなる。しかし、それは、より不完全で脆弱な人工的大地の創
表1

千葉県浦安Ⅰ期埋立事業

計画面積

867ha

事業期間 昭和 36 年度～ 48 年度
事業費構成
区分

事業費

埋立面積当たり

宅地面積当たり

総額

事業費

事業費

百万円

円/㎡

円/㎡

漁業補償費

1,173

135.3

153.1

埋立費

16,855

1,944.1

2,200.4

付帯施設整備

8,812

1,016.4

1,150.0

その他

1,000

115.3

130.5

計

27,840

3,211.1

3,634.0

注

開発庁「千葉県の開発」より作成

出典 岩見良太郎『土地資本論』（自治体研究社、1989年）
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造につながる。開発利益最大化のメカニズムが液状化対策を妨げているのである。
この埋立地という人工大地は、商品として販売され、私的利用に委ねられる。それは、自
然としての連続・一体性を破壊するがゆえに、人工大地はいっそう脆弱さを強めていくこと
になる。また、時間の経過と共に、個々ばらばらに土地利用転換がなされ、それによっても
たらされる、土地所有・利用の細分化・複雑化は、相互の一体性をますます奪い、液状化災
害に対する脆弱性を強め、かつ被害の大きさと対策の困難性を増幅させていくのである。
次に埋立地の土地利用の転換がどのように進められ、現在、どのようになっているかを簡
単に見ておこう。

１－３ 臨海部埋立地の都市的土地利用の動向
図 5 は、1979 年、1994 年における、東京都臨海 6 区、川崎市、及び浦安市臨海部の土地
利用を状況を比較したものである（各年「細密数値情報（10 ｍメッシュ）」による）。土地
利用の工業的土地利用から住宅・商業系の土地利用への転換がわずかではあるが、進んでい
ることが読み取れよう。
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１９７９年

１９９４年

図５ 川崎市、東京都臨海6区、浦安市の土地利用現況
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表 2 はさらに、東京都臨海 6 区の中から、ほぼ埋立地域と推定されるエリア（図の四角
形部分。土地条件図をオーバーレイし、エリアを確定した）を抽出し、土地利用面積をカテ
ゴリー別に集計し、比較したものである。これから、臨海部土地利用は工業用地から高層住
宅、商業・業務施設用地へと、高度化が進んでいることがわかる。
表２ 臨海部における土地利用変化

1979年
山林・荒地等

1994年

増減

6209

1808

-4401

26

27

1

1810

947

-863

151781

104626

-47155

空き地

80992

75379

-5613

工業用地

62221

51476

-10745

一般低層住宅用地

30386

31150

764

密集低層住宅用地

16310

14338

-1972

中高層住宅地

18403

33939

15536

商業・業務用地

124951

157521

32570

道路用地

114307

131905

17598

39912

69039

29127

144656

201395

56739

38016

65045

27029

その他

388

403

15

対象外

145191

田
畑・その他農地
造成中地

公園・緑地等
その他公共公益施設用
地
河川・湖沼等

36562 -108629

注 数字は10メッシュの数を表す。

現在、次項で述べるように、都市再生を軸とする都市再開発の推進によって、都市的土地
利用への転換は、これまで以上に、急速に進んでいるはずである。しかし、1994 年以降の
「細密数値情報」が公刊されていないため、それ以降、土地利用の転換がどのように進んで
いるかを知ることはできない。そこで、臨海部における人口の増加状況を把握することによ
って、間接的に、土地利用転換をおさえておこう。図 6 がそれである。臨海部において、
顕著に人口増加がみられる。大規模マンションの建設等によってもたらされたのである。
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1995 － 2002 年

2002 － 2012 年

図６ 東京都臨海6区丁別人口の増減
注

東京都臨海6区の「住民基本台帳」より作成
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２ 都市再生の最前線地
２－１ 都市再生と東京臨海部再開発戦略
東京臨海部における都市的土地利用の進展は、近年、都市再生によって、いっそう加速さ
れている。東京臨海部が東京改造の中で重要な位置を占めるようになったのは、鈴木都政の
「マイタウン構想」に遡る。
以下、同構想から現在にいたる、臨海部開発の位置づけの変遷を、３つの段階に分けて素
描しておこう。
東京臨海部の一部が東京の都市構造の中に積極的に位置づけられる第一段階は、バブルの
最中、鈴木都政の下で打ち出された多心型都市構造の一環としての、臨海副都心構想である。
多心型都市構造は、戦後、東京問題解決のための処方箋として、さまざまな東京計画、首都
圏計画で採用されてきた大都市モデルであり、臨海副都心構想もその継承としてとらえられ
る。
大都市東京の拡大という方向に絶えず計画を向けさせたのは、集積利益を求める資本に他
ならない。他方、集積は都市問題という集積不利益を同時にもたらす。この集積利益の確保
と集積不利益の克服のため、一貫して持ち出されてきたのが、多心型都市構造モデルであっ
た。しかし、そうした計画によって正当化された開発・建設は、首都圏の卓越した吸引力を
いっそう強化し、さらなる集積を導く。それは都市問題を激化させ、その克服のために多心
型都市構造が追求される。多心型都市構造は、こうした分散－集積の螺旋的循環システムを
駆動する装置として機能してきたのであり、そうしたシステムの作動によって、期せずして、
現在のような超巨大な東京大都市圏が作り上げられたのである。
しかし、石原都政によって打ち出された新たな東京構想、「東京構想２０００」（東京都、
2000 年）における環状メガロポリス構想は、はじめて多心型都市構造モデルを否定するに
いたる（人口が減少化に向い、多心型都市構造によっては、資本はもはや集積利益を享受し
えなくなったことが、その背景にある）。
すなわち、世界都市東京のために、７つの副都心の均衡ある発展をめざすのではなく、そ
の心臓部をかたちづくるセンターコアゾーンと臨海副都心ゾーンの強化に大きくシフトさ
せた。当初、その輪郭は不明瞭であったが、構想直後、都市再生法が成立し、緊急整備地域
に指定されるに及んで、同地域こそが、世界都市東京の戦略的開発拠点であることが明確に
語られはじめたのである。これを、東京臨海部の一部が東京の都市構造の中に積極的に位置
づけられる第二段階の開始とすれば、第三段階は、2011 年の都市再生特別措置法の改正に
始まる。2002 年から 10 年間の時限立法であったはずの都市再生特別措置法が、前倒しで
延長されるとともに、新自由主義的「選択と集中」政策がいっそう強化されたものとなった
のである。その最も大きな目玉は、「特定都市再生緊急整備地域」の創設である。これは、
「世界都市東京をはじめとする大都市について、国際競争力を強化する」ため、「規制緩和
や税制措置、金融措置を総合的に講じる国際競争拠点特区の創設等を内容とする」
（「国交省
成長戦略」、2010 年）ものだ。
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そして、さらに、政府の「新成長戦略」（2010 年）で打ち出された、「国の施策の『選択
と集中』の観点を最大限活か」した、「我が国経済の成長エンジンとなる産業や外資系企業
等の集積を促進する」ための、「国際戦略総合特区」が加わる。これが適用されれば、国際
競争拠点特区の整備はさらに補強されることになる。実際、東京都の場合、これらの制度を
すべて重ね、
「アジアヘッドクォーター特区構想」(東京都、2011)プランを打ち出している
（図７）。

図７ 都市再生緊急整備地域、特定都市再生緊急整備地域
出典

「東京の国際競争力の一層の強化に向けた都市再生の推進」（東京都都市整備局。平成23

年11月）

今や、都市再生は当初の不良債権処理という一時的な目的から完全に離れ、国際競争力の
強化を至上目的とする新段階に入ったのであり、臨海副都心はセンターコアゾーンと連携し
て、その戦略的拠点として位置づけられるにいたったわけである。
臨海副都心ゾーンはそれ自身拠点化をめざすとともに、センターコアゾーン、さらには環
状メガロポリスの創造を支える役割が期待されている。
たとえば、臨海副都心を含む、埋立地全体の開発指針である「東京港における埋立地の開
発に関する要綱」
（平成 22 年 3 月変更）には、
「東京全体のまちづくりに貢献する新たな副
都心」形成がうたわれている。具体的には、「臨海部及び内陸部の公共・再開発事業等をは
じめとする都市開発にあたって、事業所等の用地を提供し、地域のまちづくりの推進に貢献
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していく」。また、羽田空港、東京港なくして、東京メガロポリスは成り立たない。
「東京湾は埼玉県などの内陸県をも含めた東京メガロポリス圏共通の財産であり、広大で可
能性に満ちた水域を中央に抱え、環状に結びつく東京湾沿岸域の方向性を示していくことは、
この都市圏の将来像を示すために必要不可欠である。とりわけ、東京臨海地域は、東京湾の
最奥部に位置し、他の都市とのネットワークの中核として東京圏の都市活動を支え牽引して
いくかけがえのない空間であり、様々な観点において大きな潜在的可能性を持っている」
（東京都「東京ベイエリア２１」2001 年）のである。

２－２ 臨海部再開発の動向―東京都
東京都埋立地 2,769ha は、すでに 2,329ha が処分され、残り 440ha の開発が目論まれ
ている（表３）。
表３ 開発の基本方針にもとづく全体埋立地の土地利用面積

また都市再生事業としては、2002 年、都市再生特別措置法に基づく第１次都市再生緊急
整備地域として、臨海副都心や晴海、豊洲地区を含む東京臨海地域が指定され、スーパーエ
コタウン事業、基幹的広域防災拠点整備事業が進められている。
「選択と集中」の強化の中で、近年、臨海部において、大規模都市開発事業の急速な展開
がみられる。
森ビルの調査によれば、2012 ～ 2015 年に完成する大規模オフィスは、都心三区が二三
区全体の七割を占める。
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図８ 区別大規模オフィス供給量
出典 森ビル「東京23区の大規模オフィスビル供給量調査 '12」

表にみるように、大規模マンションも同様であり、都心三区の比重が高まっている。
図は省略するが、こうした臨海部における大規模開発・建設を支えるためのインフラ整備
も着実に進められている。
以上のように、東京臨海部は、東京都の臨海副都心ゾーンを中心に開発が集中的になされ
ており、今後もこの傾向が継続するものと予想される。東京臨海部に、開発ポテンシャルが
偏在しているのである。
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表４ 人口増加市区における大規模マンションの竣工戸数の状況（平成12～17年）

出典 「首都圏整備に関する年次報告（首都圏白書）
」（平成19年版、国土交通省）

３

液状化災害の構造と対策
液状化の危険性を内在させた東京臨海部の埋立地は、同地域に集中する巨大な開発ポテン

シャルと結びついて、深刻な液状化災害を引き起こすことが危惧される。
ここでは液状化災害が引き起こされる、全体的な構造について、簡単に整理しておこう。

３－１ 液状化災害の構造
液状化災害の構造を正しくとらえるためには、液状化ポテンシャルと被災化ポテンシャル
の二つを厳密に区別しなければならない。液状化ポテンシャルは、ある一定エリアが持つ液
状化可能性の度合いを示す指標であり、被災化ポテンシャルは、現実に被災する可能性の度
合いと態様を決定する指標である。
液状化ポテンシャルから即、液状化被害の大きさと態様を導くことはできない。液状化災
害によってもたらされる被害の度合いと様相は、①液状化ポテンシャルと②被災化ポテンシ
ャルの結合によって決定されるのである。さらに、②被災化ポテンシャルは、a．建造物
（公共施設を含む）の強度、b. 地域的土地利用構造、c. 被災者特性
によって規定される。
以下、各項目について、簡単に説明する。
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d.

地域社会構造

①液状化ポテンシャル
液状化ポテンシャルは、地盤の物理的な構造及び地震の強度によって決まる。いわゆる、
FL 値である。それは次式で与えられる。
FL ＝ R ／ L
R は、地盤の各層が持つ液状化に対する抵抗力を表し、土の強度・硬さ（N 値）や砂の粒
径の混ざり具合によって決定される。L は液状化を起こす外力の大きさを表し、想定する地
震の強度によって決定される。
R は、概ね地盤に種類や地形に対応しているが（図９）、さらに、ボーリング調査による
サンプリングによって、より詳細に知ることができる
図 10 は、東京都の液状化マップであるが、FL 値及び N 値をベースに策定されたもので
ある。
②被災化ポテンシャル
液状化ポテンシャルは、純粋に地盤の物理的構造によって決定されるが、これに対し、こ
の被災化ポテンシャルは社会的に決定される要素群から構成される。

図 ９

微地形ごとの液状化発生傾向

出典 図１に同じ
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図１０ 「東京の液状化予測図」（東京都土木技術支援・人材育成センター、昭和62年）

a．建造物の強度
建造物の被災可能性は、一定の地震強度の想定の下、液状化ポテンシャルが個別の建物の
対液状化災害強度と結びつけられてはじめて推計可能となる。都や国の専門委員会から出さ
れている被害推定は、こうした手続きによって算定されたものである。ちなみに、中央防災
会議首都直下地震対策専門調査会報告では、地盤液状化による民間建造物被害は、全壊棟数
約 33,000 棟と推計されており、火災を除く被害の約２割を占めるとされている。東京都調
査では都区部の約 46%が液状化危険度Ａ地域であり、火災を除く建物被害の３分の１が液
状化と推計されている。
今回の液状化災害で問題になったのは、道路や水道、ガス、電気といった公共建造物、す
なわちライフラインの脆弱性である。こうした公共建造物の強度は、単に単体としての強度
ばかりでなく、ネットワークとしての強度、民間建造物との関係性としての強度が重視され
ねばならない。これは、次にふれる、地域の土地利用構造とも重なる。
b.

地域的土地利用構造
液状化による被災可能性・態様は、個別建造物の強度のみでなく、その関係性を規定する

地域的土地利用構造に依存する。
たとえば、過密的土地利用、高層建築物は、被害の拡大をもたらす。また、用途の混合は、
災害の複合化の危険性を増大させる。液状化に伴う、工場の出火、有害物質の流出は近隣の
住宅に深刻な被害をもたらす。
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図１１ 土地利用の混在の状況

東京臨海部の場合、災害の複合化は、その連鎖を含めて、より広域化する危険性がある。
たとえば、石油タンク火災、石油流出とそれによる火災、化学工場からの東京湾への有害物
質の流出、埋立地の液状化による有害物質の噴射等々である。
c. 被災者の特性
同じ強度の災害にみまわれても、被災者の特性によって、被害の程度、現れ方は異なる。
一人暮らしの高齢者か、単身の若者か、あるいは子育ての最中にある世帯か、といった年齢
階層、所得階層、あるいは、公営住宅、民間マンション、戸建てといった住宅階層等によっ
て、被災のうけかたは違うのである。
d.

地域社会構造
地域としての対応力によっても規定される。その水準は、地域的まとまり、いわゆるコミ

ュニティのありかたによって定まる。さらに、地域にかかわる NPO や市民活動組織、その
ネットワークの活動力いかんは、被災の大きさを左右する重要な要素である。

３－２ 液状化災害対策の視点
本研究で、液状化災害対策の課題としたいのは、被災化ポテンシャルをいかに低下させる
か、言い換えれば、被災対応ポテンシャルをいかに引き上げるかということである。その際、
重視すべき視点は次の２点である。
一つは、被災ポテンシャルを規定する要因としての a．建造物（公共施設を含む）の強度、b.
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地域的土地利用構造、c. 被災者の特性

d. 地域社会構造

を考慮し、それに即して探求

されねばならない。
もう一つは、冒頭で述べた、不完全な土地自然としての埋立地の、連続性・一体性をいか
に是正・回復するかを主眼におかなければならない。
こうした二つの視点は、液状化災害とその対策の研究において、とりわけ重要であるが、
他の震災研究においても、有効性を持つと考えられる。したがって、本研究の方法と知見、
そこから引き出される政策は、一定の普遍性を持ち、他の災害研究・防災政策にも貢献しう
るといえる。
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第２章

江東区湾岸地域における液状化被害の災害過程
―辰巳団地・新木場地区を中心に―
山本唯人

１ 本稿の課題
（公財）政治経済研究所特別プロジェクト研究のチームでは、2011 年 9 月 8 日、江東区
内の東京湾岸地域における液状化被害の現地調査を実施した。調査の対象地は、一般住民の
居住する市街地で大きな被害が出た都営辰巳一丁目アパート（以下「辰巳団地」）と、物流
施設の集積する新木場地区とし、それぞれ、災害の対応に当たった辰巳団地自治会事務局長
の小田原和俊氏、江東区土木事務所の遠藤道治氏にインタビューを行った。
本稿では、このインタビューと現地踏査から得られた情報をもとに、上記 2 地区を中心
とする液状化被害の災害過程について検討する。

２ 災害過程という視角
災害は物的環境の破壊を伴いながら広域の経済システムや人々の生活世界に巨大なイン
パクトをもたらし、個人や家族単位での助け合い、ボランティアによる救援、企業による投
資の再配置、国家の被災者対策・復興政策など、様々な単位のエージェントによる社会的対
応の噴出を引き起こす。
こうした社会的対応の連鎖は、被災地の現実や課題の変遷に規定されながら、活動に参加
するエージェントの消長・再編を伴い、いくつかの時間的なフェイズを経て新たなシステム
の下に吸収されていく。災害研究では、この社会的過程の全体を「災害過程」と呼び、災害
と多様なエージェントによる社会的対応の展開を、いくつかの時間的フェイズに整理して把
握 す る こ と が 、 最 も 基 本 的 な ア プ ロ ー チ 方 法 の 一 つ と な っ て い る （ Wallace,1956；
Burton,1974；秋元,1982；山下・菅, 2002）。
災害過程という視角には、理論的側面と実践的側面が含まれる。第一に、災害とその後に
噴出する社会的対応の絡まり合いを理論的に整理し、災害を深刻化させる要因や救援・復興
の過程で表出する課題の社会的背景を読み解いていくという役割である。また、過去の災害
における災害過程と比較することで、対象となる災害の特徴を浮き彫りにする手がかりとも
なる。
第二は、実践的な側面である。災害過程においては、時間的フェイズの変化に応じて、課
題やとるべき対応・政策手段が目まぐるしく変化する。災害過程を整理することによって、
どのタイミングでどの場所・人々に、どのような対策をとるかを適切に把握し、最終的に、
被災地に再建される地域社会や、引いては社会全体の次なる災害に対する「ヴァルネラビリ
ティ」（vulnerability 脆弱性）1 をどのように・どの程度縮減できるかが課題になる。
本稿だけで、江東区域における液状化の全体を明らかにできないことは言うまでもないが、
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2011 年 9 月に実施した調査をもとにその被害状況と対応の概要を確認し、そこから、今回
の東京湾岸における災害発生の論理、過去の災害と比較した災害過程の特質などについても、
若干の考察を行ってみたい。

３ 江東区の液状化被害
2011 年 3 月 14 日付で江東区 HP に発表された江東区内の被害状況と対応の経過をまと
めると以下のようになる。
江東区内の被害
・段差・亀裂 23 件、液状化 13 件、企業者関連 7 件
・新木場周回道路（区道）の 5 割で液状化の被害。噴出した土砂が 30 ～ 40 センチ堆積し
ており、2 ～ 4 車線の道路で、片側 1 車線の通行が可能な状態。歩道には陥没している場所
もあり、通行止めが数箇所ある。仮復旧に数日かかり、本復旧は見込みは未定。
・液状化の発生を確認した箇所：漣橋（潮見 1 丁目～辰巳 2 丁目）、新木場全域、新砂 2-5、
辰巳橋取付道路（東雲 1 丁目）、辰巳 1-10、辰巳 2-1、辰巳 2-9、東陽 1-3、東陽 2-4、豊洲 3-5、
豊洲 5-6、若洲 2 丁目
江東区の対応
3 月 11 日

・15：05 土木部職員 134 人態勢で区内調査を開始。
・最重要とした水門 4 施設・護岸 4 か所・橋梁 32 橋・緊急輸送道路 154km
を調査。
・区と協定を結ぶ建設業者 10 社を動員し、区道全線と河川等の調査を開始。
・危険個所にはカラーコーン等で応急処置を実施。

3 月 12 日

・6：30 から、区内全橋梁と防災船着場、公園、街路灯等の点検を実施。大
きな異常は確認されなかった。
・協力業者 7 社とともに前日確認した被害個所の補修（区内液状化発生地の
照明灯危険除去、道路の危険除去、路上土砂の除去など）を実施。

3 月 13 日

・8：00 から、既成市街地補修個所の復旧を継続して実施。
・8：30 から、新木場エリアの復旧作業を協力業者を 2 社増やし 9 社 10 班
で実施。

区内交通機関の状況
・鉄道（3 月 13 日 12：00 現在）：JR 京葉線で一部遅延あり、地下鉄（東京メトロ・都営
地下鉄）平常通り運行
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・都営バス（3 月 13 日 12：00 現在）：運行の障害があるなどの状況は確認せず
・高速道路（3 月 13 日 12：10 現在）：高速湾岸線新木場→葛西 JCT（東方向）が通行止め、
新木場入口封鎖となっている
・一般道路（3 月 13 日現在）：一部通行止め等は現在のところ特に確認なし
（江東区 HP、2011 年 9 月 8 日取得）
震災直後、マスコミでは浦安の液状化が注目され、千葉県の太平洋沿岸部や関東の内陸部
についても報道されたが、東京都 23 区内の状況についてはあまり注目されなかった。しか
し、実際には江東区でも東京湾臨海部を中心に多くの液状化被害が出ていたのである。特に
新木場地区の被害は、協力業者の増員を要する大規模なものであった。それにもかかわらず、
この被害が十分報道されなかった理由のひとつは、新木場が物流を中心とする産業施設の集
積地であり、防潮堤の外側にあるため一般の住宅地が存在せず、浦安で生じたような直接の
生活被害とは、被害の性格が異なっていたからであると思われる。
では、住宅地の被害はどうだったのか。そこで問題になるのは、江東区の液状化発生箇所
リストで「辰巳 1-10」と表記された、辰巳団地 10 街区を中心とする大規模な液状化である。
辰巳団地では、建物が傾く被害こそなかったものの、水道施設の破綻から約 1 週間、断水
するという日常生活への深刻な影響が起きていた。こうした被害の内容は、3 月 14 日時点
で江東区が発表した HP には表示されていない。その一因として、都営団地の管轄は東京都
であり、復旧の責任も直接的には江東区が負うものではないという事情があったのかもしれ
ない。
このように、湾岸という地域は、用途や管理主体の異なる区域が複雑に絡み合い、被害の
状況を一望的に把握することが、困難な地域であることを認識しておく必要がある。
また、行政自体がどれくらい被害を正確に把握できたのか、できたとしてその情報をどの
程度公開したのかという問題がある。東京都による臨海部開発を監視する市民団体「臨海部
開発問題を考える都民連絡会」の機関紙『臨海かわら版』第 57 号（2011 年 3 月 28 日発
行）によれば、江東区のリストでは「辰巳 2-1」に含まれる辰巳の森海浜公園でトイレの沈
下が起きたこと、辰巳団地で断水が発生し、辰巳地区は区内では新木場に次ぐ液状化の多発
地域であること、新木場では新木場一丁目交番が傾いて立ち入り禁止となり、歩道に比べて
車道は逸早く復旧していることなど、建物や施設単位の被害、用途ごとの復旧スピートのず
れなどが報告されている。また、同連絡会が焦点として取り上げた場所に、築地市場の移転
候補地になっている豊洲の問題がある。連絡会では、震災後の現地踏査から、市場候補地の
豊洲ふ頭に液状化の跡を確認した。ところが、東京都の文書では、被災状況の表現に「噴
砂」という言葉が使われ、それが「液状化」であるのかどうか一般の読者には分かりにくい
と指摘されている。
このように、臨海部の被害は、単に複雑であるだけでなく、巨大開発の焦点であるがゆえ
に利害関係も絡み合い、被害が把握されても、その情報がどこまで公開されるかという問題
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を抱えている。被害の全体像に接近するには、複数の主体による調査、人々の体験を突き合
わせていく必要がある。

４ 辰巳団地の液状化被害
４－１ 辰巳団地の歴史
辰巳団地の敷地は、1922 ～ 35 年にかけて行われた隅田川口改良第 3 期工事によって埋
め立てられた、東京湾埋立 7 号地に属する。敗戦後、埋立地の大部分は米軍に接収される
が、1948 年以降、順次解除され、7 号地は 1959 年に接収から解除された。
1966・67 年に 7 号地は江東区に編入され、その土地の上に、1967 ～ 69 年にかけて、都
営辰巳一丁目アパート（辰巳団地）が建設された。1968 年 8 月、第 1 期入居が開始され、
総面積 13 万 5000 ㎡、85 棟・入居戸数は 3230 であった（山口, 2011）
。東京都の「都営住
宅団地一覧」によると、現在の戸数は 3306 となっている。
液状化の被害は埋立の年代に対応するという説があるが、埋立の年代に関する限り、辰巳
団地で被害が集中した 10 街区とそれ以外の街区に大きな違いはない。
『江東区史』によれば、この時期の区内における集合住宅建設の特徴は、国の「第一期住
宅建設五か年計画」
（1966 ～ 70 年）などの後押しを受け、団地が大規模化したこと、およ
び、港湾部への住宅建設が推進されたことにあるとされる。港湾地区に集合住宅が建設され
るのはこの時期が初めてであり、辰巳団地とほぼ同時期に、都営東雲一丁目アパートの建設、
それまで木造だった豊洲 4 丁目の建て替えなども進められた（江東区, 1997, p.183-185）。
一方で、短期間に大量の区民が流入したことは、小中学校や保育園、公園や駐車場、道路
の不足という重い負担を自治体にもたらした（江東区, 1997, p.188-189）。日用品を購入す
るための店舗など、社会インフラの整備が追いつかず、1970 年、署名運動を経て団地内に
設立された辰巳生協は、今日のパルシステム東京のルーツとなっている（山口, 2011）。当
時、有楽町線・りんかい線などは開通しておらず、都心との交通は東京駅につながるバス 1
本しかない、あたかも「陸の孤島」のような場所であったと、自治会事務局長の小田原さん
は述べている 2。
臨海部は、人口の密集する都心では立地の難しい施設の受け入れ先にもなっており、それ
は住民に緊張をもたらす要因にもなった。辰巳団地周辺にも、隣接した東雲地区に三菱製鋼、
辰巳に東京都のヘリポートがあり、住民はばい煙や騒音に悩まされた。現在、三菱製鋼の移
転跡地は複合施設の東雲キャナルコートになり、ヘリポートは新木場に移転している。
現在の一見平穏な住環境は、さまざまなインフラを整備し、団地自治会を中心とするたゆ
みない環境改善の努力によって獲得され、維持されてきたものであるといえるだろう。

４－２ 辰巳団地の被害と災害過程
辰巳団地自治会事務局長の小田原和俊氏へのインタビューから、辰巳団地における液状化
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と対応の展開を整理しよう。
3 月 11 日

・14：46、東日本大震災発生。
・辰巳団地では 10 街区を中心に大規模な液状化が発生する。道路の割れ
た部分から土砂が噴き出す。建物自身は岩盤まで基礎を打ってあるため傾
くことはなかった。その状態で地盤が下がったため建物との間に段差がで
きる。
・電気・ガスに被害なし。ガスは震度 5 以上で自動的に止まる設定にな
っており、この機能が作動した。
・上下水道は断水状態となる。
・最初はなぜ水が出ないのか分からなかった。給水タンクの鍵を開け、中
が空になっていることを確認する。東京都住宅供給公社に連絡をとる。す
ぐには連絡がとれなかった。給水タンクはパイプが破損した。
・下水は排水管が破損。マンホールが土砂で埋まって水が流れなくなる。
マンホールが飛び出した例も若干あったが、支障の出るほどではなかっ
た。
・地震発生後すぐに、10 街区の第一集会場に対策本部を設置する。
・携帯電話が通じなくなる。集会場にあるピンクの電話は通じた。
・22：00 前後、江東区に給水車の出動を要請。江東区から給水車は出せ
ないと言われる。三つ目通りを挟んだ向かいの辰巳の森海浜公園が避難所
になっており、2 万人分のタンクが埋めてある。人を派遣するので、そこ
から水を運ぶように言われた。夜中に大通りを越えてバケツを持って水を
運ぶのは無理。江東区のルートがだめだと判断し、公社を通じて水の手配
を模索する。

3 月 12 日

・公社と相談しながら、10 街区の全所帯に市販のペットボトルで 2 リッ
トルの水を配る。1：30 ごろから水を配り始めて、7 時か 8 時までかかっ
て配り終わる。
・公社の人に来てもらい工事の進め方を相談する。飲み水の確保が最優
先。仮設トイレも設置する。
・集会場は終日開けてトイレを住民に開放する。
・自治会の方で住民に水の出るところを指示。野球場、児童館、公園の水
道などは水が出ていた。

3 月 18 日ごろ ・1 週間ぐらいで水道は出るようになる。
3 月 21 日ごろ ・並行して下水道の修理。非常の場合で材料が不足する。10 日間ぐらい

25

で仮復旧が終了した。
・仮復旧が終わった段階で、公社を中心に被害状況の調査を行う。自治会
役員と一日かけて一緒に回る。東京都の担当は住宅整備局。
・10 日間ぐらいで対策本部は解散する。
4 月上旬ごろ

・業者を選定し、3 週間後ぐらいから排水管の本復旧に着手。階段の修理
も行う。落ちた分の階段を足す。

4 月 12 日

・自治会総会。佐久間輝雄会長から液状化被害と自治会としての対応を報
告。小田原和俊事務局長は、2011 年度の活動方針として、防災問題につ
いて見直しをしていく必要を強調した。

6 月 10 日

・自治会の広報紙『たつみ広報』第 275 号（2011 年 6 月 10 日付発行）
で「2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分 東日本大震災団地も液状化で大被害」
として特集を組む。

8 月 10 日

・本復旧工事が終了する。

9 月 8 日（調査 ・小中学校の復旧は区の事業のためすぐには工事に着手できない。9 月 8
時点）

日現在、辰巳小学校は復旧工事中。
・辰巳団地は現在建替え計画が進行中。4 ～ 5 年前から建て替えの動きが
具体化し、住民説明会もすでに終了。これからアセスメントや図面の決定
に入る（調査実施時点では、震災の影響による建替え計画変更の話は出て
いない）。

上記の出来事の流れを、対応するエージェントの変遷に注目しながら、いくつかのフェイ
ズに整理すると、以下のようになる。
①緊急対応期（2011 年 3 月 11 日～ 21 日ごろ）
10 街区を中心に、噴砂・地盤沈下など大規模な液状化被害の発生。建物が傾くなどの被
害はなかったが、上下水道の破壊に伴う断水・下水機能の中断が、住民の日常生活に深刻な
被害をもたらす。災害発生後、直ちに団地自治会を中心とする対策本部が設立される。当日
夜、江東区に給水車の出動を要請したが、周辺の公園地下に埋設されたタンクから水を運ぶ
ように示唆され、給水車による対応は見送られた。その後は、対策本部と東京都住宅供給公
社の調整を軸に対応が行われ、公社による深夜から明け方にかけての水のペットボトル配布、
対策本部による集会場施設の開放、住民への給水可能な場所の伝達、公社による上下水道の
仮復旧工事などが順次進められていった。仮復旧工事は約 10 日間で終了し、同じころに対
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策本部も解散した。
②復旧期（2011 年 3 月 21 日ごろ～ 8 月）
仮復旧工事の終了と共に、住宅供給公社を中心に被害状況の調査が行われた。それを受け
て、4 月上旬ごろから 8 月 10 日まで、階段部分の補修を含めた上下水道の本復旧工事が行
われた。4 月 12 日、自治会総会で災害対応の報告、防災対策の見直しの発言があり、6 月
には広報で液状化被害と自治会としての対応の概要が記録された。
③長期的な対応の模索（2011 年 8 月～）
住宅供給公社が管轄する団地内部の施設に関しては、震災から約 5 か月（2011 年 8 月段
階）で基本的な復旧は完了した。一方、区の予算で対応する小中学校などでは、復旧の対応
にずれがあり、調査時点でまだ復旧工事中だった。今後、最大の問題は、進行中の団地の建
替に今回の震災の影響がどのように反映されるかであると思われるが、これについては、節
をあらためて状況をまとめることにする。

４－３ 辰巳団地の建て替え問題
小田原さんによれば、辰巳団地の自治会が建替えについて研究を始めたのは、美濃部亮吉
都知事の時代にさかのぼる。石原慎太郎都知事の時代になって、計画は一旦白紙に戻された
が、4 ～ 5 年前から再び建替計画が動き出し、現状では団地を 8 ～ 14 階建の高層マンショ
ンに建て替えること、2 街区の公園をつぶし、その周辺から工事を始める方針が決まってい
る。アセスメントや図面の作成、部屋割の決定などはまだこれからになっていた（調査時点
現在、2011 年 9 月 8 日）。
東京都環境局の HP からこの建替事業の概要をまとめると以下ようになる。
都営辰巳一丁目アパート（辰巳団地）建替事業の概要
項目

内容

事業の名称

都営辰巳一丁目団地建替事業

事業者

東京都

事業の種類

住宅団地の新設

計画地

東京都江東区辰巳一丁目 2 番、3 番、8 番、9 番

敷地面積

約 98,200 ㎡（建替えを実施する 4 街区の合計面積、計画地
内の道路面積は除く）

延床面積

約 130,000 ㎡

用途地域

第 1 種中高層住居専用地域

住宅戸数

棟数：12 棟

建物最高高さ

高さ：約 45 ｍ（屋上ソーラーパネルの高さ含む）

駐車台数

約 400 台

主要用途

住宅、駐車場、保育園、高齢者住宅
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戸数：約 2,950 戸

工事予定期間

2012（平成 24）年度～ 2027（平成 39）年度

供用開始

2015（平成 27）年度～ 2027（平成 39）年度

（東京都環境局 HP、2012 年 10 月 25 日取得）
計画の縦覧期間は 2011 年 8 月 11 ～ 22 日、都民意見書の提出期限は同 30 日までとなっ
ている（東京都環境局 HP）。
調査時点では、東京都から液状化の影響による建替事業の変更の話は挙がっていない。ま
た、意外にも、震災から約 1 か月後（4 月 12 日）に開催された自治会総会でも、液状化対
策を求める強い意見は出なかったという 3。
むしろ、小田原さんが指摘したのは団地住民の高齢化の問題である。辰巳団地では元々入
居者の高齢化が進んでいた上に、最近、入居条件となる所得水準が引き下げられたため働き
盛りの若い世帯ははじかれてしまい、結果的に高齢者の一人世帯、中国からの帰国者、母子
家庭などの人々しか入って来られない状態になっている。
また、東京都による住宅政策の転換も影響をもたらしている。2001 年、東京都は、東京
都住宅政策審議会答申「21 世紀の豊かでいきいきとした東京居住を実現するための住宅政
策の展開～住宅政策のビッグバン」を受けて、それまでの公的住宅の直接供給方式を中心に
した住宅政策から、市場の活用、ストック重視を中心にした住宅政策に方針を転換した。
2004 年、住宅局は都市計画局、建設局市街地整備部、多摩ニュータウン事業部などと共に
再編・統合され都市整備局が成立し、都営住宅の日常的な施設管理は東京都住宅供給公社に
委託されている 4。
この体制の下、都営住宅の新設や建替えが抑制する方針が取られたため、若者世帯の流入
に不可欠な良質な住宅の供給が進まない状態になった。こうした要因が加わることによって、
一層深刻化した高齢化問題にどう対処するかが、建替をめぐる最大の課題ではないかと小田
原さんは指摘する。
これは辰巳団地だけに限られた問題ではない。今後、高度成長期に建てられた都営住宅が
老朽化していくなか、建替の課題を抱えるすべての団地に起こりうる問題である。また、湾
岸の臨海部には多数の団地・マンションが建てられており、今回の液状化が投げかけた問題
は、被害の検証と議論の展開次第では、高度成長期を通して形成された「臨海部における集
合住宅」という住まい方の検証、引いては臨海部における土地利用のあり方の見直しにつな
がる可能性を持っている。
現状で東京都サイドから、液状化を理由とする建替計画の見直しがないことは、そのまま
問題そのものがないことを意味しない。今後の東京都の防災計画の見直し、東京都の財政の
動向などによっては、津波や高潮、液状化などの災害ポテンシャルを抱えながら、建替が長
期化するシナリオも否定できない。東京都や実際の災害対応に当たった住宅供給公社などか
らも情報収集を進め、客観的な状況を把握する必要があるだろう。
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５ 新木場地区の液状化被害
５－１ 東京港の拡張と新木場の開発
新木場地区は、江戸以来、材木関連業者の集積地であった江東区木場から、1974 年～ 75
年、1980 年～ 82 年の二次にわたって、江東区に編入された 14 号埋立地に業者が集団移転
することによって生まれた地域である。
戦後の復興が進む中、木場では、1950 年代後半ごろから、業者の集団としての立地が難
しくなり、1958 年、移転対策検討のため東京製材協会、東京木材問屋協同組合、東京原木
協同組合が木場移転協議会を設立、1961 年、移転と共に市場の近代化、体質改善を実現す
る意味で、木場移転建設協議会と名称が改められた。
1969 年、都市改造会議において「江東再開発基本構想」が発表され、1970 年、「木場対
策基本方針」が決定された。1971 年、これを受けて、木場移転建設協議会を母体に、移転
を希望する商工業者を一本化した東京新木場木材商工協同組合が設立され、都側との折衝、
企業の組織づくりの中心になった。
1972 年、総面積 134 万 3,582 ㎡の 14 号埋立地が江東区に編入され、新木場 1 ～ 3 丁目
の町名が決定した。用地の払い下げは 1974 年にはじまり、1975 年 3 月、14 号埋立地の第
一次払い下げが終了した。ここに、約 112 万㎡の土地と 48 万㎡の貯木水面を持つ新しい土
地に第一次移転が完了し、「新木場」が誕生した。1980 年から第 2 次移転が始まり、1982
年の完了時には企業数は 629 社、従業員数約 1 万人、取扱木材 200 余種類におよぶ木材加
工・流通基地としての新木場が完成した（江東区, 1997, p.250-252）。
14 号埋立地の埋立は 1939 年に開始され、1941 年ごろ資材不足で一時工事を中止してい
たが、1957 年、ごみ埋立処理場として埋立を再開、1967 年に終了した。新木場の土地は、
戦前と戦後の 2 回に分けて、特に戦後は 1957 ～ 67 年の 10 年間にごみの埋め立てによって
造成されたものである（江東区, 1997, p.232）。こうした地盤的な特徴が液状化の被害とど
う関連するかが、工学的な観点からは、まずは検証のポイントになるだろう。
一方、新木場の成立は、より広い社会的文脈から見れば、高度成長に伴う東京港の港湾機
能の拡張という流れのなかで実現したものである。
1950 年代後半以降の日本経済の好況を受けて、東京港では港湾施設の拡充が急務となっ
た。1961 年、東京都は、この課題を克服するため、
「東京港改訂港湾計画」を策定した。そ
の基本方針として、①港勢の進展を積極的に収用する港湾施設の拡充、②都市機能の高度
化・能率化に対応する交通体系の整備、③港湾機能の確保と都市再開発のための埋立地の早
期開発があり、この基本方針に基づく施設整備計画に、「輸入木材の投下泊地および貯木場
を整備拡充する」「建設資材の円滑な供給を確保するため、鉄鋼、木材、セメント、砂利の
取扱いおよび係留を品目別に専門化して民間企業の進出を図る」などの項目が盛り込まれた。
1966 年の「第二次改訂港湾計画」では、基本的に従来の方針を踏襲・強化するほか、埋
め立てについては、首都圏整備構想に基づいて広域行政の見地から「都市交通の緩和、後背
地への輸送力強化および既成市街地の再開発に寄与するための港湾区域における埋立地の
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造成と有効な開発」が改めて目標とされた（江東区, 1997, p.233-236）。
こうしてみると、臨海部の開発は、基本的に高度成長期における急速な需要の拡大に伴う
港湾機能の拡充という文脈で進められたこと、しかし、それは単なる港湾施設の整備ではな
く、常に広域の都市計画と結び付けられ、既成市街地の再開発とそれに伴う都市機能の再配
置の受け皿として進められてきたことが分かる。
こうした、臨海空間の成り立ちは、その空間が造成されたあとの維持・管理という課題に
複雑な問題を投げかける。
例えば、今回、江東区 HP で主要な被災箇所に挙げられた「新木場周回道路（区道）」は、
元々港湾局が管轄していた土地が、行政エリアである江東区に移管された部分（のみ）を差
している。しかし、新木場全体を見れば、そこには国道、都道（東京都第 5 建設事務所担
当・新小岩）、および、港湾局が管理する土地が複雑に入り組んで成り立っている。
なぜ、こうした状況が出現するかといえば、臨海部の埋立は都の港湾局が行うため全体が
まず港湾局の管理となり、施設が整備されたあと、国道、都道、区道へと分割してそれぞれ
の管理主体に移管されるからである。反対に、形態としては「道路」であっても、移管され
る以前であればその土地の管理は港湾局となる。新木場もまさにこうした複数の管理主体が
複雑に絡み合って成り立つ土地であり、この違いに規定されて、復旧予算の獲得、そのため
の調査資料の作成、復旧工事なども管理主体別に行われる。
臨海部の被災状況やその前提となる開発過程の検証には、こうした、管理主体別の情報収
集が必要であり、特に臨海部の開発に特徴的なエージェントとして、港湾局が重要な位置を
占めていることが分かるだろう。

５－２ 新木場地区の被害と災害過程
今回の調査では、区道の管理を担当する江東区道路事務所を訪れた。同事務所の遠藤道治
さんへのインタビューと資料から、新木場地区における液状化と対応の展開を整理しよう。
3 月 11 日

・14：46、東日本大震災発生。
・新木場地区に大規模な液状化が発生する。
・全体で噴砂の量が 4700 ㎥（トラック約 1 万台分）。大きいところ
では道路に 50 ㎝～ 1 ｍの段差ができる。また地盤が約 20 ㎝動いた
ところあり。
・江東区 HP のリスト以外で江東区道路事務所が液状化を確認した
場所として塩浜 2 丁目、2 軒の戸建住宅が傾く被害。
・「新木場二」T 字路付近で著しい液状化・多量の噴砂、水道管損
傷、歩道陥没。
・新木場 1 丁目の道路（東西方向）で著しい液状化・多量の噴砂、
「新木場二」T 字路付近よりは噴砂が少ないが湾岸署の判断で通行
止めになる。
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・新木場 1 丁目の道路（南北方向）で著しい液状化・多量の噴砂。
AMB 新木場ディストリビューションセンター前で水道管損傷、大
規模陥没。
・お台場方面から来る車が新曙橋を渡って直進できなくなったた
め、お台場～新木場に 5.5 ～ 6km の渋滞発生。
・新木場 1 丁目の道路（東西方向）に直進できない車が右折して「新
木場二」T 字路方面に向かったため T 字路付近が渋滞。新木場 1 丁
目の道路（東西方向）開放のため自主的に噴砂除去作業を実施。
・直後～夜、大成建設による現地調査、写真撮影。
・17：00 ごろ、東京港建設事務所経由で東京港管理事務所道路課
に相談して許可をもらい、新木場 3 丁目西端の一画に除去した噴砂
を借り置きした。
・17：00 ～ 22：00、「新木場二」の T 字路付近の噴砂除去作業を
実施。車両走路確保、被災者両救出。重機 4 台、ダンプ 3 台、作業
員 20 名、警備員 6 名、職員 10 名。
・20：00 ～ 12 日 1：40、新木場 1 丁目の道路（東西方向）の噴砂
除去。車両走路確保、被災者両救出。職員 5 名、重機 2 台、ダンプ 1
台、作業員 6 名、警備員 2 名。
・1：50、新木場 1 丁目の道路（東西方向）開放。
3 月 12 日

・江東区道路事務所、被害状況の調査を開始。
・被災後、2 日間かけて残土を処理。

3 月 13 日
・11：00、大成建設東京支店臨海地区総合事務所担当者、江東区役
3 月 15 日

所に来庁、被害状況のデータ提供。
・江東区道路事務所、被害状況の調査完了。
・1 週間ぐらいで車が出入りできるように道路の応急復旧が完了。

3 月 18 日ごろ
・江東区道路事務所、補正予算会議用の資料（「平成 23 年東北地方
3 月 25 日

太平洋沖地震辰巳・新木場地区液状化調査マップ」および写真集）
作成。今年度中に仮工事として道路を復旧し、来年度から 3 か年計
画で正式な道路をつくる構想。
・道路の仮補修の完了。4 月一杯でとりあえず人が歩けるかたちを
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4 月 30 日

つくる。
・（株）不動産経済研究所主催・国土交通省後援、不動産経済・実

8 月 29 日

践セミナー「地盤液状化はどうして起こる！？どう防ぎ、どう対処
すればいいか―住宅地と都市インフラを守る具体策はこれだ」に江
東区道路事務所職員参加
公演プログラム：安田進（東京電機大学教授）「東日本大震災の首
都圏における世界最大規模液状化の実態とそのメカニズム」、若松
和寿江（関東学院大学教授）
「『想定外』はない／東日本大震災によ
る液状化被害地の地形・地盤と再液状化」
、中村裕昭（
（株）アース
プレイザル技術顧問）「住宅地・都市インフラの液状化防止・対処
策と住宅取引時の情報開示をどうすればいいか」、吉井真（神戸市
みなと総局参事）「阪神淡路大震災の液状化はどう対処し終息した
か／阪神淡路大震災の液状化とその後の対策～神戸港からの報告」
（不動産経済研究所,2011）

江東区道路事務所は江東区の機構のもとにある組織であり、補正予算の動きなど、江東区
自体の動きが分からないと見えない部分も多い。そうした限定付きで、まずは江東区道路事
務所での情報収集から見えた範囲で、新木場地区を中心とするエリアの災害過程をまとめて
みよう。
①緊急対応期（2011 年 3 月 11 日～ 3 月 18 日ごろ）
新木場地区では、新木場 1 丁目の道路（東西・南北方向）
、「新木場二」の T 字路付近を
中心に大規模な液状化・噴砂が発生。新木場 1 丁目の東西方向の道路が湾岸署の判断で通
行止めとなったため、一時はお台場方面から来る車が詰まって大規模な渋滞を引き起こした。
江東区道路事務所は、東京港管理事務所と話を付けて噴砂の仮置き場を確保し、17：00 か
ら明け方 1：40 ごろまでかけて、噴砂の除去、道路の開通作業に従事した。その後も残土
を処理しつつ、12 日から 15 日にかけて被害状況の調査を実施。約 1 週間後の 18 日ごろに
は、道路の応急的な復旧が完了し、車の通行が可能になった。ここまでを「緊急対応期」と
呼ぶことができるだろう。
②復旧期（3 月 18 日ごろ～ 4 月 30 日）
3 月 25 日までに補正予算対策用の資料をまとめると共に、4 月一杯かけてとりあえず人
が歩けるかたちをつくる道路の仮補修の事業が終了。2011 年度中に仮工事として道路の復
旧を進め、2012 年度以降 3 か年の計画で正式な道路をつくっていく見通しを立てる。
③長期的な対応の模索（5 月～）
国交省・各種の研究機関・専門家などから情報提供を受けつつ、東日本大震災を踏まえた
液状化対策を考慮に入れた、より恒久的な復旧を模索する時期。
2 つの観点を補足しよう。
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第一に、新木場の液状化は、そこが木材をはじめとする全国的な流通の結節点であるがゆ
えに、その影響は地元の範囲に限られない。新木場の被災がもたらす災害過程の全体を見る
には、こうした広域的な影響について把握する必要がある 5。
第二に、区レベルより上位の行政機関や専門家の役割である。行政による対応は、東京
都・国土交通省など、上位の行政機関による対処策の組織化や専門的知識の結集をともなっ
て進められる。それらとの接触によって、地元担当部局には、今まさに進行中の災害の全体
状況や歴史的な事例、情報公開の方法、阪神淡路大震災に対処した神戸市役所の経験など、
地元の住民には簡単にはアクセスできない情報が、短期間で共有され、対応にも影響を与え
ていく。今回の液状化に、上位の行政機関・専門家が、どのような関心から、どう関わった
か、整理しておくことも必要だろう。

５－３ 港湾地域の液状化対策
長期的な液状化対策は 2 つのシナリオに分れる。
第一は、液状化の発生そのものを防止する方向で、具体的には、地盤中に液状化を起こさ
ない締め固まった砂の柱を構築するサンドコンパクションパイル工法や、地中にセメント系
の薬液を注入し地盤を固化する薬液注入工法などである 6。
事実、江東区湾岸エリアでは、辰巳 3 丁目の一帯が海上から物資を運び都内に送り出す
ふ頭として位置づけられているため、建設時に液状化対策が行われ、今回の震災でも被害は
なかった。
しかし、この方法の問題点は、今回被災した地区に限っても全面的に行った場合には巨額
の費用がかかってしまうことにある。そこで、第二のシナリオとして考えられるのは、今回
の災害で建物については対策を行いさえすれば傾きや倒壊は生じないことが分かったので、
建物以外の道路などに関しては、むしろ液状化が起こることを前提に、起きたときに応急的
に対処できるしくみを充実させるという方向である。
どちらの方向を採用するのか、まだ方針は定まっていない。
液状化を想定することは、今回、あらためて課題となった高潮・津波対策にも影響をおよ
ぼす。基本的に臨海部の高潮・津波対策は、防潮堤と水門によって保たれており、緊急時の
対応には水門までの交通路の確保が必須になるからだ 7。その他、電気・ガス・上下水道・
通信設備など、「臨海部」空間の安全は、複数のライフラインが複雑に絡みあうことで維持
されており、液状化を想定した上での開発が、現実にどのようなリスクを生み出すのか、検
証すべき点は多い。
今後、こうした対応方針の選択が、最も影響を及ぼすのは、国内木材産業が衰退し、水面
からの原木の搬入という港湾機能も薄れていくなか取りざたされる、新木場の複合的な都市
機能を収容する「水辺空間」としての再開発との関わりだろう 8。より長期の時間のなかで
捉えた場合、「臨海部」空間は初期に建造されたインフラの老朽化と港湾機能の位置づけの
変化の中で、再編成の機運のなかにあり、開発とそれに向けた合意がいつ、どのレベルで行
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われるべきかという古くて新しい課題の最前線に置かれている。

６ 小括と展望
６－１ 災害と対応の概要
明らかになったことをまとめよう。
江東区の辰巳団地では、液状化による物理的な被害そのものに加えて、上下水道というラ
イフラインの破綻に連鎖したことによって、日常生活の深刻な切断がもたらされた。こうし
た事態は、もともとこの団地が、都市機能が集積する都心空間から遠く離れた、臨海部の埋
立地に形成された社会であることを顕在化させた。それは、巨額の投資によって維持される
各種のインフラや住民組織などによるたゆみない環境改善の努力によってはじめて担保さ
れる生活空間であり、それらが寸断された時、その土地が本来持っていた社会としての脆弱
性が露呈してしまう。
東京都の住宅政策が転換期を迎えるなか、災害直後の最も緊急的な対応が、至近の自治体
である江東区ではなく、住宅供給公社によるペットボトルの配布というルートに委ねられた
今回の経験は、結果として膨大な生活空間を抱え込むに至った「臨海部」空間の管理を、ど
のような主体がいかに行っていくべきかという問題を投げかけている。
新木場地区については、調査不足のため今後解明すべきことも多いが、湾岸地域に物流機
能を集積させ続けた場合、巨大災害時にどのようなリスクが起こりうるか、道路の破綻を通
じた高潮・津波対策との連鎖、臨海部の土地を多機能型の「水辺空間」として再生したとき
に起こりうる、複雑なリスクの可能性などを意識するきっかけになった。

６－２ 災害発生の論理―フロンティア／ペリフェリーとしての臨海部
では、今回、東京湾岸に顕在化したこのような災害発生の論理を、どのような観点から捉
えられるだろうか。ここでは、都市空間の不均等発展の過程において、「臨海部」空間が抱
え込むフロンティア／ペリフェリーとしての二重の性格の顕在化という観点から考えてみ
たい。
近代化の過程において、中枢機能の集積する都心空間を取り囲み、近代的な産業活動に裏
付けられた都市人口が集住することで、近代都市空間のひな型が成立する。この段階では、
都市機能から隔絶され、ごみ捨て場などにも利用され、厳しい自然にさらされた「臨海部」
空間の大部分は、港湾・産業施設の埋め込まれた一画や漁民・零細居住者などの集住地区を
除き、日常性を容易に維持することの困難な、都市空間の「ペリフェリー（周辺部）」とし
て存在する（遠藤, 2004）。
次いで、都市空間が遠心的に拡大する都市化の段階に入ると、臨海部に開発される埋立空
間は、高度な都市機能とライフスタイルが展開される、都市開発の「フロンティア」に転化
する。その空間は、人口密度が高く、権利関係の錯綜する既成市街地では不可能なプロジェ
クトを引き受ける、社会的発展の受け皿ともなる。1960 年代には、新たな居住スタイルで
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あった大規模集合住宅の辰巳団地や、高度な港湾機能と近代化された物流組織の集積地であ
る新木場の成立なども、高度成長期の東京における「フロンティア」の展開として捉えるこ
とができるだろう。
しかし、こうした開発によっても、「臨海部」空間が持っていた「ペリフェリー」として
の性格は消去されてしまうわけではない。津波や高潮、地盤液状化などの災害リスクや都心
空間に集積するサービス・資源供給システムから隔離されてしまう危険性は、巨額な投資に
よるインフラの敷設や組織の絶え間ない実践によって社会的に「回避」されているのであり、
インフラ設備の老朽化や何らかの外的衝撃によって、こうしたリスク「回避」のメカニズム
が寸断されたとき、「臨海部」空間に潜在する「ペリフェリー」としての性格が一気に顕在
化し、そこでの生活は巨大な不安定にさらされることになる。
今回の現地調査を通じて最も印象的だったのは、水面より低い位置に、しかも防潮堤の間
際までびっしりと住宅で埋め尽くされ、さらにその防潮堤を越えて、都市機能を支える構造
物が張り出せるだけ張り出した、東京湾岸の風景であった。その風景は、東京の戦後がまさ
に埋立によって自然を征服し、「臨海部」空間を使い尽くすことによって発展してきた姿を
物語っている。その過程で、東京の海が持つ荒々しい自然としての性格や「ペリフェリー」
として抱え込んでいたはずのリスクは、社会の表面から覆い隠されてきた。今回、東京湾岸
を襲った巨大な液状化は、臨海部という領域が歴史的に抱え持つ二重の性格とどう向き合い、
その新たなあり方を構想するかという問いを提起している。

６－３ 災害過程の特質―「ガヴァナンス」の再審
第二に、東日本大震災における災害過程の特徴として、「緊急対応期」から「復旧期」ま
でに見られたローカルな対応の動きが収束したあと、「長期的な対応の模索」のフェイズに
移っていく段階で、根本的な防災対策・復旧方針が定まらないまま、未決定の状態が長期化
するという傾向があげられるように思われる。
この点は、阪神淡路大震災の災害過程が、初期における民間ボランティアの噴出から、
NPO 法制定の動きを経て、より持続性・組織性の高い市民活動・地域における中間支援ネ
ットワークの形成へと、段階的な制度形成の過程として描き出されたのとは対照的である。
阪神淡路大震災の災害過程がそうしたコースをたどった背景には、1990 年代以降、バブル
経済の崩壊や政党再編の動きを背景に、政府と民間の関係を見直すガヴァナンスの再編の動
きがあったことが指摘されている（山下・菅,2002；西山, 2005）。
それに比較すると、東日本大震災の場合には、2008 年のリーマンショックと世界的な金
融危機を経て、再びガヴァナンスのあり方が問われる時期の災害であった点は共通するが、
災害対応をきっかけに起こったローカルな動きを、より広域的なレベルでの地域社会空間の
ガヴァナンスの変革に結びつける論理や制度形成の道筋は見えにくい。また、復旧の現場に
降りていくと、災害そのものの物理的な特質に加えて、地域社会空間をめぐる長期のバイオ
リズムのなかで、特に高度成長期に形成されたインフラの更新期にさしかかっていたことが、
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開発の経済的・思想的根拠を、より根本的なレベルで立て直さざるをえない要因となってい
る。こうした側面も含めて、ローカルなレベルで立ち上がった／立ち上がりつつある動きを、
広域の空間構想へとつなぎとめ直していく、ガヴァナンスのあり方を再考することが、今後
の復興を軌道に乗せていく鍵となる課題として浮かび上がってくるように思われる 9。こう
した課題に接近するために、政府・自治体の政策と地域からの動きが接触する領域を、きめ
細かくフォローしていくことが調査には求められるだろう。
東京湾岸をめぐる動きについて、地元の江東区に所在する研究機関として、今後も地域の
側から震災への対応の過程に伴走していきたい。
注
1 「ヴァルネラビリティ（vulnerability 脆弱性）」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、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, p.9）。近年の社会科学領域における災害研究では、「ハザード」と
「ヴァルネラビリティ」の対比がキー概念として導入され、物理的なハザードに、社会的な
機構を通じて生み出される「ヴァルネラビリティ」が結びつくことによってどのような災害
が引き起こされるか、また、そうした、「ヴァルネラビリティ」を生み出す構造要因をいか
に縮減できるかを研究の目的として展開されている。
2 小田原和俊氏インタビュー、2011 年 9 月 8 日.
3 同上
4 東京都の住宅政策の流れについては、（東京都, 2012）参照。
5 財団法人建設物価調査会が発行する『
「東北地方太平洋沖地震」に関する建設資材情報
（第 1 回）（2011 年 3 月 17 日現在）』では、関東地区における仮設・土木用材の動向とし
て、「関東地区の仮設・土木向け木材は東北の製材業者からの仕入れが多く、調達が困難な
状況。現在は首都圏の商社・問屋で手配しているが、1 週間程度が限界といわれている。そ
の後の仕入れについては不透明。燃料不足による手配難や配送価格の上伸等が確実視されて
いる。また、流通業者集中している新木場地区では、液状化現象により地盤沈下や土砂が堆
積。関東以西からの仕入れを検討しているが、燃料不足の影響が懸念されている」と報じら
れている（建設物価調査会 HP、2012 年 10 月 25 日取得）。
6 遠藤道治氏インタビュー、2011 年 9 月 8 日、および、（浜田, 2012）。
7 遠藤道治氏インタビュー、2011 年 9 月 8 日.
8 新木場地区では、2006 年、住宅や商業施設を含めた「水辺空間」としての再開発を展望
する有限責任中間法人新木場再開発コンソーシアムが地権者有志によって設立され、活動を
展開している。概要については、（池田,2012）。
9 篠原一は、3・11 後の状況を踏まえながら、世界のさまざまな地域で、その地域の文脈
に即したかたちで「デモクラシー」の再定義が進められている状況を、実証的・理論的に整
理している（篠原編, 2012）。震災後、理論の当てはめではなく、被災した人々の状況に根
ざして展開されている様々な連携や合意形成の取り組みを、こうした視野の下で検証してみ
ることは、現在の状況を捉える一つの足がかりとなるだろう。
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第3章

浦安地域の市街地形成と液状化被害
―現地調査の報告から―
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は、首都圏においても、さまざまな被害を及
ぼした。その影響は直接、間接を問わず、広範囲にわたり、福島第一原発の事故など、一部
は依然としてなお終息には程遠い状態といえる。東京湾岸地域でも、埋め立て地を中心にし
て、大規模な液状化被害がみられた。なかでも、千葉県浦安市の液状化現象は、その規模と
被害の状況からして、特筆すべきものといえるもので、都心からも近く、かなり広い住宅地
に被害が起きたため、しばしばメディアの注目するところとなった。
今回の地震の震源地から比較的遠方であるせいか、関東地方、首都圏においては、その直
接的被害について、太平洋湾岸地域の津波被害などを除き、被災３県での状況と比べ、どう
しても相対的に印象が薄くなってしまう傾向は否定できない。人びとの関心は、むしろ、原
発事故による放射能汚染の問題や電力需要についてなどの間接的な影響の方に、震災直後か
らしばらくの間にかけて、目を向けられていたといえるだろう。
そのような中で、液状化被害については、例外といえるものということができるのかもし
れない。とりわけ、浦安市は、東京の都市機能の延長線上にあり、被害が集中的に引き起こ
されたのが、経済高度成長期以後に埋め立てられた地区であったことも、都市機能との関連
で目を引くこととなったといえるであろう。これらの埋め立て地は、まさに、高度成長期に、
都市機能が拡大していく中で、その受け皿として開発がすすめられたという経緯があったの
である。このことも浦安に関心がもたれた事情であるといえるだろう。
液状化被害自体は、今回の震災に際して、首都圏、関東地方でも、いろいろな場所で起き
ている。大別すると、関東平野を縦断する河川の流域などを軸とする内陸部と、浦安市や東
京都江東区の臨海地区などの東京湾岸の埋め立て地となる。内陸部で発生した液状化につい
ては、主にかつて湿地や水田であったところを、高度成長期以降の宅地への需要を賄う形で
開発された住宅地が中心であった。もともと人が住んでいなかった軟弱な地盤の上に、宅地
造成した場所も少なくなかったということになる。
これらの事柄を考慮に入れるとしたら、今回の液状化による被害は、全般的にいって、湾
岸地区にしても、内陸部においても、経済の高度成長、すなわち近代化と産業化によって引
き起こされた都市化、都市機能の拡大という流れの中で生じた現象といえる。そうした意味
で、都市問題、より特定するならば東京問題として把握することが可能であろう。今回の液
状化による被害を、このような文脈で理解することが求められるであろう。また、その実態
を解明するに当たり、こうした観点が重要となるだろう。
当研究所では、昨年来、震災発生以後、東日本大震災による東京湾岸地域における液状化
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災害に関する調査を実施している。本稿はその成果の一部であるとともに、上記のような問
題意識にもとづく、調査研究報告でもある。その作成にあたって、ベースとなったのは、こ
の調査の一環として、2012 年 7 月 14 日に、千葉県浦安市でおこなった現地調査である。
その際、主に液状化被害がなぜ浦安地域で深刻なものとなったのかという点に関する予備的
なものとして、埋め立ての経緯などをふまえ、浦安地域の地形の形成過程に焦点を合わせる
ことを主眼として、浦安の旧市街を中心に調査した。
したがって、本稿は、調査の報告であり、それをもとに、当該調査の予備的性格をふまえ、
浦安地域の市街地の形成過程の歴史的性格および、その地形的特徴に的を絞って検討するこ
とにする。埋め立て地とそこにおける液状化被害については、補足的に述べるにとどまらざ
るをえない。それらの諸点については、他の論考を参照いただきたい。
なお、調査は、地学団体研究会千葉支部の協力を得て行われた。当日、同支部の関係者に
よる案内のもと、随時説明を受けながら、調査は進められた。ここに記して感謝の意を表し
たい。また、調査時の実地による見聞とともに、その際に収取した資料をもとに、本稿は作
成されている。主に歴史的経過に関する、浦安市教育委員会・浦安郷土博物館発行の諸資料
（パンフレット類）と、当日案内にあたって下さった、地団研千葉支部より配布いただいた
資料である。この点についても、特に、未公表資料を提供いただいた、地団研千葉支部の当
日案内していただいた会員のみなさんに、感謝を申しあげておきたい。

２ 概観（浦安市街地形成の歴史）
周知のように、今回の震災によって液状化被害を受けたのは、大半が高度成長期以後、
1960 年代からの埋め立て地であった。それ以前からの浦安、いわゆる旧市街はほとんど被
害がなかった。これが、今回の震災を契機とした、液状化災害における浦安地域での、被害
状況の特質である。その要因を検討していく必要があるだろう。
浦安の市街地は、地下鉄東西線の浦安駅などを中心とする旧市街、ＪＲ京葉線新浦安駅と
その沿線を中心とする、高度成長期以後に埋め立てられた新市街に、大きく分けることがで
きる。その意味で、浦安市には、二つの異なった相貌があるということになり、場合によっ
ては、それによって分断しているともいうことができるだろう。液状化被害は新市街に集中
したのだが、それは市街地の形成、および埋め立ての歴史、地形の形成過程とも関連する。
このことを把握することによって、今回の事象も理解可能となるだろう。
そもそも、現在の浦安地域は、旧江戸川河口の三角州に形成された漁業の集落であり、江
戸末期から、明治、大正期にかけて、漁業や舟運などで、一定の繁栄をしていた。その名残
は、現在でも点在する船宿に見ることができる。その頃の集落は、旧江戸川と東京湾を結ぶ
境川の河岸に発達し、現在では、元町と呼ばれる地域である。また、埋め立て自体は、大正
期から行われており、主として農地などに用いられていたが、現在は都市化して、住宅地と
なっているが、そこでの液状化被害はほとんど確認されていないようである。
1940 年に、旧江戸川の中州（妙見島）をまたいで浦安橋がかけられるまで、交通手段は、
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その大半を海上交通に頼っていた。特に東京方面への直接的な手段が渡し船しかなく、橋の
完成によって、ダイレクトにアクセスが初めて可能となった。その意味では、旧江戸川をは
さんで、対岸が江戸川区葛西という、東京都に隣接した地理的条件があったにもかかわらず、
首都圏に包摂されるのが比較的遅い時期となった。
このことが、高度成長期以後の浦安の開発にとって、それを特徴づけることにつながった
と考えられる。同時に、この条件は、土地が比較的乏しく、臨海部に大きく開かれていたと
いう地理的条件と相まって、浦安を大規模な埋め立てへと向かわせ、開発とそれがもたらし
た急速な成長をうながしたといえるのではないだろうか。
しかし、地下鉄東西線の開通とともに、急激に都市化の波にのまれ、大きく変貌を遂げる
こととなった。高度経済成長期における東京圏の拡大にともなって、浦安も東京のベットタ
ウンとしての機能を果たすようになった。東西線の全線開通が、1969 年のことであり、そ
の際に浦安駅も開業し、旧市街の本格的な都市化が進展していき、ベットタウン化がより一
層展開されることとなった。この東西線の開通により、都心までわずか 17 分という時間で
結ばれることになり、非常に利便性がよい場所となった。
その後、大規模な埋め立て地造成へと邁進していくことになる。すでに埋め立て計画自体
は、1960 年代から始まり、1964 年から開始され、1975 年に終了した第一期埋め立てが行
われた。それに続き、その沖合をさらに埋め立てる第二期埋め立てが、1972 年から 1980
年までなされた。その結果、旧来からの街並みである元町地区に加えて、第一期の埋め立て
でできた中町地区と、さらに第二期の埋め立てによって造成された新町地区が、浦安市に新
たに加わることになった。なお、市の面積は、埋め立て開発を開始する以前の 1930 年代か
ら、約 4 倍もの広さになり、人口も同時期の約 13 倍にまで膨らんでいる。
この浦安の埋め立てを軸にした都市化と開発において特徴的な事柄は、漁業権の放棄であ
り、それにともない、かつて漁師まちとして栄えた浦安から、埋め立てとアミューズメント
パークの街へと大きく変わったという点である。この漁業権の放棄については、製紙工場が
もたらす廃液による海水汚染などをきっかけに、漁業の維持が困難となりつつあったという
事情があった。海水汚染、公害に対しては、抗議行動なども見られたが、やがて、漁業権を
放棄し、その代わりに、埋め立てを推進することによる利益の配分へと傾斜していった。最
終的には、この漁業権の放棄によって、埋め立ての枠組みが大きく進展した。今日では、浦
安というと、アミューズメントパークがまず思い浮かぶのかもしれないが、それはこのよう
な経過をたどって形成されたのである。
浦安の市街地がどのようなどのように形で作られてきたのか、とりわけその歴史な背景に
焦点を当てることは、今回の震災をきっかけとした液状化被害を考えるときにも重要な視点
であると考えられる。その近代化、都市化の様相が、ダイレクトに連関しているとの理解が
可能である。それでは、次に、そうした事実をふまえて、実際にそれが浦安の地形にどのよ
うな形で反映しているのかをみていくことにしたい。
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３ 境川と０ｍ地帯（浦安地域の都市形成における地質的条件）
浦安の旧市街を、旧江戸川護岸から眺めると、かなり低いことが見て取れる。いわゆる海
抜０ｍ地帯であることが即座にわかる。このことが、浦安の旧市街の街並みおよび地形を考
える際に、大きなポイントとなる。そのことは同時に、あとで述べるように、浦安の旧市街
と、高度成長期以後の埋め立てである、新市街とを隔てる決定的な要因となっているといえ
る。浦安地域の地形的特質がここに示されているといえるだろう。
旧市街、元町地区の特質を、それでは簡単にみてみよう。このあたりは、江戸時代からの
漁師まちの名残を残しながら、第二次大戦以前からの住宅なども点在しており、道路なども
比較的狭小で、古い密集市街地として特徴づけることができるだろう。地形的にも、０ｍ地
帯という言葉が象徴しているように、旧市街地の中心を流れる境川も、旧江戸川などからの
流入を防ぐため、両端を水門で防御されている。旧江戸川沿いも、高い堤防で仕切られてお
り、それらに守られる形で元町地区が発展してきたという印象を受ける。
すでに指摘したように、かつての漁師まちであった元町地区は、江戸末期から境川の両岸
に点在し始めた漁業を生業とする集落と、そのために河岸に係留された漁船によって、市街
地の原形が形成されてきた。一部の歴史的建造物が残され、その周辺はかつての面影を垣間
見ることができるが、漁船の船溜まりなどは、公園などとなっており、今日では、そこにわ
ずかにその痕跡を確認することができるにとどまっている。
もともと、現在の浦安地域は、東京湾岸の江戸川河口域に発達した三角州で、そこから流
されてきた土砂の堆積によって形作られ、位置的には、東京湾の最奥部の場所となる。その
ため、このあたりの土地は、干潟や湿地の延長上にあり、一帯として低地で平坦なのが特徴
である。今では、地盤沈下などの影響から、海水面より低い、いわゆる０ｍ地帯となってい
る。また、三方を水に囲まれているため、水害を受けやすいといえる。
実際、1949 年のキティ台風では、主として高潮に起因する水害によって、大きな被害を
こうむったようである。増水による災害に比べて、高潮を原因とする被害の方が、歴史的に
みると、大きかったようである。これも、必ずしも正確なことは定かではないとしても、そ
の地理的、地形的特質と連関があるといえるのかもしれない。
このような状態にあるため水位調整が欠かせない。境川の両端にある水門によって、それ
は恒常的になされている。また、旧江戸川沿いのいくつかの場所に排水ポンプが設置されて
おり、雨水などがたまってくると、それをポンプでくみ出し、旧江戸川に排水している。そ
うしないと、土地が低いため、自然に水が外に流れず、一帯が水浸しになる恐れがあるから
だそうである。０ｍ地帯ならではの苦労といえるだろう。
境川にある水門の役割としては、旧江戸川に面している西水門は、潮位が高くなると、河
川水が流れ込むことになるが、それを防ぐためにある。その反対側にある東水門は、旧市街
と埋め立てでできた新市街の間の水位を調整するために設けられている。実は、境川は、埋
め立てによって、その流路が延長されたのである。埋め立て地を縦断する形で臨海部に接続
されることとなった。そこで、新市街と旧市街の土地の段差による水位の違いを調整するた
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めの水門が必要となったのである。そのほか、この水門の周辺や旧市街の各所にも排水機場
が点在しており、ポンプで水をくみ上げ、区域外に排出している。
なお、地盤沈下については、現在では、国と自治体などによって地下水の規制が行われて
いるため、沈静化しているが、高度成長期を中心に、かなりの規模で引き起こされていた。
浦安地域でも、100 ｃｍ、１ｍ位の深さまで進展している。一般的にいって、工業用に地下
水を使用するために、地盤沈下は、産業化、資本主義化と密接な関係がみられ、1920 年代
から顕著となり、30 年代、40 年代にかなり進んだが、第二次世界大戦、太平洋戦争中に、
一時緩やかに推移し、その後、再び戦後の高度経済成長期に、かなりの勢いで、地盤沈下が
悪化したという経過をたどっている。浦安も例外ではないといえる。

４ 段差道路（元町ｖs中町）
旧市街と新市街を隔てている境界は、非常に段差が大きいので、一目瞭然である。新市街
地側、つまり埋め立て地側であるが、そのヘリに、境界線のような意味合いで、道路が引か
れているのであるが、そこから旧市街側をのぞくと崖下のように見える。この道路が、通称
段差道路と呼ばれるゆえんである。高さにして、約２～３ｍ位はあるだろうか。
前節で指摘したように、旧市街、元町地区は、地盤沈下などの影響によって、そもそも低
い土地であったのが、さらにより一層の低地となってしまった結果、新たに埋め立てをする
際に、そこの高さに合わせることはできないと判断され、新市街の地表面が相対的に高くな
ってしまったのである。ただ、その差は相当のものであり、まるで二つの異なった世界に分
断されているような錯覚を覚えてしまうほどである。
旧市街側から見ると、新市街側は、万里の長城のような厚い壁でおおわれているような印
象を与える。実際、段差道路に出てみると、道幅は広く、その向こう側は、埋め立てにとも
なって作られた区画で、それは相対的に広々としているために、異なる地域との感じを受け
る。これが同じ都市ということができるのかという感想を持たざるをえない。
段差道路によって旧市街である元町と直接接しているのが、新市街のうちでも、第一期の
埋め立て地である中町地域であるが、まさにこの両者はまるで対抗関係にあるようである。
主要道路などダイレクトにつながっているところでは、両者の高低差は、緩やかな上り坂に
なっているので、それほど不便さは感じないが、そうではない場所ではやはり落差を感じて
しまう。調査の際に、しばらく段差道路に沿って歩いてみたが、場所によっては傾斜がきつ
く、下からはかなりの上りである。また、人工的な坂がいくつか見られた。
ここに現在の浦安地域の地形上の特徴が集約されているということができる。段差の旧市
街側は、古くからの湿地や干潟の延長にある低地であり、それに対して、埋め立て地は人工
的に作られた地盤で、街区にも余裕があり、そこに大きな高低差がみられる。それは都市の
構造という点にまでおよび、旧市街に比して、新市街は、これまで、災害への対応がなされ
ているとされていた。しかし、皮肉なことに、今回の震災による液状化については、埋め立
て地の方がはるかに被害の発生に見舞われているのである。浦安のみならず、今回の液状化
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の被害という点を考慮するならば、都市の構造的な観点からも、課題は多いといわなければ
ならないだろう。都市の在り方にも、再考を促すのではないだろうか。

５ 浦安高校（液状化被害の実際）
新市街にある千葉県立浦安高校の敷地は、液状化被害が顕著にみられた場所の一つである。
調査の最後に、そこに立ち寄った。浦安高校自体は、いわゆる中町地域に属しており、震災
の際には、校庭の広い範囲に液状化現象が生じたようである。敷地内から校庭の様子を一望
し、被害の痕跡を確認した。校舎など構造物の一部には、液状化による地盤の沈下などによ
る歪みがみられた。校庭そのものは、今は、一応、改修工事が済んでいるので、使用可能な
状態にはなっているが、それでもやはり、液状化したところは明瞭にわかった。
今回の災害によってグランドの一部が機能不全となり、使用できないということで改修工
事となったわけであるが、その時に土を掘り返したところ、通常の地盤とは異なり、埋め立
てにともなう不均一な地盤であることが判明した。このことは、工事の際に撮影された、ト
レンチの写真からも見て取ることができた。埋め立てに使われた土砂が場所によって違って
おり、それが液状化した部分にも影響を与えた可能性もある。
浦安における液状化被害を実際に見ることができ、旧市街と比較することによって、その
地域特性と都市構造が形成された歴史を実感することができた。この点が、今回の現地調査
における最大の収穫であった。特に、現在の浦安地域が、どのような経過をたどって形成さ
れてきたのかを実地に見ることができ、それにより、都市構造が形作られた歴史という視点
に目を向けるきっかけとなったことが重要なことといえる。
調査の終了に際して、参加者による簡単な意見交換をした。感想などを述べ合いながら、
今回の振り返りを行った。そこで感じたことは、やはり、百聞は一見にしかずということで
あり、実際に、こうして現地を見ることがいかに大切であるのかを痛感した。
そのほか、今回の震災に関する、地質関係者の苦労や裏話的話も聞けて、興味深かった。
短時間ではあったが、有意義なものとなった。また、ハードなスケジュールで、非常にあわ
ただしい調査ではあったが、今回の現地調査から得るものは大きいように思える。

７ 補遺―新浦安駅周辺
解散後、新浦安駅に出て、さらに液状化被害の様子を観察した。浦安高校を出て、京葉線
方面、臨海部に近づいていくほど、その度合いが激しくなっていくような印象であった。新
浦安駅付近は、しばしばメディアにも取り上げられたので、かなりの程度その被害状況が知
られてはいると思うが、駅への道すがらところどころ液状化による地盤沈下がみられ、歩道
も凹凸や、いたるところに補修の跡が大変目立っていた。これだけ液状化が発生してしまう
と、全面的な改修は、ほぼ困難なことであろうと推察される。
駅付近からさらに、その近くの住宅街の様子を観察した。集合住宅については、報道され
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ているように、それほど目立った被害はなかった。ただ、ところどころ、敷地の通路にあた
る部分などには、液状化の痕跡がみられた。それに比べると戸建ての住宅街は、やはりかな
りのダメージを受けたようである。それも、街区全体が被害を受けるというよりは、個々の
住宅ごとに被害があったり、なかったりという状態で、中には、依然として傾いたままにな
っている戸建て住宅も残されていた。また、解体中の家屋や空き地となっている区画が点在
しており、復旧といっても、そう簡単にはいかないようであった。
場所によっては、応急の処置のみ施したまま置かれているところも多々あり、表面的にも、
液状化の被害にあったというのが認識できるような状況である。少なくとも、しばらくは、
このままの状態であることが予想され、繰り返しとなるが、全面的な改修はもちろん、完全
な復旧ということになると、本当に困難なことであるだろう。

８ まとめにかえて
本稿では、千葉県浦安市における液状化被害の実態について、現地での調査にもとづいて、
とりわけ、この地域が歴史的、地理的に、どのような経過を経て形成されたのかに焦点を絞
って論じた。前提になるのは、そもそもの浦安地域の伝統的な市街地、いわゆる旧市街がど
のように形作られてきたのかを、その地質的、地形的な知見をふまえ考察するということで
あった。それによって埋め立ての性格を理解することが可能となった。
これらの事柄はまた、近代以降の都市化、産業化の過程で、浦安が発展していくとともに、
それの帰結として埋め立てが行われたことを明らかにしている。その意味では、東京湾岸の
開発や、いわゆる東京問題と、今回の液状化被害は、無関係とはいえないということができ
るだろう。これが重要な視点であることは、論を待たないことであるだろう。
おそらく、社会・経済的な観点からは、東京湾岸地域における液状化被害を検討するのに
際して、こうした文脈で理解することが求められるだろう。本稿は、そのためのほんのささ
やかなステップでしかないだろう。今後も、継続して、主には、今回の液状化災害について、
より一層の検討作業が、社会・経済的な側面からも加えなければならない。
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第４章

震災による地盤の液状化と宅地・住宅の再建の課題
合田

寛

１ はじめに
本稿は 2011 年 3 月に起きた東日本大震災による液状化被害について、その対策の現状と
問題点について検証しようとするものである。なかでも液状化による被害がもっとも大きか
った浦安市を例にとり、とりわけ住宅被害に焦点を当てて考察するものとする。

２ 液状化被害とその特徴
２－１ 一般的特徴
2011 年 3 月 11 日に発生した三陸沖を震源とするマグニチュード 9.0 の東日本大震災は、
東日本を中心に強い地震と激しい津波の被害を引き起こすとともに、広い範囲にわたって地
盤の液状化を生起させ、住宅、道路、河川堤防、港湾施設、ライフライン等に多大な被害を
もたらした。
液状化は特に関東地方で広く起きており、東京湾岸、利根川下流域に集中しているほか川
崎・横浜方面、那珂川や久慈川方面、利根川中流、鬼怒川・小貝川流域、古利根川流域にも
散在している。特に東京湾岸における液状化現象は東京湾埋め立てと密接に関わりを持つも
のであり、首都圏の住民の生活と湾岸に立地する企業活動に大きな影響を与えるものであっ
た。1
液状化の被害のうち特に住宅・宅地やライフラインへの被害は生活基盤にかかわるもので
あり重大である。
国土交通省によると、液状化による全国の住家被害は 9 都県 80 市区町村にわたり 26,914
棟に及ぶ。なかでも県レべルで多いのは、千葉県が 18,674 棟、茨城県が 6,751 棟、福島県
が 1,043 棟と上位を占めており、市レべルでは浦安市（千葉県）の 8,700 棟が多く、次いで
習志野市（同）で 3,916 棟、潮来市（茨城県）2,400 棟、香取市(千葉県)1,842 棟、神栖市
（茨城県）1,646 棟などと続いている。2
液状化被害は東京都内においても、臨海部の埋立地はもちろん、荒川沿いや江戸川沿いの、
かつて湿地や水田を埋め立てた内陸部においても生じ、建物被害が発生している。江東区、
葛飾区、江戸川区など９区において液状化現象が確認され、うち５区で建物被害が発生して
いる。3
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表1

出典 国土交通省「 国土交通省における主な液状化対策について」2012.6

２－２ 浦安市の場合
液状化被害が最も大きかった浦安市について、その特徴を見ておこう。
山本周五郎の「青べか物語」で有名な浦安はもともと漁師の町であったが、製紙工場の廃
液などによる海水汚染により漁業の維持が困難になったことに加え、ディーズニーランド進
出計画などを契機にして埋め立て計画が持ち上がった。埋め立ては 1964 年に始まり 1975
年に終了したが（第一期埋め立て）
、1972 年にその沖合いをさらに埋め立てる第二期埋め立
てが始められ 1980 年に終了した。埋め立てによって町の面積は埋め立て前の 4.43 ㎢から
11.34 ㎢（第一期埋め立て後）へと約三倍に広がり、さらに第二期埋め立てによって埋め立
て前のほぼ四倍の 16.98 ㎢へと広がった。
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図１
出典 浦安市「浦安市の液状化被害と対応」

震災による液状化の被害は、浦安の旧地域（元町地域）ではほとんど見られなかったのに
対して、60 年代以降埋め立てられた中町地域（第一次埋立て）、新町地域（第二次埋立て）
では、地盤が 50 ㎝程度低下し、全域にわたって被害が生じた。
液状化によって多くのアパート、戸建て住宅は沈下・傾斜を引き起こし、区画道路などに
多量の土砂が噴出した。小中学校やマンションなど中・大規模建築物は建物本体には大きな
損傷は見られなかったものの、液状化による周辺地域の地盤沈下によって出入り口に段差が
生じたり、運動場などでは大量の土砂が噴出した。また下水道などライフラインが切断され
るなどの被害が生じた。
液状化による住宅被害の程度については、被害の認定にかかる国の運用指針の見直しが行
われ、建物の傾きの程度に応じて、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、被害なしの 5 段
階に区分された。この新認定基準によれば浦安市の建物被害状況は、全壊 24 棟、大規模半
壊 1,560 棟、半壊 2,185 棟、一部損壊 5,385 棟、被害なし 913 棟という結果であった。4
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戸建住宅等の被害状況
被 害 の 程 度 外壁または柱の傾斜（＊） 建物被害認定結果（棟数）
（＊＊）
全壊

６㎝以上

２４

大 規 模 半 壊 ２㎝以上６㎝未満

１，５６０

半壊

１．２㎝以上

２，１８５

一部損壊

１．２㎝未満

２㎝未満

５，３８５

被害なし

９１３

合計

１０，０６７

＊「外壁または柱の傾斜」は、120 ㎝の垂直高さに対する水平方向のずれ
＊＊ 2012 年 5 月末現在、集合住宅を含む棟数
浦安市資料「地震と被害の概要」より
道路では液状化によるせり上がりや沈下が生じ、舗装のひび割れが起こり、歩・車道の境
界部などから大量の土砂が噴出した。またマンホールや地下埋設物が浮き上がるなどの被害
が発生した。マンホールや上下水道、ガス管が損傷し、大量の土砂が流入するなどの被害が
見られた。海岸に隣接した公園などでは、液状化に伴う側方流動によって大きな陥没が生じ
た。
河川護岸の一部が液状化によって川面に移動したことによって、護岸頂部が傾斜するなど
の被害が発生し、海岸護岸の一部には側方流動によるエプロンの損傷などの被害が発生した。

３ 液状化対策の現状と問題
３－１ 液状化対策と負担
政府は 2011 年 11 月、2011 年度第三次補正予算で液状化対策推進事業を創設し、液状化
対策の主要な目玉として打ち出した。液状化対策推進事業とは主として液状化の再発を防ぐ
ための事業であり、道路や下水道などの公共施設と民間宅地を一体的に液状化対策を行う場
合に、公共施設に対する対策費を支援するというものである。この事業の負担は国が 2 分
の 1、地方が 2 分の 1 の折半とするが、地方負担となる部分は国の復興交付金の対象とされ
る。5
本事業を行うに当たって関係自治体は、液状化対策検討委員会を設置し、地盤の液状化に
関する専門家、実務者等から意見を聴取するとともに、事業計画について安全性、経済性等
の観からその妥当性を審議し、液状化対策事業計画を決定しなければならない。事業計画に
は、①対象とする区域、②対象区域の面積、③計画期間、④公共施設と宅地との一体的な液
状化対策の内容、⑤市街地液状化対策推進事業において行われる交付対象事業、⑥交付対象
事業の概算事業、⑦土地所有者等の負担額などが含まれる。
計画が決定され採択されれば都市防災推進事業として事業化されることになるが、敷地境
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界、基準点等の混乱が著しい被害を受けた地域で実施される場合は土地区画整理事業として
行われる。都市防災推進事業として行われる場合、事業計画が採択されるためには、① 3,000
㎡以上かつ家屋数１０戸以上、②宅地所有者等の３分の２以上が同意、③一体的な液状化対
策が行われることなどの厳しい要件を満たすことが求められる。
液状化対策推進事業はあくまで道路など公共施設の液状化対策に必要とされる費用を賄
うものであり、個人の住宅・宅地の液状化対策のための費用は対象ではない。そのため高額
になると思われる個人負担をどう手当てするかが最大の問題となる。政府は今回の震災にあ
たっても個人の住宅被害については自力で再建することを基本としており、液状化被害につ
いても例外ではない。本事業推進に当たって政府が個人負担軽減のために用意しているメニ
ューは二つある。一つは住宅金融支援機構による融資制度であり、もう一つは被災者生活支
援制度の支援金支給の認定要件の緩和である。
政府は災害による個人財産の被害は自力によって再建すべきことを基本としている立場
から、液状化による住宅・宅地被害の回復にあたっても、補助ではなく融資を政策の基本に
据えている。その最大の目玉は住宅金融支援機構による融資制度の拡充である。本制度は液
状化被害に限らず、今回の震災により被害を受けた住宅の再建を図ろうとする個人に対して、
災害復興住宅融資において融資金利の引下げ等を行うとともに、住宅の被害を伴わない宅地
の補修を融資対象とする災害復興宅地融資を新設し、被災者の「自力による住宅の再建」
（国土交通省資料）を支援しようとするものである。
災害復興住宅融資の拡充策は、①災害復興住宅融資の融資金利を引下げ、建設・購入の場
合は、当初５年間は０％、６～１０年目は通常金利から約０．５％引下げる一方、補修の場
合は当初５年間１％まで引下げる。②建設・購入融資の返済について元金据置期間を最長 3
年（現行）から最長 5 年に延長するとともに、返済期限を延長する。③申込期限を、現行
のり災日から２年以内から５年以内（平成２７年度末まで）に延長するというもの。
災害復興住宅融資の拡充措置の融資対象には敷地の整地資金も含まれるが、住宅に被害が
なく、宅地のみに被害が生じた場合の融資制度として、災害復興宅地融資制度が新設された。
この制度の金利は、災害復興住宅融資（建設・購入）の 融資金利とすることとされている。
液状化被害を受けた住宅所有者は被災した住宅の修復・再建のために住宅金融支援機構に
よる融資制度が利用できるとはいえ、新たな借り入れが既往住宅ローンに上乗せされる、い
わゆる二重ローンの問題を引き起こし、元利返済にあたって過重な負担を強いることになる。
個人の二重ローン対策について 2011 年 8 月、「個人債務者の私的整理に関するガイドライ
ン」が創設され、①被災者の資産状況に応じて一定の弁済をすれば残高が免除される、②手
元に義援金などのほか 500 万円の資産を残して生活再建できることとされているが、本制
度の利用実績は少ない。
液状化対策にかかる個人負担の軽減のためのもう一つの目玉は被災者生活支援制度の支
援金支給の認定要件の緩和である。自然災害による個人住宅の被害に対する支援に関しては、
個人資産の形成に対して公費を支出することはできないとの理由から、国は一貫して背を向
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けてきた。その原則を一部崩したのは 95 年の阪神・淡路大震災によって住宅を失った被災
者の強い要求であった。彼らの要求を受け 98 年に議員立法によって被災者生活再建支援法
が成立し、最高 300 万円が支給される制度が創設された。
被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給対象は、住宅の全壊または半壊以上の住宅に
限られ、しかも判定基準が液状化被害に対応するものではなかったことから、液状化によっ
て被害を受けた大半の住宅は「一部損壊」とみなされ、支援金の支給要件を満たさなかった。
そのために多くの被災者が基準の緩和を求めた結果、政府は判定基準の一部緩和を行った。
従来の基準では一部損壊と判定され支援法の対象外とされた住宅であっても、傾きの程度
あるいは住宅の基礎の滑り込みの程度によって大規模半壊、あるいは半壊と判定され、支援
金を受け取れるようになった。しかしたとえ支援金支給の対象になったとしても、支給され
る金額は住宅再建に要する費用と比べると極めて少額であり、県・市の独自補助金を合わせ
ても、被災者にとって根本的な財源対策とはならない。
政府は、液状化対策推進事業は道路と宅地との一体的な地盤対策を行うので、道路に隣接
する個人の宅地についても必要となる対策工事がより簡単になり、あるいは共同して発注す
ることによりスケールメリットが発生することから、個人負担の軽減が図られると説明して
いるが、採用される工法にもよるが、相当の個人負担は避けられない。

３－２ 工法とコスト
前述したように液状化対策推進事業を行うに当たって、住宅所有者はかなり大きい個人負
担を強いられる。個人負担の大きさは液状化対策の工法によっても大きく異なる。浦安市は
地盤工学会、土木学会、日本建築学会に委託して浦安市液状化対策技術検討調査委員会を設
置して液状化対策の工法について調査を行った。同委員会は 2012 年 3 月、具体的な工法と
して次の A ～ E 案を検討事項として提示した。6
Ａ 案： 杭状改良工法
Ｂ 案： 静的圧入締固め工法
Ｃ 案： 格子状改良工法（深層混合処理工法）
Ｄ 案： 格子状改良工法（高圧噴射撹拌工法）
Ｅ 案： 地下水位低下工法
その他： 住宅の建替時に個別に対策を実施
各案の工法と費用の概要は以下のとおりである。
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さらに浦安市は 2012 年 6 月、液状化対策実現可能性技術検討委員会を設置し、上記調査
員会報告書を踏まえて、地下水位低下工法および格子状改良工法、個別の対策工法（建て替
え時を含む）の三案に絞って、液状化防止軽減効果と事業リスクの評価を行い、市街地液状
化対策事業の実現可能性を検討している。
浦安市当局はこの液状化対策実現可能性技術検討委員会の検討を踏まえ（11 月結果報告
予定）、秋には被災住民に具体案を示すというスケジュールを示している。

３－３ 液状化対策の特殊な性格
震災からすでに 1 年半以上の年月が経過し、被災者住民はいつまでも待つことができない。
待ちきれない被災者はすでに個別に修復工事を始めている。3 月 31 日現在ですでに 1300
世帯（対策必要世帯 8400 世帯の 15 ％強）が市に工事の申請を出している。
液状化によって傾斜した住宅を修復する工法には、基礎下から嵩上げする工法と基礎上
（土台）から嵩上げする工法とがあるが、いずれにしても、工法の選定や設計は地盤調査の
結果を踏まえて行なわなければならず、また基礎や上部構造を痛めることのないよう基礎を
十分考慮して工法やジャッキの配置などを検討するなど、慎重な設計、施工が求められ、業
者の選択、工事内容、費用、工事日数などに関して専門知識が必要とされるものであり、個
人で対応するには大きな困難がともなう。
市民アンケート調査によれば、「自分の宅地だけ液状化対策をしても効果があるかどうか
不安」
（62 ％）、
「液状化対策にあたり、どのような方法が有効か判断できない」
（57 ％）と
などの不安を訴えており、「液状化対策にかかる費用が分からない、費用が妥当か判断でき
ない」
（45 ％）などの指摘も多い。とりわけ宅地の液状化対策については、一戸建て持ち家
の回答者の 80 ％が「隣接宅地や街区在住の世帯の合意により、ある程度まとまった地域を
単位として促進すべき」と考えている。7
宅地は地上では個別の所有権のもとで境界線によって区切られているが、その地下に境界
線はなく一体的な地盤を形成している。したがって液状化対策は個別に行うよりも、一体と
して行った方が技術的にも経済的にも望ましい方法であるといわなければならない。
しかも上下水道、ガスなどライフラインの維持を図るためには、宅地と道路とは一体的な
対策がおこなわれることが不可欠である。下水道を例にとると、下水管は住宅の所有者が管
理する宅内配管→宅内汚水桝→取付管→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。したがって宅地と道路との間で整合的な液状化対策が行
われなければ、管きょのつなぎ目のどこかではずれが生じることにより、外部から汚水管へ
の土砂流入が発生するなど、下水施設の機能が大きく損なわれる恐れがある。8
そうした点を考慮すると、そもそも道路や上下水道など公共施設に限定して地盤の液状化
対策を行ったとしても、その公共施設に隣接する宅地の液状化対策が行われなければ、全体
として効果的な液状化対策とはならないことを意味している。政府が液状化対策推進事業を
行うにあたって、公共施設と民間宅地を一体的に行う必要を強調しているのはそのためだと
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考えられる。
国土交通省は被災者に対しては、液状化対策推進事業による一体的な対策のメリットとし
て、宅地の液状化対策のコストを低減できるとし、被災者の負担に配慮した事業であること
を強調している（前述）。しかしこの事業の主眼はむしろ道路等公共施設の液状化対策にあ
るのであり、それが効果を発揮するためには、それと一体になった宅地の液状化対策が必要
不可欠となるのである。9

要するに液状化対策推進事業はそもそも宅地の液状化対策が伴

わなければ完結しないという性格を有している。
そうであるとすれば液状化対策推進事業の費用負担についても、宅地と道路など公共施設
との一体的な液状化対策が行われる場合、ほんらい公的な負担でまかなわれるべきだという
ことになる。宅地は個人の私有財産に属するものだから、液状化対策費は個人が負担すべき
という論理はストレートには成り立たない。少なくとも私有財産一般の問題とは次元を異に
する側面があることを見ないわけにはいかない。
また液状化対策の費用負担に関しては、液状化の恐れに十分注意を払わずに埋めて・宅地
造成し、住宅を建築した開発デベロッパーなどからそのコストの一部を徴収することも考え
られよう。10

11

４ 急がれる復旧対策事業と課題
いずれにしても液状化被害発生からすでに一年半以上が経過し、被災者はもう待つことが
できない。すでに多くの被災者は傾いた住宅を復旧する工事に取り掛かっている。しかし
個々の所有者がそれぞれ異なった工法で工事をやり始めると、コストがかさむし、地盤の不
整合をもたらし、全体としての復旧を阻害することも考えられる。地中に埋設されている上
下水道、ガス菅など公共施設も地盤対策と一体的な工事によって復旧されるべきものである。
地上では境界線で区分された宅地であっても、地下では何の区分もない共通の地盤である。
宅地は道路など公共施設などとともに一体として復旧されなければならない。
政府の液状化対策推進事業は、宅地と道路など公共施設を一体的に復旧する事業であるが、
事業計画が採択されるためには、宅地部分については所有者の負担、面積 3,000 ㎡以上かつ
家屋数１０戸以上、宅地所有者等の３分の２以上が同意、などという条件を満たすことが求
められている。そのために事業計画の策定が遅れ、いまだに事業が本格的に始まる段階には
至っていない。
工事費の負担については、地盤の公共的性格、一体的工事という事業の性格を踏まえ、可
能な限り個人負担を軽減する方策を模索すべきである。面積要件や同意要件についても実態
に即した運用が望ましい。すでに住民レベル、自治会レベルでの話し合いも始まっている。
被災者住民主導の合意形成が急がれよう。一日も早い工事の開始が望まれる。
注
1 国土交通省関東地方整備局、公益社団法人 地盤工学会「東北地方太平洋沖地震による
関東地方の地盤液状化現象の実態解明」報告書 2011.8
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2 国土交通省「 国土交通省における主な液状化対策について」2012.6
3 東京都建築物液状化対策検討委員会「東京都建築物液状化対策検討委員会検討報告 中
間のまとめ」2012.5.21
4 浦安市からのヒアリング（2012.8.22 実施）による。
5 国土交通省「 国土交通省における主な液状化対策について」2012.6
6 浦安市液状化対策技術検討調査委員会「平成 23 年度浦安市液状化対策技術検討調査委
員会報告書」2012.3
7 浦安市「浦安市復興計画～すべての力を結集し、再生・創生を～」2012.3
8 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
9 浦安市文書（注ⅶ）は「市街地液状化対策事業」を、「道路、公園、下水道、河川、水
路などの公共施設と宅地（公共施設の用に供するもの以外の土地）との一体的な液状化対策
により、大地震時等による地盤の液状化による公共施設の被害を抑制するため行うもの」と
受け止めている。
10 建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）第 38 条では「建築物の基礎は、建築物
に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力
上安全なものとしなければならない」と規定されている。
11 液状化被害が起きたのは地盤改良などの対策が不十分だったとして、三井不動産など
を訴える浦安市住民らの「液状化訴訟」はすでに４次にわたって行われ、損害賠償要求額の
合計は 33 億 7350 万円に達している。
参考文献
浦安市，2012，「浦安市の液状化被害と対応」
浦安市液状化対策技術検討調査委員会，2012，「平成 23 年度浦安市液状化対策技術検討調
査委員会報告書」
国土交通省，2012，「 国土交通省における主な液状化対策について」
国土交通省液状化対策技術検討会議，2011，「液状化対策技術検討会議」検討成果
国土交通省関東地方整備局

公益社団法人 地盤工学会，2011，「東北地方太平洋沖地震に

よる関東地方の地盤液状化現象の実態解明」報告書
東京都建築物液状化対策検討委員会，2012，
「東京都建築物液状化対策検討委員会検討報告
「中間のまとめ」
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第５章

東京臨海部開発と市民運動
小宮昌平

１ はじめに──臨海都民連による臨海部見学と学習会
当研究所のプロジェクト研究「東京湾岸地域の液状化問題研究」の作業の一環として、
「東京臨海部の見学・学習の集い」に小宮、合田の２人が参加した。この見学会は、22年前
から活動している「臨海部開発問題を考える都民連絡会」（略称・臨海都民連）が2011年10
月29日に行なったもので、参加者は午前中バスで臨海部各所を見学し、午後は臨海都民連の
３人の報告を受け討論した。
臨海部見学では、3.11大地震に伴って津波警報が発令された際、湾岸地区の水門や防潮扉
の閉鎖指示が発令されたにもかかわらず、閉鎖が間に合わなかった防潮扉を見学した。業務
を外部委託していたために連絡が遅れ、津波の第一波到達時間に間に合わなかった模様であ
った。
また3・11大地震に伴う湾岸地域の液状化の実態を見学した。辰巳の森海浜公園では、液
状化のために公園トイレが陥没して傾いている現場を視察した。さらに江東区塩浜のいわゆ
るゼロメートル地帯で、隅田川につながる運河の水面がすぐ近くの住宅地の敷地よりも高く
見える地点を見学した。その他湾岸地域で進行中の道路、コンテナふ頭増設の状況、廃棄物
埋め立ての現状などを視察した。
視察終了後の学習会の報告のテーマは次の三つであった。
（１）いま臨海部開発はどうなっているのか？
（２）「東京港の総合的な計画｣について
（３）東京臨海部の防災問題

２ 臨海部開発と臨海都民連の活動
この見学会と学習会での充実した報告を聞き、それ自体がわれわれの研究に当たって大変
に参考になるものであり、ここまで系統的に活動してこられた湾岸都民連の活動と実績の蓄
積を吸収することが必要であると考え、湾岸都民連の中心的な活動家の１人である矢野政昭
氏から、これまでの活動の報告をお願いすることになった。臨海副都心開発問題が始まった
とき東京都職労港湾局開発分会の分会長であり、そこが副都心開発の担当部署となっていた
矢野氏の報告は12月8日、政治経済研究所でおこなわれ、小宮、合田、北村が参加した。
また、臨海都民連がこれまで発行してきた臨海開発関係の諸文書、なかでも現在75号まで発
行されている機関紙「臨海かわら版」各号や臨海開発関連諸提言、20年の取り組みを簡略に
記録した「臨海都民連20年の取り組み」など、貴重な資料の提供を受けた。
以下は、矢野氏の報告と提供された諸資料などからのまとめである。
臨海都民連の活動は、臨海副都心の開発計画が現れたときから始まり、その計画がいくつ
かの変遷を経て、現在の臨海部全体を包括する大開発にいたるまで、その各段階に応じてき
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わめて多種多様な活動を展開してきており、したがって以下の叙述は、こうした臨海開発の
歴史の叙述とまったく重なり合うことになる。

２－１ 東京臨海副都心計画の開始
現在の臨海部開発事業は、鈴木都政時代の「臨海副都心」構想から始まった。美濃部都政
に代わって1979年に生まれた鈴木都政は「マイタウン東京構想」を掲げた。鈴木都知事は19
83年に再選されると、1985年には「東京テレポート構想」を打ち出した。東京港埋立地に通
信衛星を持つ情報の拠点をつくり、情報サービス産業や外資系企業を誘致して、新たなビジ
ネスセンターをつくるという構想である。東京都の動きに先立ったのは、大手ゼネコンを先
頭に主要企業・大手銀行などを網羅して組織されていた日本プロジェクト産業協議会（JAPI
C）である。JAPICは1983年５月に｢東京湾再開発計画の考察｣を発表し、このなかで、24時間
稼働の国際情報都市建設を提案していた。1986年11月の「第二次東京都長期計画」では、臨
海部が、新宿、池袋、渋谷、上野・浅草、錦糸町・亀戸、大崎の６副都心に次ぐ第７番目の
東京副都心に位置づけられた。
1987年に鈴木知事が三選され、翌1988年３月に「臨海部副都心開発基本構想」が発表され
た。臨海部のうち、13号地、10号その１、有明地区の440ha地域（新宿副都心の約５倍）を
対象に、情報通信拠点の東京テレポートを中心として、サンシャインビルクラスの超高層ビ
ル17棟分からなる一大ビジネスセンターや国際展示場、住宅、文化、スポーツ・リクリエー
ション施設などを建設するというものである。
臨海副都心の当初計画は448ha、霞ヶ関ビル24棟分のビル、就業人口11万人、居住人口６
万人、１日出入人口45万人という見通しであった。
1989年に「臨海副都心開発事業会計」が設けられた。この会計は、都の一般会計の投入を
前提とせず、開発の結果を民間に売り渡すことで収支均衡するものとされた（鈴木都知事に
よれば「税金は１円も使わない」はずであったが、2001年の段階で開発事業の収支均衡年度
は2036年度ということになった）。
「臨海副都心開発事業化計画」は、「副都心の開発は、都が主導性を発揮して進めていく
が、事業の推進にあたっては民間の資金や能力を十分に活用する必要がある。このため、公
共性と効率性の確保に配慮しつつ、各事業分野ごとに必要に応じた第三セクターを設立し、
都と第三セクター等との適切な役割分担のもとで各事業を推進する」と述べており、この方
針により、東京都と民間とが共同出資する第三セクターである㈱東京テレポートセンター
(東京都出資比率51.5%）、東京臨海副都心建設㈱(東京都52%）、竹芝地域開発㈱(東京都50.
5%）などが次々とつくられた。
これらの第三セクター各社には、ゼネコン社員が銀行員の肩書きで入社し、派遣企業が工
事を独占的に受注することになった。たとえばその一つである東京臨海副都心建設(株)の場
合、2004年の段階で、社員104人のうち、都からの派遣社員は36人、あとは銀行など出資企
業からの派遣であるが、実際には鹿島建設、飛鳥建設、清水建設など41社から50人が、富士
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銀行、第一勧銀、住友銀行など11社の肩書きで入社していた。

２－２ 運動は労働組合（都職労港湾支部）から始まった
当時、都職労（東京都区職員労働組合）は「副都心はこれでいいのか？」というリーフレ
ットを発行して、巨大開発に疑問を呈した。都職労の港湾支部は「臨海部開発対策委員会」
を設置し、「臨海部開発問題に対する見解」を発表し、現地見学バスツアーなども開始した。
港湾支部は「東京臨海副都心反対、都民本位の臨海部開発を」を決定し、1988年10月には都
職労と連名で「汐風と緑と太陽のまちづくりを」というパンフレットを作成して配布した。
こうした運動の中心となっていた都職労港湾支部の呼びかけで、35団体の162名が参加す
る「臨海部開発問題を考える都民連絡会（臨海都民連）」が1989年９月30日に結成され、以
後、数々の集会やシンポジウムを開催した。夜間に銀座外堀通りを中心に練り歩く“住みよ
い東京を！

音と光の都民パレード”が1991年から始まり、2000年まで10回にわたっておこ

なわれ、テレビでも何度か放映された。

２－３ 臨海副都心開発の破綻
副都心建設事業はバブル景気絶頂期の1989年から始まり、1990年には臨海副都心進出企業
の第１回公募が行われた。しかしまさにそのとき、バブルははじけていた。東京都の商業

地の地価公示価格は1985年から二桁の上昇を続け、1990年には1984年の３倍以上となっ
ていた。1990年から地価の下落が始まった。1993年以降は二桁以上の下落がつづき、19
96年には1984年の水準に戻ってしまった（その後の地価は下落を続け、2012年の価格は
1984年比で３割以上下がっている）。1991年３月には第一次進出企業との契約締結時期が
延期された。1992年２月には進出企業の地代引き下げが決定され、その６月には売り出し価
格が平均17％引き下げられ、さらに1993年７月には平均23％引き下げられた。
都民連はこの間、
「都民本位の臨海開発を求めるアピール」、パンフレット「都民の手に取
り戻そう臨海部」などを活発に発行した。また、「臨海部進出企業との間の土地賃貸借契約
差し止め請求」、「豊洲港湾施設用地使用許可（東京電力）取り消し請求」（いずれも1991
年）など、情報開示要求、異議申し立て、住民監査請求、住民訴訟などを継続的に行った。
1991年に四選を果たした鈴木知事は、念願の世界都市博覧会を臨海副都心で開催すること
に執着し、1994年８月には世界都市博企業ガイドを発表した。しかし翌1995年４月には、世
界都市博中止を公約として掲げた青島知事が誕生し、５月には世界都市博中止が決定された。
世界都市博中止後の臨海開発をどうするのか。青島知事は私的諮問機関として「臨海副都
心開発懇談会」を設置した。都民連はこの「懇談会」委員への意見反映活動を活発に行い、
すでに財政的破綻が明らかになった臨海副都心開発について、パンフレット「臨海副都心・
都財政破産の震源地」を発行して配布した。青島都知事の「懇談会」は翌1996年４月に、湾
岸開発継続のＡ案とその抜本的見直しを主張するＢ案との両論を併記した報告書を提出し
た。多数意見のＢ案は湾岸開発の抜本的見直し案であったが、知事は７月に開発継続のＡ案
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を採択した。青島知事は1997年３月に「臨海副都心まちづくり推進計画」
（面積442ha、居住
人口42万人、就業人口７万人）と「第二次公募実施方針」を決定した。
臨海都民連はこの年の４月から５月にかけて開発現地見学会を旺盛に行い、臨海開発の抜
本見直しを求める海上デモも実施した。

２－４ 石原都政の登場
1999年４月に石原都知事が誕生し、2000年には「東京構想2000」が発表された。東京圏全
体を視野に入れ、広域的に東京への一極集中を量的にも質的にも高める「環状メガロポリス
構造」がかかげられた。これにもとづいて、単なる東京副都心建設から臨海部全体を東京再
生の起爆剤とするという「東京ベイエリア21」構想が策定され、臨海副都心建設事業はその
拠点事業の一つとされた。
「東京ベイエリア21」は、東京都の施策の基本方針である「東京構想2000─環状メガロポ
リス構造」を上位構想とするその下位構想であり、その臨海地域版である。東京湾は「埼玉
県などの内陸県をも含めた東京メガロポリス圏共通の財産」であり、そのネットワークの中
核が東京臨海地域であるから、20年～25年後を目標として、この地域の都市づくりを進め、
羽田空港と東京港、都市高速道路や一般道路の整備によって、人と物の広域的な交流の結節
点として整備する──これが「東京ベイエリア21」である。臨海副都心開発は、その中の拠
点づくりの一つに位置づけられた。そして、これまでの開発戦略や事業手法などを改善し、
副都心開発関係の既存の三会計を統合して財政基盤を強化するという方針が示された。
東京都は、臨海副都心地域の整備・開発のために、一般会計以外に、臨海副都心地域の整
備・開発を行うための「臨海副都心開発事業会計」、羽田空港沖合展開事業に伴う埋立造
成・整備等を行うための「羽田沖埋立事業会計」、これらを除く地域における埋立造成・整
備等を行うための「埋立事業会計」の３会計をもっていた。2000年当時、都の「臨海副都心
開発事業会計」は地方債残高5185億円、埋立事業会計からの借入金2920億円、累積損失5290
億円、その他に羽田沖埋立事業会計から借入金710億円、埋立事業会計から土地の現物出資1
38ha（当時の価額で1兆2000億円）、その合計は２兆円をこえていた。
「東京べイエリア21」は、これらの会計が、地区別のプロジェクトに対応する独立した会
計となっていて、「東京臨海地域に対して、より広域的・大局的な観点から効果的で効率的
な投資を行うための会計とはなっていない」として、この三会計を統合する方針を示した。
統合された新会計は、臨海副都心とか羽田その他の埋立といった「地区別」プロジェクトへ
の対応ではなく、臨海地域開発事業全体を包括する「臨海地域開発事業会計」という名称と
なった。
「臨海副都心事業会計」は5290億円の累積赤字と8815億円の借金を抱えており、
「東
京都臨海地域開発事業会計」を作る事で、帳簿上は赤字と借金の一部が帳消となったが、51
85億円の地方債と金利負担は残った
三会計統合から11か月後の2002年３月に示された「臨海地域開発財政基盤強化プラン」は、
次のように述べていた。
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臨海会計の赤字は「長期にわたる景気の低迷などにより事業者の進出意欲が回復せず、
土地処分が伸び悩んでおり、臨海副都心開発の資金繰りが厳しくなっていた」ためで
あって、統合の結果、「臨海副都心開発が直面していた向こう１、２年の短期的資金収
支の問題を解決するとともに事業の採算性を確保することができた」。「しかし、中・
長期的には、資金収支の問題は解決されていない」。「仮に土地処分が計画どおりに進
捗しない場合には、臨海会計の収支は難しい局面を迎える」。
こうして石原都政は、すでに破綻が明らかになっていた臨海部開発計画を、新しい段階で
維持・継続・拡張を進めることになった。
臨海部開発の事業費は、計画当初の４兆円がバブル経済崩壊の1991年には10兆円に達し、
東京都の臨海副都心開発事業会計は大赤字となった。そこで黒字の別の埋立事業会計、羽田
沖埋立事業会計と統合して当面をしのぐことにした。都民連はこの措置は公営企業法などに
も違反するおそれがあるとして裁判に訴えた。
翌2001年に登場した小泉内閣は、都市開発における「選択と集中」を促進する「都市再生
戦略」を一気に具体化した。2002年３月29日に「都市再生特別措置法」が国会で成立した。
これは｢都市再生｣のために建築基準法による容積制限などを事実上なくして、公的補助の導
入までを含む援助により、都市のセンター部分の再開発を促進するものであった。
「都市再生特別措置法」成立直後の2002年７月、東京では７地域2370haが「都市再生緊急
整備地域」に指定された。そのうちの約半分が東京臨海地区の1010haであった。これは臨海
副都心開発計画442haの約2.3倍で、晴海、豊洲、東雲、佃、月島、勝ちどきなどの広範囲に
わたっていた。

２－５ 開発体制に関する都民連の基本姿勢──いくつかの政策提言
臨海部開発のために作られた多数の第三セクター諸社の財政的破綻は明らかであった。都
民連はその破綻の実態を明らかにするための情報開示請求を行うとともに、これらの経営分
析をもとに、都に対して次のように３回にわたって「三セク破たん処理の提言」を提出した。
①1999年10月

第１回提言「臨海関連第三セクター解散の提言」

②2001年10月

第２回提言「臨海の不良債権処理なくして都財政再建なし」

③2005年２月

第３回提言「臨海関連第三セクター破たん処理の提言──東京都知事への

直訴状」
開発とそれに関連する体制とに関する臨海都民連の基本姿勢は、上記の三つの提言に明ら
かにされている。第３回の提言「臨海関連第三セクター破綻処理の提言──東京都知事への
直訴状」を要約すれば次のとおりである。
①開発の前提はくずれた
臨海副都心建設は、東京都が開発し、その費用を民間企業への土地貸付・あるいは売却益
によってまかなうことになっていた。しかしバブルの崩壊とともに、開発の前提（地価の上
昇とオフィスビル需要期待）はくずれた。
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1990年11月に公募に応じた予定企業が相次いで撤退し、予定企業が支払う地代は当初計画
に比べて５～８割、売却代金も引きつづいて引き下げられている（臨海副都心内用地は、当
初は貸付けを原則としていたが、2000 年には売却方式が導入された）。
副都心の土地の売却金額、地代はその後も継続して引き下げられている。
「しんぶん赤旗」2011
年８月11日によれば次のとおりである。
臨海副都心・企業公募用地の販売価格の推移（単位は億円）
区画
青海C2

面積（㎡）

2008年

2009年

2010年

2011年

5,186

59.6

57.0

52.8

48.5

373.3

347.8

青海NO ※

35,892

青海F1－S

5,147

－

420.1

有明南G1

11,158

－

408.4
－

－

107.9

99.5

45.7
92.8

※は2分割も可能。－は公募せず。

②オフィスビル事業を主とする関連第三セクターの経営は悪化している。
オフィスビル需要と地価の上昇という前提がくずれたため、関連第三セクターのうち、オ
フィスビル事業を主とする㈱東京テレポートセンター、東京臨海副都心建設㈱、竹芝地域開
発㈱、東京ファッションタウン㈱、㈱タイム二十四の５社の経営は悪化している。ビル経営
以外の事業も、東京テレポートセンターの夢の島マリーナ管理事業や臨海副都心地域内駐車
場管理事業のように、以前はもともと都の事業だったり、都が直接行うべきものを、臨海三
セク支援を目的として都から任されたものが殆どである（この点については後に若干の詳
述）。東京テレポートセンターは営業総利益12億円なのに21億円の金利を支払い、㈱タイム
二十四は営業利益19億円で10億円の金利を支払っている（2004年３月期）
③これらの第三セクターは完全に民営化して、全額民間資金で運営すべきであり、そうでな
ければ速やかに法的整理をすべきである。
④臨海開発財政は破綻している
⑤開発によって環境破壊と水質悪化、自然破壊が起こっている。
⑥したがって開発計画を抜本的に見直すべきである。

３ 臨海都民連は今何を問題にしているか
四半世紀前の1987年の鈴木都政「臨海部副都心開発基本構想」への問題提起から始った臨
海都民連の活動は、それをさらに拡大した石原都政の「東京構想2000─環状メガロポリス構
造」とその臨海版である「東京ベイエリア21」による大規模開発のもとで、今何を問題にし
ているか。
毎月発行されている機関紙「臨海かわら版」の最近号からそれを見ることができる。№71
～75（2012年５月～９月)によって見ると、次のような点がくりかえし問題とされており、
そのうちの多くに関連して、情報開示請求、監査請求、裁判などの活動が活発に行われてい
る。
──破綻し再編された湾岸第三セクターＴＴＣ(東京テレポートセンター)に都が不当な
利益を供与している問題に対する監査請求などの活動
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──大規模に進む湾岸道路整備の現状と問題点
──臨海副都心の現状と問題
──現状とあわない大型コンテナふ頭の建設問題
──道路建設その他による環境汚染の問題
──湾岸整備の一環である築地市場の移転問題
──オリンピック誘致による開発の問題点
──東日本大災害で明らかになった東京都の津波・高潮対策の欠陥
以上の諸問題は、いずれも「臨海副都心建設事業」から始まった臨海部開発事業で当初か
ら懸念された問題点である。いずれもそれぞれの歴史をもち、したがってそれへの取り組み
の実践の内容も、実務に即してきわめて複雑多岐にわたっている。
そこで、以下、現在の私の能力でできる範囲で、破綻を引きずったまま再編され存続して
いる湾岸関連第三セクターや都財政の問題、都市間競争の焦点にひとつである物流に関連す
る大型コンテナふ頭の建設問題その他について、いくつかのまとめを行うにとどめざるをえ
ない。。

３－１ 湾岸関連第三セクターの問題
臨海関連第三セクターであるＴＴＣ（東京テレポートセンター）に関する東京都への監査
請求が却下された、と「臨海かわら版」№75（2012年９月13日）は報じている。「東京都が
ＴＴＣに対して臨時駐車場用として貸し付けている土地の賃料を不当に少なくしか徴収し
ていない」と、東京都監査委員に監査請求を提出した。この請求が却下された、という記事
である。
鈴木都政下で始まった臨海部開発の制度上・財政上の大きな特徴の一つは、開発とその運
用の最終的な担い手が、都と民間が共同出資する第三セクターであること、そして開発の破
綻処理の直接の担い手も第三セクターであるという点にある。
①臨海関連第三セクター問題の経緯
臨海都民連は臨海関連第三セクターについては、臨海都民連は３回にわたって「提言」を
行っており、2005年２月の第３回提言「臨海関連第三セクター破たん処理の提言──東京都
知事への直訴状」では、問題の第三セクターを完全に民営化するか法的処理をすべきだと提
言していたことは、前に述べたとおりである。
第三セクターによるオフィスビル経営は、最初から極端な経営不振であった。東京都はそ
の第三セクターにさまざまな支援を行ってきていた。たとえば、東京都は総務局の職員研究
所、生活文化局の青少年センターなどを第三セクター経営のビルに移転させた。臨海都民連
が行った情報開示請求や調査などから、1995年10月に総務局は、各局に対し、三セクが経営
するビルの使用や移転が可能なものがないかと回答を求めていたことが明らかになってい
る。
2005年には、東京ファッションタウン、タイム二十四という二つの第三セクターが事実上
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破綻した。
東京都は2006年５月、経営破たんが最初から深刻だった㈱東京テレポートセンター、臨海
副都心建設㈱、竹芝地域開発㈱の３社の民事再生手続き開始の申し立てを、東京地裁に行っ
た。３社は合計で前年度末債務超過額3800億円、銀行からの借入残高3280億円を抱えていた。
㈱東京テレポートセンターなど臨海三セク３社の民事再生方針は、「2143億円の債権放棄、
資本金546億円の全額減資」、「３社を統合して一つの会社（東京テレポートセンター＝
TTC）とし、都からビル底地の現物出資を受ける」、「新たに持株会社（東京臨海ホールデ
ィングス）を新設し、すべての臨海関連第三セクターをその子会社とする」というものであ
った。
②第三セクターに対するひきつづく都の利益供与
東京都は、臨海副都心開発で売れ残った都有地など15カ所（計23万平方㍍）で臨時駐車場
経営する事業を、1998年度から TTC に委託している。東京都は実際に駐車場として使った
面積（使用面積）だけの土地貸付賃料をＴＴＣから徴収する。その使用面積は TTC の「自
己申告」によっている。ＴＴＣがとる駐車料は１日１回1500～1800円で、料金徴収員は常駐
せず巡回するだけであって、管理費は大きくない。TTC が使用面積を少なく（つまり駐車
利用台数を少なく）申告すれば、その分だけ都に払う土地貸付賃料は安あがりになる。
この駐車場経営委託は、合併前の1998年から引きつづいて行われてきていた。「しんぶん
赤旗」
（2011年8月28日）の報道では、合併前の臨海第三セクター３社が出資銀行に提出した
「長期収支計画」（2003年作成）によると、1998年度から2002年度までの５年間で計51億円
余の収益をあげている。2002年度は料金収入が16億7400万円、営業支出が５億5200万円で、
差し引き11億2200万円の収益である。駐車台数の記載がある2001年度には、１日１台あたり
約900円の収益をあげていた。2009年度の都の賃料収入は、１億6379万円（延べ565万3166
㎡）で、１㎡あたり約29円となっている。一方、都は別にＴＴＣにお台場海浜公園の２カ所
の常設駐車場経営を委託しており、そこでは使用、不使用にかかわらず面積当たりの土地貸
付賃料を徴収している。賃料は１日・１㎡あたり約42円である。これに対して臨時駐車場の
土地貸付賃料は使った分だけの同29円である。
湾岸都民連は「TTC は若干の管理経費を差し引いた残りをまるもうけしている。私たち
の試算では収益は年間約５億円にのぼる。都が格安で貸し付ける根拠はない」と批判し、20
12年７月20日に東京都監査委員に住民監査請求を行った。2012年２月11日の青海北臨時駐車
場（約１万㎡）に「満車」表示がされている写真を付し、満車であるのに「ＴＴＣは使用面
積を総面積の半分の5000㎡として申告し、都は貸付料をその分だけしか徴収していな。その
差額を追加請求すべきだ」というものであった。これに対して監査委員は、「請求人は特段
の根拠を示していない」から請求は不適法であるとの回答を９月19日に寄せた。湾岸都民連
は、現在これに対して住民訴訟を準備している。
③ 夢の島マリーナ施設問題
第３セクターに対する都の救済策に関する異議申し立ては、都民連は別の件で４年前にも
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行い、裁判も行っている。
臨時駐車場と同様な性質の TTC に対する都の救済策として、ボートやヨットを繋留する
施設である都立夢の島マリーナの管理があった。夢の島マリーナの管理はもともとは東京港
不動公社に委託されていたが、三セク再編で TTC が発足すると、そこに無料で貸し付け、
船の係留料などがすべて同社の収入になるという条件で管理を丸投げした。
これに対しては2005年度の包括外部監査も、「特命随契による無償貸付は問題あり」と、
都に是正勧告を行った。この指摘を受けて東京都港湾局は新たな管理者を、外部委員を含め
た選定委員会で選定し、2008年４月から別の業者（スバル興業）に貸付料月額1800万円で貸
し付けることになった。さすがにあまりに不当な「丸投げ」委託は廃止されたが、それまで
10年にわたって都財政に損害を与えた事実は変わらない。
臨海都民連はこの問題について、2008年３月、
「1998年以降、TTC がマリーナ施設貸付料
支払いをまぬがれてきたのは不当である。2006年度分貸付料として都は２億419万2000円を
請求すべきである」という住民監査請求書を、2008年３月に東京都監査委員に提出した。
しかし二度にわたる監査請求に対して、監査委員は請求期間を超えているなどといいう理
由で却下した。都民連は「無償貸付等のもととなった契約を締結し、これを正すことを怠っ
ているのは違法である」との訴えを東京地裁に行ったが、2008年８月20日に却下された。

３－２ 臨海関連道路整備と環境汚染、大型コンテナふ頭の建設問題
道路の新設・整備は東京臨海開発事業のきわめて重要な部分である。
都心環状線を中心として、中央環状線、外環道、圏央道の整備は、環状メガロポリス構造
の交通網の骨格をなすものであるが、東京臨海地域は東京圏の広域交通ネットワークの要に
位置することになり、首都高速晴海線や東京港臨海道路などの整備が急がれた。
①道路交通による大気汚染問題
湾岸都民連が道路問題を取り上げる一つの視点は、大気汚染など環境問題である。臨海都
民連は臨海副都心における自動車排気ガスによる大気汚染の問題に早くから取り組んでい
る。最近では、2012年５月に、第70回全都大気汚染測定運動に参加して測定を行っている。
臨海副都心地域内の33カ所で二酸化窒素NO２濃度を測定し、東京湾岸道路に面する有明北や
東京港トンネル出口付近、青海縦貫道などで高濃度汚染が検出された。「臨海かわら版」は、
その他の10号地その１、その２では現在は汚染は少ないが、「今後、臨港道路南北線（後
述）が建設されると汚染激甚地域になるおそれがある」と報じた。また、その後、湾岸道路
の東雲交差点南、湾岸道路沿いの辰巳三丁目で高い値が検出されたと報じている。いずれも
大型車を中心とする自動車交通量が全国的にみて多いところである。
②新設・延伸に反対
環状２号線の江東区有明から港区東新橋までの延伸は、都心部と臨海部とを結ぶ重要な路
線だとして1993年の計画決定され、さらに2003年12月には「環状２号線の地上化」への計画
変更がおこなわれた。2004年２月、中央区長と中央区議会議長は連名で「地上化により大気
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汚染等で環境を悪化させるもの」で「受け入れられるものではありません」と石原知事充て
に申し入れをおこなっている。
もう一つの観点は、需要が見込まれないムダな投資だという視点である。
首都高速道路晴海線（豊洲・晴海間）については、中央区議会が「首都高速晴海線計画の
見直しを求める意見書」を提出して、「事業許可済みである有明～晴海間（Ⅰ期）について
は、現在整備済みの豊洲出入り口で工事を終了すべきである」としている。
臨海開発事業との直接の関連で、現在提出されているのが、東京港臨港道路南北線(仮称)
建設計画である。この計画は2008年に突然示された。中央防波堤外側埋立地（ゴミの島) か
ら、フェリーふ頭のある10号地その２埋立地か、新交通ゆりかもめ車輌基地のある10号地そ
の１埋立地かに通じる道路を作ろうというものである。これは次に述べる東京港コンテナふ
頭の新設・拡張計画と直接関連している。
③物流網の拠点としての大型コンテナふ頭の問題
現在の臨海部開発事業では、新たな物流システムの拠点として東京を再生・拡充すること
との関連で、道路建設が特に重視されている。
「東京ベイエリア21」2002年2月は次のように書いていた。
シンガポールや香港を中心とする東アジア主要港の台頭がいちじるしい。東京港を含む日
本の主要港の相対的な地位の低下は否めない。国際的な港湾間の競争が激化しており、港湾
機能等のハードの面での立ち後れや、荷役等のサービスやコストの面での非効率な状態は
「わが国の国際競争力の根幹を脅かす」。
「東京臨海地域が港湾機能についてメインポートとしての役割を確保していく必要」があ
り、「大型コンテナ船が着岸できるバースの整備や、トラック、鉄道、航空機、船舶など複
数の輸送機関との連携を図るマルチモーダル化を推進」する。
・主流となる3000～8000個積みの大型コンテナ船に対応できるよう整備
・既存の外貿コンテナふ頭において泊地の増深化（-15m～-16m）や岸壁延長の確保
・長期的には中央防波堤外側埋立地や新海面処分場埋立地において、大型コンテナ船の接
岸できる水深をもつバースと大量のコンテナを積みおろし保管することのできる広い
ヤードを有する高規格の外貿コンテナふ頭を新たに整備
2008年に突然示された「東京港臨港道路南北線(仮称)建設計画」は、このふ頭新設・拡充
と直接関連している。
「現在供用中の第二航路海底トンネルが混雑している。月間平均で1日
４万台を超えた。渋滞時間は、連続２時間に達する日が多くなっている。さらに今後、中央
防波堤外側埋立地にコンテナふ頭４バース作るので交通量が増える」というのが、南北線を
必要とする理由とされた。
これに対して「臨海かわら版」は次のように反論している。
現在国土交通省が建設中の臨海大橋(2010年オープン予定) が開通すれば１日4万3300台
が通れる。第二航路海底トンネルも計画交通量は５万1500台で、現在より１万1500台も余裕
がある。城南島方面への臨海トンネルは、2008年３月の調査では１日３万90000台だが計画
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では４万4000台通れることになっており、あと5000台は楽に通行できる。国土交通省が台場
から大井ふ頭に通じる有料の東京港トンネルの両側に一般道路(357号線)を整備すると、新
たに１日５万2500台通できる」。
もともと湾岸都民連は、そもそもコンテナバース新設・拡充計画に無理があると指摘しつ
づけてきており、最近では都民連はもと東京都港湾局港営部長を招いて学習会を行っている。
さらに発表された 2011 年の東京港の外貿コンテナ取扱個数の港湾局統計について分析し、
個数はたしかに過去最高となったが、輸出コンテナの半分は空（カラ）であり、しかも大阪
港とともに大消費地をかかえる東京港は輸出コンテナのカラが多いと指摘している。
次表に見るように、2006 年に対比して 2011 年には外貿コンテナの総数は 12 ％増加して
いるが、実入りコンテナは 4 ％弱しか増えておらず、とくに輸出については 15 ％近く減少
し、それだけ空コンテナが増加している。2011 年の輸出コンテナは 51 ％が空コンテナで
ある。
東京港の実入り空別外貿コンテナ取扱個数の推移

総数

計
実入り
空

輸出

計
実入り
空

輸入

計

実入り
空
総数空コン率
輸出空コン率
輸入空コン率

（単位：TEU〔20フィートコンテナ換算個数、％）
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
3,695,839 3,720,462 3,727,290 3,399,269 3,816,127
3,045,701 3,057,962 2,979,037 2,698,650 3,031,188
650,078
662,500
748,253
700,619
784,939
1,715,781 1,720,539 1,729,058 1,559,957 1,738,557
1,100,886 1,108,466 1,019,640
875,675
973,745
614,895
612,073
709,418
684,282
764,812
1,980,058 1,999,923 1,998,232 1,839,312 2,077,570
1,944,875 1,949,496 1,959,397 1,822,975 2,057,443
35,138
50,427
38,835
16,337
20,127
17.6%
17.8%
20.1%
20.6%
20.6%
35.8%
35.6%
41.0%
43.9%
44.0%
1.8%
2.5%
1.9%
0.9%
1.0%

2011年
4,143,553
3,154,620
988,933
1,912,502
941,447
971,055
2,231,051
2,213,173
17,878
23.9%
50.8%
0.8%

指数(2006年＝100)
総数

輸出

輸入

計

100.0

100.7

実入り

100.0

100.4

97.8

空

100.0

101.9

115.1

100.0

100.3

100.8

90.9

実入り

100.0

100.7

92.6

79.5

88.5

85.5

空

100.0

99.5

115.4

111.3

124.4

157.9

計

計

100.9

92.0

103.3

112.1

88.6

99.5

103.6

107.8

120.7

152.1

101.3

111.5

100.0

101.0

100.9

92.9

104.9

112.7

実入り

100.0

100.2

100.7

93.7

105.8

113.8

空

100.0

143.5

110.5

46.5

57.3

50.9
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2011年の主要５港の外貿コンテナ貨物の空コン率（％）
総数
東京港
横浜港
名古屋港
大阪港
神戸港

輸出
23.9
15.7
15.4
28.0
13.7

輸入
50.8
19.6
18.4
60.3
18.3

0.8
11.3
12.2
2.6
8.3

３－３ 災害対策の問題
昨年の東日本大震災とその後の災害対策をめぐる問題は、東京都にさまざまな課題への取
り組みを促している。
①陸閘（防潮扉）管理の民間委託
「臨海かわら版」の№72（2012年6月22日）は次のような記事を掲載した。
「陸閘（防潮扉）津波対策に６か月委託２億6880万円／直営の検討眼中になし」。東京都
の防潮対策の結果に関する指摘である。
東京都の高潮対策は、伊勢湾台風（1959年）の経験から始まる。伊勢湾台風では、伊勢湾
に干潮面上約５mの高潮が襲来し、東京湾であれば23区の約41％相当する区域（約255平方
㎞）が冠水し、約320万人の都民が甚大な被害を受けることになる。東京都は1960年から高
潮防御施設の建設を計画し、さらに新潟地震を契機に、防潮ラインの内側についても耐震性
を考慮した内部護岸の整備を進めてきた。
ところが、東日本大震災に際して、東京都の対策の重大な欠陥が明らかになった。
「読売新聞」は2011年９月18日号で、「大震災の津波到着時２水門４防潮扉閉鎖失敗」と
報じた。３月11日の当日、午後３時半に津波警報が発令され、国と都は水門39基、湾岸地区
の防潮扉６基の閉鎖を決定した。ところが、外部業者に委託している国の多摩川沿いの水門
２基と、やはり外部業者に委託している都の防潮扉４基が、業者との電話連絡がうまくいか
ず、現場に急行した業者らも道路渋滞で身動きがとれなかったため、津波の第一波到着（午
後4時40分）に間に合わなかった。結局、国交省職員と都職員が、それぞれ委託業者に代わ
って第一波の30分後に全部閉鎖した。当日は幸いにも潮位が低かったため、晴海で1.5mで被
害はなかった。
東京都港湾局は2002年に防災関係職員10人を削減し、防潮扉の管理を２区に別けて二つの
民間会社に委託した。防災施設を保守管理する係が６係あったのに現在では４係に減らされ
ている。いざというときにすぐ出勤できるように高潮管理宿舎が17カ所あったのが７カ所に
削減され、44戸が34戸に減らされている。防災の専任職員は年ごとに削減され、防災管理宿
舎に入居している90％が一般職の職員になっている。
委託契約は「単価契約」つまり「出来高払い」である。非常時操作に出動すればその回数
分年度末に清算して支払うもので、出動がなければ支払いはない。受託業者は常時専任の要
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員を陸こう付近に配置し緊急時に備えているわけではなく、要請があって初めて出動する。
それが今度は間に合わなかったということである。都の直接管理ではなく、民間委託であっ
たことが問題を起こしたのである。
港湾局は、2011年４月に、「現在の防災体制および運用方法等を抜本的に見直し検討す
る」ために、地震・津波対策会議を設置した。
地震・津波対策会議は、海岸保全施設（主に陸閘）については、「管理委託契約内容、委
託先の再検討、委託業者との通信手段の強化方法、受託業者のバックアップ体制構築なとを
検討課題としたものの、直営対策については検討された形跡がない。
その後、2011年10月から委託内容を変えて３か月ごとのコマ切れ委託をつづけ、2012年４
月１日から９月30日までの６ヵ月間特命随意契約である業者と委託契約を結んだ。
臨海都民連は、職員を必要部署の削減による民間委託は、財政的に見ても不合理であるこ
とを根拠をもって示し、防災関係施設の都直営を主張し、現在の委託内容についても検証を
行っている。
②液状化問題についての警鐘
東日本大震災では、地盤の液状化問題が、千葉県の浦安市など、東京湾の新しい埋立地で
の被害によってクローズアップされた。東京臨海部の江東区の辰巳海浜公園では芝生広場に
多くの土砂噴出があり、辰巳の都営住宅でも大きな被害を受けた。いちばん大きな液状化が
発生したのは新木場で、東京臨海地域で最大の被害だった。築地の卸売市場を移転させよう
としている豊洲でも相当大規模な液状化が発生した。
東京都は「埋め立て地の液状化予測」を1987年度につくっていたが、今回の地震で発生し
た液状化地域とはかなり違っていた。３・１１の震度５強で大きく液状化し新木場は、予測
では、液状化の発生が少ない地域・液状化がほとんど発生しない地域に位置づけられていた。
次に発生が多かった辰巳地区もやはり液状化が発生しやすい地域とされたのはごく小部分
だった。
③築地市場移転問題、オリンピック誘致問題など
このほか、臨海都民連が力を注いできた問題として、築地卸売市場の豊洲移転問題やオリ
ンピック招致の問題があるが、ここでは「臨海かわら版」での取扱を紹介するにとどめる。
前回のオリンピック招致計画は、有明北埋立地に選手村を設け、晴海をメインスタジアム
とするもので、
、
「臨海かわら版」は問題点を詳細に指摘していた。そして今回も再度のオリ
ンピック招致計画である。「臨海かわら版」はこれについて次のようにとりあげている。
「オリンピック招致優先で放射能汚染隠し／国際的モラルに反する」
（№73、2012年7月20
日）

「'20 東京オリンピック／隠し事の多い申請ファイル」（№74，2012年8月22日）
「五輪申請ファイルから見えるもの／美辞麗句ならべるが公園と緑つぶしの環境破
壊」（№75、2012年9月13日）
また、築地卸売市場の豊洲移転問題は、その当初から都民連が取り扱っており、今日でも
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次のようにねばり強く取り組まれている。
「どうなってる市場移転問題／まだ決着はついてない／業者を励まして頑張ろう」（№71、
2012年5月21日）

「『新市場』予定地地下は杭など障害物だらけ／情報開示に２年もかかる」（№72、2012
年6月22日）

「豊洲の汚染対策工事見学会／都民の質問にまともに答えず」（№74、2012年8月22日）
「築地市場移転反対／ 12 月 1 日に勉強会」（№75、2012年9月12日）

４ 市民運動としての臨海都民連の運動
臨海副都心の開発計画が現れたときから始まり、その計画がいくつかの変遷を経て、現在
の臨海部全体を包括する大開発にいたるまで、その各段階に応じて、絶えることなく、きわ
めて多種多様な活動を展開し続けてきている。都民連の活動歴史は、臨海開発そのものの歴
史である。その開発事業がいかなる点で無理があり、いかなる点で都民と東京の将来に反す
るものであるかの証言の歴史である。
運動の当初は、東京都区職員組合という労働組合が、その計画そのものが都民のためにな
らない、大金融機関や開発関係大企業の利益にはなっても都民のための東京の都市づくりに
反するものであるという立場を明確にしたところから始まった。そしてその活動を推進した
のは、都職労のなかの開発事業を担当する部署で働く人たちの支部である港湾支部である。
この人たちは実際に開発行政にたずさわる人たちであり、そういう意味では専門家であり、
行政の実態に精通している人たちである。この人たちが推進力となって、より広い都民の組
織を含む「臨海部開発問題を考える都民連絡会」＝臨海都民連に発展した。
バブルの崩壊によって臨海副都心開発事業は破綻した。開発のための都財政も、肝心の臨
海開発第三セクターも本質的には破綻している。３回にわたる都民連の提言は、その破綻の
結果を引きずることなく、都民の負担を最小限に抑えるための方式を提言した。
『臨海都民連20年の取り組み─開発の見直しを求めつづけて』
（2009年12月5日）が書いて
いるように、「石原都政発足後の10年、運動は厳しい困難な状況に置かれた」。
そのなかで都民連は、一貫した姿勢でねばり強く活動を継続し、そのときどきにあらわに
なる開発事業のさまざまな問題点を明らかにする努力をつづけている。
広範な大衆動員という運動の形態はたしかに困難になっている。しかし出現する問題ごと
に、行政に対する情報開示請求、監査請求、そして場合によっては裁判という手法によって
問題を追及し、その結果を一般都民に知らせるための宣伝活動や臨海部開発の実態を目で見
るバスツアー活動がつづけられている。この運動の中心になっている人たちは、かつて担当
職員として開発行政に精通している人たちである。
市民運動としての臨海都民連の運動は、以上のような特徴を持っている。それは、『臨海
都民連 20 年の取り組み』がいうように、破綻に事実を覆い隠し、いっそうに矛盾をいっそ
う深めるほかない「臨海副都心開発などに対する批判的世論形成」に貢献するにちがいない。
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【資料】臨海かわら版の主要記事（No.70 まで）
「３臨海都民連は今何を問題にしているか」の記述は主として「臨海かわら版」No.71（2012
年 5 月）以降にもとづいている。それ以前の各号の主要記事を不完全ではあるが、以下に
資料として紹介しておく。
号数 年
1 2006

月 日

主

要

記

事

7 10 破綻・臨海関連第三セクター①増える借金3280億円
オリンピックメーン会場臨海に

2 2006

8 11 破綻・臨海関連第三セクター②赤字を見えなくする臨海持株会社
売れてます「破綻処理提言」
環状2号線道路問題等で討議

3 2006

9 11 破綻・臨海関連第三セクター③公共性ゼロ公金投入やめろ

4 2006 10 13 環状2号線の地上化やめて かちどき・豊海住民の声を無視
5 2006 11 13 石原知事のオリンピック構想
湾岸道路など幹線道路に面して 台場・大気汚染つきマンション
6 2006 12 19 破綻臨海第三セクター「再生」支援 都民の負担780億円
環状2号線「地上化」

7 2007

「環境壊すな地下案にもどせ」

1 11 「有明16万坪」 ハゼの海が消えてしまった
臨海第三セクター支援補正予算

8 2007

2 14 豊洲市場予定地の土壌汚染 都アセス案は疑問だらけ

9 2007

3 13 豊洲市場予定地から『毒土』
JOC 晴海建設に異論

10 2007

4 17 石原カジノ構想頓挫 港湾局『カジノ用地』売り出す

11 2007

5 16 自治体で初の「持ち株会社」設立なのに

12 2007

6

13 2007

7 12 「臨海三セク持ち株会社」学習会

5 臨海副都心・ゴミ管路収集 計画量の30分の1

臨海副都心№2汚染
14 2007

8 15 夢の島マリーナ管理で臨海三セクに年2億円支援
豊洲貯木場跡から検出 環境基準越えるダイオキシン

15 2007

9 14 賑わい創出の運が再生が 静かな住環境に大きな影響

16 2007 10 12 豊洲地下水からベンゼン1000倍
17

11

9 晴海ふ頭公園にミサイル
大赤字の臨海第三セクターがなぜ破綻しないのかその裏側①

18

12 10 赤旗と署名でオリンピック誘致
……なぜ破綻しないのかその裏側②都自ら入居し財政支援
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19 2008

1 16 東京テレポートセンター黒字のカラクリ

20

2 14 臨海副都心№２汚染調査

32 2009

2 12 ホントに必要なのか臨港道路南北線？

37

7 14 臨海副都心NO2調査6月4～5日
港湾審議会はフリーパス

47 2010

5 14 かちどき・豊洲駅今ごろ駅大改造
東京や日本にはたして国際ハブ港は必要か？（下）

56

2 14 コンテナふ頭アセス説明会、国交省が東京港進出

59

5 24 東日本大震災で史上最大の液状化

60 2010

6 22 市場審議会傍聴記
東京湾に『浮かぶ原発』米原子力空母GW

61 2011

7 15 絶対損しない（株）ＴＴＣ、都有地（駐車場）で荒稼ぎ
築地市場移転問題新たな展開

62

8 19 2010年コンテナ貨物（５大港）前年の激減からV字回復？

63

9 14 環状2号線隅田川橋梁工事始まる
「杭」情報非開示に対する異議申し立てからもう1年

64 2011 10 14 民間委託の防潮扉閉まらず
「京浜港の総合的な計画」発表
65 2011 11 11 3か月だけの津波対策1億3千万円
「京浜港計画」を斬る①過大なコンテナ予測し新しいふ頭づくり
都は事の重大性を認識し高潮・津波対策は都の直営で行え
66 2011 12 12 「京浜港計画」を斬る②疑問の多い釜山港からのコンテナ貨物奪還策
やめられない止まらない湾岸マンション建設
首都高晴海線見直し求め要請
67 2012

1 17 「京浜港計画」を斬る③国の手のひらで踊る都
暴走する市場豊洲移転
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3

ゴルフボール避け巨大鳥かご736m、18億6000万円〔ゲートブリッジ取り付け
道路〕
オリンピック招致「開催基本計画」
首都高速晴海線ムダで意味ない工事に着手②
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4 16 首都高速晴海線ムダで意味ない工事に着手③ 未認可の二期区間着工はオ
リンピックがらみか
3.11地震で業者委託の防潮扉閉まらず
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