
 

 

2-1-1 閑静な住宅地における大規模開削工事の施工 

～野川処理区下流部雨水貯留池の例～ 

 

流域下水道本部技術部工事課 佐藤 裕隆 

 

1. はじめに  

野川処理区は合流式下水道で整備された区域であり、雨天時の汚濁負荷削減が課題となっている。 

野川処理区下流部雨水貯留池工事は、「多摩川流域下水道野川処理区合流式下水道緊急改善計画」の

一環として、狛江市内に雨水貯留池（貯留量 20,000m3）を整備したものである。本稿では、閑静な住宅

地における開削工事の一例として、特に工事期間中の近隣対策の取組みについて報告する。 

 

2. 事業の概要  

（１） 野川処理区の概要 

野川処理区（図１）は、武蔵野市、

三鷹市、府中市、調布市、小金井市、

狛江市の全 6 市で構成されており、流

域面積 4,400ha のうち 3,748ha が合流

区域である。 

現在、野川処理区には水再生センタ

ーが無く、処理区から発生する汚水は、

野川第一幹線から成城排水調整所を経

由し、森ヶ崎水再生センターへ送って

いる。 

（２） 野川橋吐口の現状 

野川第一幹線は調布市国領町で野

川と交差しており、交差部分には野川

橋吐口を設けている（図 2）。 

上流からの水量が多くなる雨天時

に、下水の全量を下流へ通過させるこ

とができなくなった場合、一部の汚水

混じりの雨水は野川橋吐口を通じて野

川に放流されている。 

 

 

 

 

 

 

汚水混じりの雨水が放流

野川 

図 2 野川橋付近の様子 

図 1 野川処理区の概要 

4,400ha 

吐口状況（雨天時） 
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（３） 事業の目的 

平成 20 年に国が示した

「効率的な合流式下水道緊

急改善計画策定の手引き

（案）」に基づき策定した「多

摩川流域下水道野川処理区

合流式下水道緊急改善計画」

では、図 3 に示す 3 項目の合

流改善目標を掲げている。 

野川処理区下流部雨水貯

留池は、目標①②達成のために建設するものであり、処理区全体の汚濁負荷量の削減（目標①）と流域

幹線にある吐口での放流回数半減（目標②）が期待されている。 

 

3. 工事の概要 

（１） 貯留池の構造 

・貯留量            20,000m3 （幅 28m×長さ 73m×深さ 21m） 

・管理棟                1 棟       （幅 13m×長さ 28m×高さ  7m） 

貯留池用地のうち、管理棟を含む維持管理スペース以外の地上部は、狛江市による上部利用を行う予

定である。 

（２） 施工環境 

狛江市の小学校跡地を用地として取得

し、平成 22 年より約 4年にわたり工事を

行った。現場は閑静な住宅地に位置し、

隣接するマンションまでの離隔は貯留池

（土留壁の端部）から約 4m と近接してい

る。 

（３） 施工時の課題 

マンションに近接していることに加え、

周囲には住宅地が広がっている。その中

での開削工事にあたり、以下の点が課題

となった。 

① 住環境への影響抑制 

現場周辺は閑静な住宅地であることから、工事に伴う騒音・振動や施工機械の圧迫感の低減

が特に重要であった。また、開削工事に伴い、周辺地盤の沈下防止の検討・対策を要した。 

② 地域住民に対する積極的な情報発信 

本工事は野川の合流改善施設を建設するものであり、地域住民に直接的なメリットがあるも

のではない。また、以前は小学校であった土地に、大きくイメージの異なる下水道施設を建設

することから、地域住民の反発が懸念された。工事を円滑に進めるためには、地域住民の合流

改善事業に対する理解促進が不可欠であり、積極的な工事情報の発信が求められた。 

 

図 3 合流改善目標 

図 4 施工環境 

隣接する賃貸マンション 
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4. 住環境対策 

（１） 防音壁による日照阻害対策 

隣接マンションと現場との間に設置する防音壁は、当初設計では防音性を優先した遮光式であった。

しかし、この防音壁は日照を阻害するため、隣接マンションの全戸に対してアンケートを実施した。ア

ンケートでは採光式透明パネルを変更案として提示し、遮光式の防音壁と比較しどちらを希望するかを

尋ねた。 

 アンケートの結果、採光式透明パネルを希望する意見が多数であったため、防音壁を採光式に変更し

た。住民の声を現場に反映させた対応を図ったことにより、その後の苦情発生を抑えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）住民に配慮した土留工法の検討 

開削工事に先立ち、土留工法の検討を行った。本工事では深さ 42m の土留を設置するため、住民等に

与える影響も大きい。これを最小限に抑えるため、土留工法として「等厚式ソイルセメント地中連続壁

工法（TRD 工法）」と「柱列式ソイルセメント地中連続壁工法（SMW 工法）」の 2 つの工法について比較

検討を行った。 

 

 図 6 TRD 工法（左）と SMW 工法（右）の概要 

TRD 工法 SMW 工法 

図 5 採光式防音壁の設置状況 
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工法選定上の検討項目は、施工精度の確保、施工機械の圧迫感の低減、機械の転倒による第三者災害

の防止、工期・品質の 4 点とした。 

比較検討において、施工精度や品質等には優位な差が見られなかったものの、TRD 工法は施工機械が

比較的小さく（高さ約 10m、SMW 工法は約 30ｍ）、機械転倒のリスクと圧迫感の低減という面で優位で

あった。このことから本工事では住民への負担軽減を図るため、TRD 工法を採用した。 

（３） 周辺の地盤沈下の防止 

躯体の構築は、掘削時に設置した切梁・

腹起しを、下段から順次撤去して行う。隣

接マンションとの離隔が約 4ｍと比較的近

接していることから、周辺地盤の沈下や傾

き等を発生させてはならない状況であり、

施工段階においても入念な沈下予測が求め

られた。通常は設計段階において変位予測

をし、掘削時には計測管理をした上で、躯

体構築を行う。しかし、本工事では、掘削

時や躯体構築時に得られた計測結果をもと

に数値解析を繰り返し、沈下の予測精度の

向上を図った。 

解析の結果、当初計画通りに施工した場

合、マンションにわずかに傾きが発生する

ことが予想されたため、再度対策の検討を

行った。その結果、最上段である 1 段梁の

上部に追加切梁（0 段梁）を設置することで、マンション構造物の傾きを抑えられるとの結果が得られ

た。 

 

 

図 7 計画時の切梁構造 

図 8 0 段梁設置状況 

東京都下水道局 技術調査年報-2014-  Vol.38

目　次



 

 

0 段梁を設置した様子を図 8 に示す。以上のように精密な数値解析をもとにした対策を行うことによ

って、隣接マンション地盤に影響を与えることなく躯体構築を完了することができた。 

 

5. 地域住民対策 

（１） 現場見学会の開催 

工事現場の情報を積極的に提供する取

組の一環として、定期的に地域住民を対

象とした見学会を開催し、各回約 100 人

が来場した。さらに、本工事では工事概

要を分かりやすく説明したパンフレット

を製作し見学会で配布するなど、現場情

報を積極的に提供し、地域住民との信頼

関係の構築を図った。 

（２） 談話室・ノーヘルメット通路の 

設置 

地域住民の方々が気軽に入室できる談

話室を設け、工事実施日には随時現場を

見学できるようにした。また、談話室へ

続く通路はヘルメットの着用が不要な安

全通路とし、住民の方に身近に感じてい

ただける場所になるよう配慮した。 

談話室内にはイスやテーブルを配置し、

工事の経過がわかる写真や、事業の概

要・解説を常時展示するなどの工夫をし

た。 

 

6. おわりに 

閑静な住宅地において、工事を円滑に施工するためには、地域住民と良好な関係を築くことが必要不

可欠である。また、本事例は小学校跡地に下水道施設を建設する工事であったことから、地域住民の理

解を得ることが最重要課題であった。今回の取組みの結果、大きな苦情等もなく平成 26 年 3 月に工事

を完了した。さらに、平成 25 年度の「見える！わかる！下水道工事コンクール」で最優秀賞を受賞す

ることができた。 

今後も地域住民に対する積極的な情報開示をはじめ、影響の少ない工法の検討等、本工事で得られた

知見を他の事業にも生かしていきたい。 
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図 9 見学会の様子（談話室内での説明）

図 10 ノーヘルメット通路 
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