
　昨年の３月11日、私たちの生活を一変させた
東日本大震災の発生から１年が経過しました。
　思い起こせば３月11日14時46分、突然の地震
により倒れる置物を見ながら、来庁されている市
民の皆さんの身の安全を守るように告げたのを覚
えています。ガラス製の置物は床への落下ととも
に粉々になり、庁舎の壁と柱のきしむ音が今でも
耳に残っています。
　それから応急復旧が完了した４月15日までの
間は、まさに怒濤

と う

のように過ぎた日々でした。そ
れでも1日でも早い市民生活の回復を合言葉に、
被災された皆さんをはじめ、事業者、ボランティ
ア、近隣の自治体に加え、市職員自らがひるむこ
となく難しい課題に取り組んだことで、早期の応
急復旧に漕

こ

ぎ着けました。
　さて、いよいよ平成24年度から本格的な復旧・
復興事業がはじまりますが、市では、昨年の９月

11日に定めたこれからの本格的な復旧・復興を進
める指針となる復興に向けた基本方針をもとに、
このたび「浦安市復興計画」を策定しました。
　本来であれば、市内のすべての道路や公共施設
などに液状化対策を講じることが、今後起こるこ
とが予想されている地震に対しての最善の策で
あると考えられますが、市域すべての道路や公共
施設に液状化対策を施すとなると莫大な費用と途
方もない年月が必要になります。原形復旧にかか
る費用も現段階では約302億円と積算しています
が、これを市の予算だけで賄うことはできず、国
からの支援が必要になります。
　新生浦安の創生のためには、公共施設の復旧・
復興とともに、住宅地の復旧・復興も大きな課題
です。市では、これまで生活再建のための独自
支援を行ってきましたが、引き続きその支援を行
うとともに、液状化によって傾いた家の修復方法

や道路との境界の決定方法などをお示しすること
で、今後、復旧・復興がより加速されることを期
待しています。
　これから、復旧作業の本格化とともに、道路で
は、一部通行止めや車線規制、場合によっては、
一時的に水道や下水道の使用制限も必要になるこ
ともあります。市民の皆さんにはぜひ、ご理解と
ともにご協力をお願いいたします。
　この広報では、道路や下水道などの市の公共施
設を中心に今後の復旧・復興に対する市の考え方
や手法などをまとめましたが、今後それらに関す
る情報は、広報うらやすや市公式ホームページな
どで詳しくお知らせしていきます。
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施設 対応方針 地震発生後に確保する性能 主な対策 スケジュール
名称 施設の用途など 24・25年度 26～29年度 30～32年度

道路・
橋りょう

緊急輸送路 Ⅰ
ある程度の噴砂やひび割れは許容するが、
緊急車両の通行は可能にする。また、駅前
広場に接続する幹線道の歩道は被害の軽減
を図る

浅層混合改良工法による地盤改良を行う（下図
参照）。橋りょうについては耐震対策と落橋防
止策、踏み掛け板の設置など段差発生防止策を
行う

その他 Ⅳ 噴砂やひび割れは許容する 原形復旧を行う。そのほか市街地液状化対策
事業により対応する

駅前広場 一時滞留場所 Ⅰ
ある程度の噴砂やひび割れは許容するが、
緊急車両の通行は可能にする。また、駅前
広場に接続する幹線道の歩道は被害の軽減
を図る

浅層混合改良工法による地盤改良を行う（下図
参照）

下水道

ポンプ場・緊急輸送路下の重要
な幹線など Ⅰ 流下機能を確保する

被害があった管路は復旧に併せて液状化対策
を行う。そのほかの管路はマンホールの浮き
上がり防止や可とう継手などの耐震改修など
を行う

その他の主要幹線
（上記に接続された幹線）

Ⅱ
Ⅲ

流下機能を確保する
被害があった管路は復旧に併せて液状化対策
を行う。そのほかの管路はマンホールの浮き
上がり防止や可とう継手などの耐震改修など
を行う

その他の管路 Ⅲ おおむね３週間以内に使用制限を解除でき
るようにする

被害があった管路は復旧に併せて液状化対策
を行う。そのほかの管路は更新時に対策を行
う

雨水管

河川や排水機場・緊急輸送
路などの重要な幹線など Ⅱ 土砂の流入は容認するものの、土砂撤去な

どの応急対応で流下機能を確保する。
マンホールの浮き上がり防止や可とう継手な
どの液状化対策などを行い、土砂流入につい
ては排水対策・応急復旧方法の検討を行う

その他の管路 Ⅲ おおむね３週間以内に使用制限を解除でき
るようにする

被害があった管路は復旧に併せて液状化対策
を行う

公園
ヘリポート Ⅱ ヘリコプターの離着陸が可能な程度の噴砂

やひび割れなどは許容する
締固め工法や浅層混合工法などによる地盤改
良を行う

避難場所 Ⅳ 噴砂やひび割れは許容する 被災箇所の原形復旧を行う

屋内
運動施設

避難所 Ⅱ 電気、水道、下水道の機能を確保するとと
もに、避難所としての機能を確保する

可とう継手など設備配管の液状化対策を行う
とともに、出入り部分には踏み掛け版を設置
する

その他 Ⅲ 電気、水道、下水道と出入り口の機能を確
保する

可とう継手など設備配管の液状化対策を実施
するとともに、出入り部分には踏み掛け版を
設置する

屋外
運動施設 　　　　 Ⅳ 噴砂やひび割れなどは許容する 被災箇所の原形復旧を行う

公民館・
福祉施設 福祉避難所 Ⅱ 電気、水道、下水道と出入り口の機能を確保

する
可とう継手など設備配管の液状化対策を行う
とともに、出入り部分には踏み掛け版を設置
する

小・中学校 避難所 Ⅱ 校舎・体育館は電気、水道、下水道と出入り口
の機能を確保するなど、液状化対策を行う

可とう継手など設備配管の液状化対策を行う
とともに、出入り部分には踏み掛け版を設置
し避難路を確保する。地域の核となる学校は
モデルとして地盤改良を実施し、その他の学
校は噴砂抑制を推進していく

幼稚園・
保育園 　　　　 Ⅱ 電気、水道、下水道と出入り口の機能を確

保する
可とう継手など設備配管の液状化対策を行う
とともに、出入り部分には踏み掛け版を設置
し避難路を確保する

児童育成クラブ 　　　　 Ⅱ 電気、水道、下水道と出入り口の機能を確
保する 可とう継手など設備配管の液状化対策を行う

自治会集会所 　　　　 Ⅱ 電気、水道、下水道の機能を確保し、地区の
災害復旧活動拠点としての機能を確保する 可とう継手など設備配管の液状化対策を行う

老人クラブなど
の小規模施設 　　　　 Ⅲ 電気、水道、下水道の機能を確保する 可とう継手など設備配管の液状化対策を行う

消防署
今川出張所 　　　　 Ⅰ 消防車両の出入りを確保する

可とう継手や耐震管を使用し管路の破損防止
を図るとともに、出入り部分には踏み掛け版
を設置する

入居施設
（特養・ケア
ハウス・市営
住宅など）

　　　　 Ⅲ 電気、水道、下水道と出入り口の機能を確
保する

可とう継手など設備配管の液状化対策を行う
とともに、出入り部分には踏み掛け版を設置
し避難路を確保する

Ｕセンター 福祉避難所 Ⅱ 電気、水道、下水道と出入り口の機能を確
保する

可とう継手など設備配管の液状化対策を行う
とともに、出入り部分には踏み掛け版を設置
する

　市では、液状化により被災した施設を単に震災前の状態に戻す「復旧」にとどまらず、施設に求められた性能に応じて液状化対策などを講じる
「復興」を目指します。この表は、今回被災した公共施設の復興に向けた考え方やスケジュールを示したものです。なお、今後の工事の進捗状況
や国からの支援など、また、今後見直しを進める地域防災計画における施設の用途によっては、この方針の見直しが生じる場合があります。

液状化被害からの復旧・復興の方針

車　道

下水道の液状化対策

同時施工の範囲

歩　道

照明・植栽

歩　道

表面の舗装部分

舗装下の路床部分

路床下の液状化層幹線下水道
マンホールの浮き上がり防止、可とう継手の
設置や耐震管による補強

道路の液状化対策
車道は、固結工法による液状化対策を実施

歩道は、路盤材を補足するなどの液状化減災対策を実施

浅層混合改良工法の例

※５ページ参照

※５ページ参照

※５ページ参照

※４ページ参照

※５ページ参照

※１　 可とう継手：弾力性がある管と管の継ぎ手のこと。地震により管の
ずれが生じても破断しないようにするもの

※２　 踏み掛け版：出入口の段差の影響を最小限にとどめるために設ける
コンクリート版のこと

対
応
方
針

緊急かつ優先的に対策をする
復興計画の期間内に完了する
長期修繕計画などにより、改修時に対策をする
被災箇所の原形復旧

Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ

Ⅳ

被災の有無にかかわらず復旧・復興を実施

被災した箇所で復旧・復興を実施

上記以外
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市の公共施設の災害復旧費は約302億円

①＝道路・公園・学校など、②＝下水道

平成23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 合計

財
源
内
訳

国県支出金
29億6800万円 41億5200万円 66億7300万円 25億3000万円 8900万円 164億1100万円

① 29億2200万円 9億4300万円 17億2100万円 5億7500万円 8900万円 62億5000万円
② 4600万円 32億900万円 49億5200万円 19億5500万円 101億6100万円

震災復興
特別交付税

40億9300万円 21億1500万円 13億1700万円 5億1000万円 1300万円 80億4700万円
① 33億3200万円 9億4100万円 2億4400万円 8100万円 1300万円 46億900万円
② 7億6100万円 11億7400万円 10億7400万円 4億2800万円 34億3700万円

地方債
2億5300万円 10億700万円 14億9600万円 6億4000万円 0円 33億9500万円

① 0円 8300万円 3億2600万円 1億2300万円 0円 5億3200万円
② 2億5300万円 9億2400万円 11億7000万円 5億1700万円 28億6300万円

一般財源
21億400万円 3800万円 1億2600万円 5400万円 300万円 23億2500万円

① 17億4800万円 3300万円 6300万円 2300万円 300万円 18億6900万円
② 3億5600万円 500万円 6300万円 3200万円 4億5500万円

事業費
94億1700万円 73億1100万円 96億1200万円 37億3400万円 1億400万円 301億7800万円

① 80億100万円 19億9900万円 23億5300万円 8億200万円 1億400万円 132億6000万円
② 14億1600万円 53億1100万円 72億5900万円 29億3100万円 169億1700万円

災害復旧費の財源内訳（平成24年４月現在の見込み）

※ 平成23年度分には平成24年度への繰り越し分54億7000万円を含んでいます。
このほかに緊急的に実施する液状化対策費用として約234億円が必要です

　市では、東日本大震災による被害に対して、災害
救助法の適用を受けるために、昨年の３月の時点
で、公共土木施設の災害復旧に係る額を約734億円
と試算しました。
　この金額は、①道路の復旧を路床からの舗装打ち
かえなどの経費、②雨水管も全体が沈下したことに
よる修復が必要、③下水道については被害想定をよ
り深刻なものと推定、として試算したものです。
　その後、国による災害査定を受ける際に、①路床
からの舗装打ちかえなどの経費は対象外、②雨水管
も復旧の対象外、③下水道については当初の想定よ
り破損が少なかったことなどにより、復旧事業費と
して約243億円を災害査定額として申請しました。
そして国土交通省や文部科学省などの査定結果とし
ては、約199億円が認められました。
　市では、応急復旧の際、すでに支出していた費用
も含めて、災害査定申請額243億円のほかに、約60
億円の経費がかかり、災害復旧には、総額で約302
億円かかるものと考えています。

　災害査定申請の後、それぞれの復旧事業費に補助
率を乗じて、実際には、国からの支援として約164
億円が、市に支給される見込みです。さらに、これ
に加え、市が復旧に必要だと考えている経費や、応
急復旧にかかった経費なども震災復興特別交付税
として約81億円が交付される見込みです。したがっ
て、302億円に不足する経費については、地方債で
約34億円、一般財源で約23億円を充当することにし

ています。
　また、これらの経費のほかに、市では、災害時に
緊急輸送路となる道路、主要な下水道幹線、避難所
となる市立の学校の校庭などの液状化対策は不可欠
と考え、それらの経費として約234億円を想定して
おり、その一部を国の平成23年度第３次補正予算で
新たに創設された復興交付金で支援が受けられるよ
う、復興庁と協議を行っています。

●震災前の状態に戻すための災害復旧費   総額約302億円
●国の査定で認められる災害査定額   約199億円
 （市からの申請額＝約243億円）

●平成27年度まで実施を検討している液状化対策費   約234億円
 【問】財政課

　市では、東日本大震災からの復旧・復興に取り組むための方針となる復興計画を策定するにあ
たって、学識経験者や関係団体の意見・意向を反映させるため、浦安市復興計画検討委員会を昨
年11月24日に設置しました。
　この検討委員会では、浦安市液状化対策技術検討調査委員会からの報告やふるさと復興市民会
議からの提言、市議会の「東日本大震災復旧・復興に関する特別委員会」からの提言などを踏ま
え、復興計画の策定に取り組んできました。
　３月28日には、最終の検討委員会を開催し、復興計画を策定しました。なお、現在、浦安市
復興計画の製本作業を行っており、完成しだい、情報公開コーナーなどで公開します。製本前の
全文は、情報公開コーナー、市ホームページでご覧になれます。
 【問】企画政策課

浦安市復興計画を策定しました

生活・住宅再建支援
県住宅再建支援制度の対象が拡充されました

～申請受付開始は６月１日以降です

　県の制度の申請には、被災時に再建を行う住宅に居住していたことが要件と
なっていましたが、被災地域の復旧復興の促進、安全の確保などを目的とし
て、次の方が被災住宅を「解体」した場合は、被災時に当該被災した住宅に居
住していなくても、制度の対象になります。
　対象になる住宅は地盤に被害があった空き家の戸建住宅です。ただし、建設
業、不動産業を生業とする方は対象外です。
○被災住宅の居住者（所有者）と別居していた親族や相続人など
○ 新築中の被災住宅の建築主
○ 本拠となる住宅以外に被災住宅を所有する方
　※発災時に所有していた方に限る

 【問】災害復興生活支援プロジェクト☎351・3003

住宅の建て替え・補修・地盤復旧工事をお考えの皆さんへ

　住宅の工事を行うに際し、さまざまなトラブルに巻き込まれることが
あります。トラブルを未然に防ぐには、複数の事業者に見積もりを依頼
し、比較検討することも有効な手段のひとつです。
　工事内容の助言や見積もり相談をはじめ、工事についての疑問や不
安など、住まいのご相談については、「住まいるダイヤル☎0570・
016・110」へご相談ください。
　また、被害に遭いそうになったとき、被害に遭ってしまったときは、
すぐに「消費生活センター☎390・0086」へ相談してください。
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今後の工事スケジュール
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弁天

NTT
東京電力

雨水
下水道

水道
ガス

幹線道路
道路

入船

NTT
東京電力
水道

雨水
下水道
ガス
幹線道路

道路

舞浜

NTT
東京電力
水道

雨水
ガス
下水道
幹線道路

道路

鉄鋼通り

NTT
東京電力

雨水
下水道

ガス
幹線道路

道路

千鳥

NTT
東京電力
ガス
雨水
下水道

幹線道路
道路

新浦安駅前広場 道路

舞浜
駅前広場

NTT
ガス
道路

地区

Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度
４
月
〜
６
月

７
月
〜
９
月

10
月
〜
12
月

１
月
〜
３
月

４
月
〜
６
月

７
月
〜
９
月

10
月
〜
12
月

１
月
〜
３
月

４
月
〜
６
月

７
月
〜
９
月

10
月
〜
12
月

１
月
〜
３
月

４
月
〜
６
月

７
月
〜
９
月

明海

NTT
雨水

下水道
ガス
幹線道路

道路

日の出

NTT
雨水

下水道
幹線道路

ガス
道路

高洲

NTT
雨水

下水道
ガス

幹線道路
道路

海楽

NTT
雨水

水道
ガス

下水道
道路

東野

NTT
東京電力

雨水
ガス
幹線道路

下水道
道路

富岡

NTT
水道

雨水
下水道

幹線道路
ガス

道路

今川

NTT
東京電力
水道

雨水
下水道

ガス
道路

幹線道路

美浜

NTT
東京電力
水道

ガス
雨水
下水道

道路

　市民の皆さんからは道路の早急な復旧を望む声がありますが、道路表面をきれいにしても、その下に埋設されている下水道などの工事をすると
きに、再度掘り起こさなければならないため、道路については、最低限市民生活に支障がないレベルの応急復旧にとどめています。
　下表のスケジュールは、下水道は災害復旧と同時に液状化対策・耐震改修を行っいくほか、駅前広場や一部幹線道路の液状化対策を含みます
が、基本的には復旧のスケジュールを表しています。道路と下水道の液状化対策・耐震改修については、５ページをご覧ください。
　平成24年度からいよいよ本格的な工事が実施され、中町・新町地域のいたるところで工事が行われ、皆さんの通行に支障をきたすことも考え
られますので、市では、工事の詳細な情報を広報うらやすや市ホームページでお知らせしていきたいと考えています。
 【問】復旧事業プロジェクト

公園・施設名 内容 供用開始予定
舞 浜 公 園 テニスコート１面 ６月
大 三 角 公 園 少年野球場１面 ８月
高洲太陽の丘公園 テニスコート２面 ８月
美 浜 運 動 公 園 テニスコート２面 ８月
明 海 球 技 場 サッカー場 10月

運 動 公 園
野球場２面 ９月

テニスコート８面 12月
新スポーツコート２面 12月

中 央 公 園 テニスコート１面 ８月
野球場１面 平成25年４月

災害復旧に伴うスポーツ施設供用開始予定表スポーツ施設の供用開始
　東日本大震災で被災したスポーツ施
設については、昨年度、国庫補助事業
を受けるための手続きが終了し、被災
したすべての施設で工事を開始しま
す。なお、供用開始は右表のとおりで
すが、予約開始日などは、今後、広報
うらやすや市ホームページなどでお知
らせします。
 【問】市民スポーツ課
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　下水道は、地震による隆起や陥没、下水道管の破断など、今回
の震災の中でも一番大きな被害に遭いました。
　下水道は上流から下流に自然に流下させるため、その勾配を細
かく設定しなくてはならず、水道管やガス管の復旧とは異なり、
復旧には相当の時間がかかります。
　今回の震災では、市民生活に支障をきたしたことから、市で
は復旧にあたっては、地震発生からおおむね３週間以内には使
用制限を解除できるように、施設の強化を図っていきます。中
でも、下水道終末処理場に続く幹線へ接続する重要な幹線管路
については、今回のような大地震でも流下機能を確保できるよ
う平成32年度までに優先的に耐震改修を行います。そのほか
の重要な管路についても、順次、耐震改修や液状化対策を施
し、住宅などに接続している管についても、復旧または更新時
に液状化対策を講じます。 【問】下水道課

　道路の液状化対策は、緊急輸送路である幹線道路や駅前広場
を液状化対策として実績がある「セメント固結工法」の採用を
軸に検討を進めています。
　右図は、平成32年度までに液状化対策を行う幹線道路を示
しています。32年度以降には、その他の幹線道路について
も、順次、液状化対策を行っていきます。
　今回被害が大きかった幹線道路の歩道は、水道管やガス管な
どの地下埋設施設の維持管理に配慮します。また、車道と宅地
の間にある歩道を地震の緩衝ゾーンとすることで家屋への被害
を軽減することを検討しています。
 【問】道路管理課

境
　川

新浦安駅

浦安駅

JR
京
葉
線

東京メトロ東西
線

舞浜駅

市役所

国
道
35
7号 幹線11号

幹線10号

幹線９号
（シンボルロード）

幹線６号

幹線５号
（中央公園通り）

幹線２号
（大三角線）

幹線１号

県道・国道
平成24年～27年度
平成28年～32年度

平成32年度までの幹線道路の液状化対策実施計画図

境
　川

新浦安駅

JR京
葉線舞浜駅

市役所

国
道
35
7号

重要な幹線など
その他の主要幹線
流域下水道（千葉県管理）

下水道終末
処理場へ

平成32年度までの下水道の液状化対策・耐震改修実施計画図

道路の液状化対策

仮電柱は元に戻します
　震災の影響により、宅地内から道
路上に移設した仮電柱は、復旧工事
を最優先することを目的として一時
的に道路に移設しているもので、最
終的にはもとの宅地内に戻していた
だくようお願いしています。
 【問】道路管理課

薬剤などはぜったいに流さないで！
　住宅地の地盤復旧工事などで使用する薬剤（セメント
系）などを下水道管へ流したことが原因で下水道管が使用
不能になり、市民生活に大きな支障が出た事故が数件発生
しています。
　住宅の地盤復旧工事を予定している方は、工事で使用す
る薬剤などを、適切に処理するよう施工事業者に周知して
ください。
　また、マンホールや側溝に薬剤などを流している事業者
を見かけた場合は、下水道課へご連絡をお願いします。
 【問】下水道課

⇨流された薬剤によっ
て詰まってしまった下
水道管。復旧まで近隣
に住んでいる皆さんは
トイレなどが使えない
状態になります

下水道の液状化対策・耐震改修
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境界確定までの基本的な流れ

道路と宅地などの境界について
　住宅地内の道路の計画高については、震災後の舗装高を基本とし、震災前と同様、地区外周の主要道路よりも高く設定していく予定です。現
在、各地区で高さの測量を行っており、順次、道路高についての説明会を開催していきます。
　また、土地の境界は、現在までに、測量の基準となる市内の街区基準点の確認と再設置作業が終了し、今後、住民の皆さんと話し合いを行い、
合意が得られた地域から地籍調査を行っていく予定です。
　ここでは、道路高決定の基本的な考え方や境界確定の進め方について、現時点での市の方針をお知らせします。 【問】道路管理課

道路の高さは
どのように決定するの？

震災前
震災後（現況）

道路は、盤下げ 復旧後

道　路民　地 民　地 道　路民　地 民　地

　一路線の道路区間内で、舗装部全体が隆起し、両側の側溝や宅地が沈下して
いる場合は、側溝や宅地に合わせ、道路計画高を下げて計画しますが、他の道
路との接続や雨水排水上で問題のない高さまでしか下げることができない可能
性があります。

ケース 2 舗装部のみが隆起している場合

震災前

震災後
（現況）

側溝は、盤上げ

民地は、そのまま 復旧後

道　路民　地 民　地 道　路民　地 民　地

　一路線の道路区間内で、片方の側溝や宅地だけが沈下している場合は、基本
的に現在の舗装高で計画しますが、道路と宅地との高低差が大きい場合には、
可能な限り、舗装面を下げることを前提に沿道住民の皆さんと調整させていた
だきます。

ケース 3 片側の側溝や宅地が沈下している場合

ケース 1 一部の箇所が沈下・隆起している場合

震災前

震災後
（現況） 道　路

沈　下

民　地 民　地

道路は、盤上げ

民地は、そのまま 復旧後

道　路民　地 民　地

震災前

震災後
（現況）

道路は、盤下げ

民地は、そのまま 復旧後

道　路民　地 民　地 道　路民　地 民　地

隆　起

　一路線の道路区間内で、一部の箇所が沈下・隆起している箇所については、雨
水排水上の観点から前後の道路高に合わせるため、上げ下げします。
　また、道路が全体的に緩やかに沈下・隆起している箇所については、できる
限り、道路計画高を起終点に合わせ、上げ下げします。

道路想定ライン案の設定

地籍簿、地籍図の確定

地籍調査

住民の合意

　各街区ごとの現状の図面を作成し、土地と道路の境
界が地震後にどのようになっているのかを調べます。
　土地と道路の境界を測量した結果と法務局が管理す
る地籍測量図（埋立後に土地を分譲したときの図面）
との比較図を作成し、地震によりどのように移動し、
土地がどのように変化したのかを調べます。
　震災前の地籍測量図と震災後の測量結果の比較図を基に道路想定ライン案をすべての
街区について作成しますが、あまりにも移動や誤差が大きく、地籍調査事業では対応で
きない場合には、区画整理事業など、ほかの手法も検討していく必要があります。

　道路想定ライン案や基本的な境界確定の考え方につ
いて住民に説明し、合意が得られるように調整を行い
ます。

　境界の専門家である土地家屋調査士などに委託し、住民の皆さんの立ち会いのもと現
地で一筆ごとに境界の位置などの確認作業を行います。現地立会いにより確認した境界
を基に測量し、登記簿との面積などの誤差の確認を行い、その結果を個々の住民にお知
らせし、同意を得られるように調整を行います。
　土地の所有者から同意書をいただいた後、個々の土
地のデータを記載した地籍簿（個々の土地のデータ）、
地籍図（公図と同様の図面）の案を作成します。その後、
調査結果を確認していただくために、地籍簿と地籍図
の案の閲覧を行い、地籍簿と地積図の案に誤りがあっ
た場合は、異議の申し出により修正作業を行います。

　地籍簿、地籍図について、県経由で国の承認を受
け、県からその成果の写しを法務局に送付します。
その後、法務局が、登記簿の修正・整理を行うととも
に、地籍図が備え付けられます。
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道路と宅地などの境界
Q&A

　地盤の液状化による被害の軽減を図り、安全・安心な街づくりを推進するため
に、道路などの公共施設と隣接宅地の一体的な液状化対策を行う「市街地液状化対
策事業」が、東日本大震災復興交付金の対象事業の一つとして新たに設けられまし
た。
　市では、この事業の実現可能性の調査を行います。
 【問】市街地開発課

道 路と宅地の一体的な液状化対 策

　道路境界の立会いはいつから行うのか？Q

　道路想定ライン案が設定された後、10月以降に順次立
会いをお願いする予定です。A

　登記簿の面積と測量した面積に相違が生じた場合はどう
なるのか？Q

　基本的に登記簿上の面積を確保するように調整を行う予
定です。A

　土地所有者に登記などの費用負担は発生するのか？Q

　費用負担はありません。A

　土地境界の確定に至らない場合は、道路工事に着手でき
るのか？Q

　土地境界の確定に関して、どうしても合意に至らないケ
ースでは現況で復旧工事を優先するケースもあります。A

　民地と民地の境界確認作業も、浦安市で実施するのか？Q

　住民の皆さんと話し合いを行い、各地権者により位置を
確認していただき、民地と民地の境界確定を含めた地籍調
査を同時に行う予定です。

A

　道路の復旧工事の着手は土地境界の確定後になるのか？Q

　土地境界の確定後に道路復旧工事を行っていきたいと考
えています。A

　調査の結果、大幅な境界の移動や誤差があった場合はど
うなるのか？Q

　大幅な境界の移動や誤差があり、地籍調査事業で対応で
きない状況になった場合には、区画整理事業などのほかの
手法の導入を検討します。

A

　塀を修理したが、地籍調査の結果、道路側にはみ出して
いたことが判明した。この場合、どうなるのか？Q

　市と地権者の話し合いで決定することになりますA

　塀を修理したいが、境界確定まで待たないといけないか？Q

　塀の設置は、できる限り境界確定後にお願いします。ど
うしても設置する場合には、仮設で設置をするか、宅地側
に下げたラインで設置してください。

A

　家を建替え・補修中なのですが、将来の道路工事で道路の
高さが変わることはあるのか？Q

　道路の高さが変わる場合も考えられます。５月中旬から
各地区ごとに説明会を行い、道路高などの説明を行う予定
です。

A

実現可能性調査を行います
　市では、液状化対策の効果や課題、事業に伴うリスク、宅地所有者の費用負担な
どの詳細な検討と、検証に必要な地盤調査などを行います。
　昨年度、地盤工学会、土木学会、日本建築学会に委託して設置した浦安市液状化
対策技術検討調査委員会からの報告で、この一体的な対策工法として、個人の費用
負担や技術開発の状況などの観点から、課題はあるものの、「地下水位低下工法」が
一つの工法として挙げられました。
　市では、液状化対策工法として「地下水位低下工法」、「格子状改良工法」、「個別
の対策工法（建て替え時を含む）」を対象として、市民アンケートなどを行いながら
検討を進め、秋ごろをめどに、基本的な方向性を取りまとめたいと考えています。

市街地液状化対策事業とは
　道路などの公共施設の対策は公費の負担で、宅地の対策は原則として所有者の負
担により街区全体の液状化対策を行うもので、10世帯以上かつ3000平方メートル以
上の街区で世帯の３分の２以上の同意が得られることが事業の採択条件になってい
ます。

自治体負担

所有者負担

液状化対策
実施区域

公共施設（道路）

宅　　地

宅　　地

宅　　地

市街地液状化対策事業のイメージ図

Ｑ どのようなメリットがあるのか？
　　Ａ  道路と宅地を一体的に液状化対策することで、効率的・効果的に一定規模の

面的な対策を行うことが可能になるほか、道路と宅地を同じ工法で対策を施
すことによりコスト削減を図り、宅地所有者の負担をある程度、軽減するこ
とが期待されます。

Ｑ 10世帯以上3000平方メートル以上で、３分の２の同意があれば実施できるのか？
　　Ａ  ご質問の要件が事業実施のための条件になっていますが、市では、まとまっ

た区域の対策を行うとともにコストの縮減を図ることが望ましいと考え、数
百世帯程度を一つの区域として、事実上は実施区域世帯全員の同意が必要と
考えています。

Ｑ 費用負担はどれくらいなのか？
　　Ａ  道路などの公共施設部分は自治体の負担ですが、住宅地などは所有者の負担

になります。液状化対策の工法や面積、宅地の広さによって費用は変わって
きますが、計画を策定する際に話し合いによって決定していきたいと考えて
います。

市街地液状化対策事業のＱ＆Ａ
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木造住宅の耐震相談会・住宅の傾斜復旧等相談会 　市では、木造住宅の耐震相談と液状化被害により傾斜した家屋の復旧等
の相談について、専門家による無料相談会を実施します。

▶木造住宅耐震相談  市内にある昭和56年（1981年）５月31日以前に着工され
た木造戸建て住宅の診断や補強工事についての相談と補
助制度などの案内

対象 ○  昭和56年（1981年）５月31日以前に着工された住宅
○地上階数が２階以下
○自らが居住する一戸建て木造住宅
○建築基準法に適合していること
○診断費＝費用の３分の２（８万円上限）
○ 改修費、監理費＝費用の３分の１（110万円上限）補助金

▶傾斜復旧工法の相談 浦安市液状化対策技術検討調査委員会で報告された工法
などを基に、液状化により傾斜した住宅の復旧工法に関
する相談

▶地盤改良工法の相談 浦安市液状化対策技術検討調査委員会で報告された工法
などを基に、宅地の地盤改良工法に関する相談

電話で、建築指導課へ　※事前予約が必要です申込

時 ５月16日㈬午前９時30分～午後４時30分
※１組１時間程度

所 富岡公民館

※ 開催場所については市内各公民館などを予定しています

６月２日㈯・23日㈯、７月19日㈭、８月18日㈯、
９月12日㈬、10月21日㈰、11月15日㈭、
12月15日㈯、１月16日㈬、２月23日㈯、３月14日㈭

６月以降の開催予定

　自治会集会所などに市・専門講師が出向いて「木造住宅の耐震相
談会・住宅の傾斜復旧等出前講座」も行っています。
　詳しくはお問い合わせください。

出前
講座

【問】建築指導課

　沈下傾斜修復をお考えの場合は、所有している住宅の図面を用意し、
できれば地盤調査（ボーリング調査）を行ってから着手することをお勧
めします。このフローは、あくまでも参考ですので、専門家や施工会社
などと相談しながら一番良い方法を選定してください。

沈下傾斜修復工法の選定フロー
基礎に損傷がある場合（基礎修復）

基礎

ジャッキ

根がらみ鋼材 　土台下に鋼材などの根がら
み材を入れ、一旦、基礎と建
物を切り離し、建物だけをジ
ャッキアップした後に、基礎
の再施工と地盤改良のいずれ
かあるいは両方を行い、基礎
に緊結する。

工期
３～５週間
工事費

（基準建物面積約20坪の目安）
建築物の構造により費用
に大きな差がある　床・
壁の修復費用が別途必要

※浦安市液状化対策技術検討調査委員会報告書より抜粋

※１　 最大相対沈下量
＝建築物の四隅
のレベルを測り
最も高い場所と
最も低い場所の
差をいう

基礎直下
地盤反力ＯＫ？

地盤改良を
していない？

基礎下の地盤に
注入ＯＫ？

土台ジャッキ
アップＯＫ？

基礎下掘削ＯＫ？ベタ基礎である

スタート
最大相対沈下量※1
20センチ以下

地下水位が高い（地盤調査結果を参考）

併用工法
セメント系薬液注入工法と

耐圧版工法
ジャッキアップ工法と
薬液注入工法

２ ３＋

１ ２＋

３ ２＋

４ ２＋

など

　建物下の地盤をセメ
ント系薬剤などにより
地盤改良して、次に、
これを反力にジャッキ
アップ工法（耐圧版工
法）を用いて、沈下傾
斜を修復する。

　建物外周をジャッキ
アップ工法（アンダー
ピニング工法、耐圧版
工法など）でジャッキ
アップするとともに、
建物中央部を注入工法
などによりリフトアッ
プする。

工期 工期
３～５週間 １～２週間
工事費

（基準建物面積約20坪の目安）
工事費

（基準建物面積約20坪の目安）
400～600万円（リフト
アップの高さにより変
動、配管などの復旧費
用が別途必要）

300～1000万円（ジャ
ッキアップ方法、リフ
トアップの高さに、薬
剤の種類により変動、
配管などの復旧費用が
別途必要）

アンダーピニング工法

基礎

ジャッキ

鋼杭

　基礎下を堀削して建
物荷重により１ミリ程
度の管杭を継ぎ足しな
がらジャッキで地中に
圧入する。支持できる
深さまで貫入後、逆に
これを反力にジャッキ
アップする。

工期
３～６週間
工事費

（基準建物面積約20坪の目安）
600～1000万円（掘削
の難易度、杭の支持層の
深さにより変動）

４

耐圧版工法

基礎

下処理（コンクリートなど）

ジャッキ

　基礎下を順次掘削し
て仮受けと打設を繰り
返して良質な地盤面一
体の耐圧版を構築し、
耐圧版を反力に基礎を
ジャッキアップすると
ともに傾斜を修復す
る。

工期
３～５週間
工事費

（基準建物面積約20坪の目安）
500～700万円（掘削の
難易度、支持層地耐力に
より変動）

３

注入工法

基礎

基礎

薬液を圧入

ウレタンを圧入

　基礎スラブに空けた
小口径の穴から、基礎下
へ瞬結性のセメント系・
水ガラス系薬液などを
注入し、固化した後に注
入圧により基礎をリフ
トアップすることで沈
下傾斜を修復する。隣地
へ注入剤が噴出しない
ように注意が必要。

工期
３日～１週間
工事費

（基準建物面積約20坪の目安）
250～700万円（リフ
トアップの高さにより
変動、配管などの復旧
費用が別途必要）。ウレ
タン100～300万円

２

ポイントジャッキ工法

基礎

ジャッキ

　基礎を一部けずり、
建物本体の土台下に爪
付きジャッキを挿入し
てジャッキアップす
る。補強などを行い既
存基礎を再使用する場
合が多い。アンカーボ
トルを切断するため修
復後の基礎と建物の緊
結に注意が必要。

工期
３～５週間
工事費

（基準建物面積約20坪の目安）
200～300万 円（床・壁
の修復費用が別途必要）

１

基礎に損傷が無い場合

ＮＯ

ＹＥＳ


