
 

 

1-3-3 新木場地区の下水道管渠災害復旧工事の完了報告 

 

東部第一下水道事務所 建設課 植山 敬太 

渡部 将来 

 

1. はじめに  

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災では、都内で震度５強の強い揺れが発生し、下水道施設でも、

様々な被害が発生した。とりわけ江東区新木場地区を含む湾岸部では、液状化現象の発生(図 1)により、土砂

が地上に噴出し、道路が沈下することなどによる下水道管渠のたるみや破損、人孔のズレやひび割れが生じた

(図 2)。 

 東部第一下水道事務所では、発災直後から緊急措置として、管渠の損傷箇所からの土砂流入による陥

没事故や、下水道管のつまりを起因とする使用制限等お客様に支障をきたす事態を防ぐため、必要な箇

所から管路内の土砂を排出することなどにより流下機能の回復に努めた。その後、東京都下水道局として初め

て国の災害査定に臨み、本格的な下水道施設の復旧工事に着手し、平成２５年３月に災害復旧工事が完了し

たので報告する。 

 

 

       

 

2. 概要  

2.1 新木場地区の成立と地盤状況 

新木場は、昭和 47 年に 14 号埋立地を江東区に編入した地域であり、木場に代わり、木材流通基地の

整備が進められた。 

江戸時代には、日本橋・神田周辺にあった木材置場（貯木場）を集中的に現在の木場に移転させ、最

近まで東京における木材の需要を引き受けていた。しかし、埋立地の造成により内陸地となってしまっ

たこと(図 3)、木材需要の増大による敷地の狭隘化、さらに木場周辺も含めた江東区は地盤が低く、木

造家屋が密集していることなどから木材流通拠点を新木場に移転することとなり、現在の新木場ができ

あがっている。 

新木場地区の地盤は、埋立地であることから、地表から２ｍまで埋め土でその下は 16ｍくらいまで砂

歩道被災 汚水管破損 

人孔ずれ ます破損 

図 1 東京湾岸部液状化発生地点 1) 図 2 液状化現象による被災写真 
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層となっている（図 4）。液状化は、地盤が砂地盤で密度が小さいことや地下水位が浅い場合に、地震な

どの振動が加わり発生することから、新木場地区は液状化が発生しやすい地質であることがわかる。 

2.2 施工概要 

本災害復旧工事の施工箇所は、新木場地区全域にわたっている(図 5)。また、新木場地区は、分流地

区であることから汚水管、雨水管の双方を復旧する必要があり、工事規模としては、全施工延長が 12,310

ｍ（汚水管：7,800ｍ 雨水管：4,510ｍ）と、相当量の施工延長となった。 

できる限り短期間に復旧工事を完了させるために、施工延長と施工エリアを踏まえて４件（江東区新

木場一、四丁目付近下水道管渠災害復旧工事、江東区新木場一丁目付近下水道管渠災害復旧工事、江東

区新木場二丁目付近下水道管渠災害復旧工事、江東区新木場一、四丁目付近下水道管渠災害復旧その２

図 5 施工箇所図 

図 4 新木場地区の柱状図 3) 図 3 東京臨海部の埋立地造成図 2) 
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工事）に分割して工事を行った。各工事間での綿密な工程調整を行い、24 年度内で工事を完了すること

ができた。 

2.3 工事の特徴 

主に開削工法により損傷した下水道管の布設替えを行った。また、埋戻しにあたっては下水道施設の

耐震対策指針と解説 4)より、中川建設発生土改良プラントから搬入する改良土を使用することで、再度

の液状化による管渠の損傷を防止するものとした。 

新木場地区は、分流地区であり、特に汚水管の掘削深が深く、埋設物が輻輳した箇所であることから、

開削工には細心の注意が求められた。さらに当地区では、開削時に埋立ガラや既設管渠の 360 度コンク

リート基礎防護が支障となり、土留の圧入や既設管撤去工に時間を要し、早期完了が非常に困難な工事

であった。 

2.4 災害復旧事業 

新木場地区の下水道施設の復旧工事は、当局で初めて公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づ

く災害復旧事業として実施した。 

災害復旧事業とは暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象により被災した公共土木施設の復

旧費の一部を国が負担することで、速やかな原形復旧を図り、公共の福祉を確保することを目的として

いる 5)。なお、原形に復旧することが不可能な場合においては当該施設の従前の効用を復旧するための

施設を設置することができるものである。 

災害復旧事業の大まかな流れを図 6 に示す。災害復旧事業では、国土交通省の災害査定官が設計図、

設計書、現場等を確認し、国庫負担額の決定や、設計変更の精査を行い、災害査定が実施される(図 7、

図 8)。 

 

 

 
 

 

  

図 6 災害復旧事業の流れ 
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3. 災害復旧工事における課題と対応策 

3.1 工期の制限  

工事の施工に当り、様々な工期の制限を受けたことから、各々に対して以下のように対応した。 

3.1.1 東京ゲートブリッジ開通時期に合わせた対応 

施工箇所の一部の道路は、東京港臨海道路(東京ゲートブリッジ)と東京湾岸道路を結ぶ臨港道路「新

木場・若洲線」であった(図 8)。 この東京港臨海道路については、開通による経済効果が高い路線で

あることから、早期に開通するよう求められ

ていた。 

当局の対応として、東京ゲートブリッジ開

通前の平成 24 年 2 月までに臨港道路「新木

場・若洲線」における下水道管渠の復旧工事

を完了させるため、起工決定前施工を行った。

起工決定前施工とは、天災事変等に伴い、緊

急に工事を行う必要があるが、工事内容が確

定できない場合などに、やむを得ない措置と

して行う随意契約の手法である。契約は、随

意契約を予定する会社と協議書（件名、工事

概要施行場所、予定工期を記載）及び簡単な

特記仕様書等を取り交わして行うものであり、

震災が発生した約 2カ月後の 5月 25日には本

工事の契約を行うことができた。この措置に

より速やかな工事着手が可能となり、臨港道

路部については、ゲートブリッジの開通前に

工事を完了させることができた。 

3.1.2 お客さまからの要望への対応 

平成 23 年 6 月 24 日にお客さまから新木場地区災害復旧の早期完了の要望を受け、当局では平成 24

年度末までに下水道管渠全ての災害復旧工事を完了させることを約束したため、これまで以上に綿密な工程管

理が必要となった。 

図 7 害査定写真（書類審査） 図 8 災害査定写真（現場踏査） 

施工箇所 

図 8  施工箇所と周辺道路の位置関係 
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このため、月１回の頻度で工事協議会を開催し、本工事に関与する東部第一下水道事務所建設課、Ｔ

ＧＳ関係者、受注者が一堂に会し、工事の進捗状況の把握、情報の共有や工程の問題点の解決策の検討

を行った。工事協議会での検討結果、早期完了するためには、新木場地区全体で 15 口、1工事最大 9 口

の口数を確保する必要があった。通常の再構築工事の口数が 1口から 2口であることから、非常に多く

の口数であった。所轄の警察署やお客さまへの丁寧な説明と粘り強い協議の結果、理解が得られ、工期

短縮に大きく寄与した。 

3.1.3 競合工事との工程調整 

本災害復旧工事は、道路管理者（江東区、東京都港湾局）の道路災害復旧工事と施工箇所が競合してい

たため、江東区や東京都港湾局と施工箇所・施工時期等について随時調整することで、競合している路

線の歩道や車道に分けて施工するなど、できるだけ競合を回避して実施した。本工事の工程表を図 9に

記す。 

江東区の道路復旧工事が平成 24年 8月に着手され平成 25年度から本格的な実施が予定されていたた

め、綿密な工程調整や協議により江東区工事との競合を回避しながら 3 件の当局工事を平成 24 年度末

までに実施した。(江東区新木場一丁目付近下水道管渠災害復旧工事、江東区新木場二丁目付近下水道

管渠災害復旧工事、江東区新木場一、四丁目付近下水道管渠災害復旧その 2工事) 

また、東京都港湾局の道路復旧工事は、東京ゲートブリッジ開通に合わせて平成 24 年 1 月までに行

うこととなったため、競合する江東区新木場一、四丁目付近下水道管渠災害復旧工事についても、平成

24 年 1 月までに施工し、目標の平成 24 年度末までに本災害復旧工事を完了させることができた。 

 

 

図 9 本災害復旧工事の工程表

年

月

東日本大震災発生により管渠が損傷 臨港道路の災害復旧完了

災害査定 すべての災害復旧工事完了

H24年度までに施工完了する旨を約束

平成23年5月25日～平成24年1月21日 平成24年2月～

契約締結の日から155日間 東京ゲートブリッジ開通

（臨港道路を緊急工事として施工）

平成24年1月10日～平成25年3月7日

着手指定の日から288日間

平成24年1月27日～平成25年3月26日

着手指定の日から280日間

平成24年1月10日～平成25年2月21日

着手指定の日から278日間

平成23年1月～平成24年1月 平成24年8月～

港湾局による道路拡幅工事及び道路復旧工事 江東区による道路復旧工事

震災後、緊急清掃を行い流下機能確保江東出張所

道路復旧工事

江東区新木場一、四
丁目付近下水道管渠

災害復旧工事

江東区新木場一丁目
付近下水道管渠災害

復旧工事

江東区新木場二丁目
付近下水道管渠災害

復旧工事

江東区新木場一、四
丁目付近下水道管渠
災害復旧その２工事

12 1 2 3

23 24 25

2 3 4 5 6 7 8 9 10

主な事実経過

1111 12 13 4 5 6 7 8 9 1021

東京都下水道局 技術調査年報-2014-  Vol.38

目　次



 

 

3.2 他企業埋設物支障への対応 

本災害復旧工事に際し、再度の液状化による下水道管渠の損傷を防ぐため、開削工法による布設替えの上、

液状化対策に有効である改良土による埋め戻しを基本としていた。しかし、他企業埋設物が支障となり、土留を

圧入することができないため、開削工法による施工が困難な路線が多数あった。施工が困難な路線の概念図を

図10に示す。土留の圧入のため埋設物管理者に支障移設を協議したところ、埋設物の支障移設には多大な時

間を要することが判明し、工期内の施工完了は極めて難しいことから、工法変更を含む抜本的な施工検討が必

要となった。他企業埋設物支障により設計変更を行ったケースを図 11 に示す。 

ケースⅠについては、歩道部の既設管が他企業埋設物の影響で撤去できないため、新たに車道部に新

設管を設置し、下水を新設管に流す形で占用位置の変更を行ったものである。既設管の撤去はできない

ことから、道路管理者との綿密な協議を行い、発泡モルタルを充填し残置することとした。 

ケースⅡについては、ケースⅠの歩道部に加えて車道部にも他企業埋設物が存在しているため、占用

位置の変更はできない場合である。この

場合は、既設管は内面被覆工法により補

修し、既設管の上部に汚水を取り込むた

めのアッパー管を設置することとした。

アッパー管を既設管に比べて土被りが

非常に浅い位置に布設することで、掘削

幅を減らすことができたため、他企業埋

設物が支障とならずに設置できた。なお、

アッパー管に流入した汚水は、下流の人

孔で落とし込み、内面被覆を行った既設

管に取り込む構造とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 施工困難箇所の概念図 

図 11 他企業埋設物支障による設計変更 

東京都下水道局 技術調査年報-2014-  Vol.38

目　次



 

 

3.3 港湾部近接施工時の対応 

新木場地区は、港湾部に近接しているため(図 12)、雨水管の下流部の施工では満潮時に雨水の吐口（図 13）

から海水が管内に逆流することが予想された。このため、事故防止対策には万全を期して施工を行う必要があ

った。 

雨水管の吐口付近の施工を安全に行うため、潮時表で事前におおよその水位を把握し、施工時間帯を

干潮時に限定して作業を行うこととした。さらに、雨水吐口からの海水の逆流を防止するために、施工

箇所の下流側に 2.0m の高さの止水壁を設置した。止水壁の平面図、断面図と写真を図 14、図 15 に示す。

止水壁は固定壁とし、6インチ水中ポンプを 2台程度使用し 24 時間水替えを行った。また、管渠内にあ

る既設コンクリート堰上流側にも 6インチ水中ポンプを設置し、施工箇所をドライとした。なお、止水

壁設置作業は潜水士により作業を行うため海への流出が予想されたことから、救命胴衣及び救命浮環等

を常備した。このように、施工時間の制限や止水壁の設置等の事故防止対策に万全を期して施工を行い、

無事故で完了することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 13 満潮時の雨水吐口の状況 

図 12 港湾部近接施工箇所 
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3.4 災害査定時の対応 

本工事は、当局で初めて公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づく災害復旧事業として工事を

実施したため、災害査定に関して多数の不明点があった。 

特に災害復旧事業における査定対象基準と当局の査定対象箇所の認識には相違があったため、国庫補

助負担額が決定するまでに多大な労力を要した。 

例を挙げると、当局の申請では、下水道施設の耐震対策指針と解説から、破損した管渠すべてを取替

え、改良土にて埋め戻すことにより、再度の液状化による管渠の損傷を防止するものとしたが、災害復

旧事業における査定対象基準では、震災による管渠のたるみやズレの箇所のみを査定対象としているた

め最終的には部分布設替えとして認定された。 

また工期内に完了するためには、災害査定後の 90 日以内に管路内調査等を行い国庫補助負担額を決

定する必要があったため、維持管理部署の速やかな管路内調査により、無事期日内に国庫補助負担額を

決定することができた。 

図 14 止水壁の平面図、断面図 

図 15 止水壁の写真 
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4.  まとめ 

震災によって被害を受けた下水道施設の復旧写真を図 16 に示す。 

本工事において実施した対応策を以下にまとめる。 

① 臨港道路部は、起工決定前施工による先行着手 

② 工事口数を１工事最大 9 口、新木場地区全体で 15 口を投入 

③ 道路災害復旧工事との工程調整による効率的な工程計画の策定 

④ 他企業支障埋設物に伴う占用位置変更やアッパー管設置等の設計変更の速やかな実施 

⑤ 施工時間の制限や止水壁の設置等事故防止対策の徹底 

本災害復旧工事に際しては、下水道局だけでなく監督補助を行った東京都下水道サービス株式会社、工事

受注会社が全力を挙げて対外調整や工事を進めた結果、お客様に約束した平成 24 年度内に完了すること

ができた。また、当局では、未経験の災害査定業務についても、関係部署と連携、協力して対応するこ

とで、業務を滞りなく処理し、国庫補助申請額に対し、震災直後に実施した管路内土砂排除作業、管路

内調査費を含め、約 53％の補助を受けることができた。 

工事規模が大きいことに加え、施工に時間を要する開削工法が主体であったにも関わらず円滑に施工

を進めることができたのは、すべての関係者が一丸となり、全力を挙げて災害復旧を進めるようという

熱意と実現に向けた努力によるところが大きい。今回経験した災害復旧工事における課題と対応策は、今

後の災害復旧においても参考として活用できると考える。 

 

  

図 16 下水道施設の復旧写真 
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