
五泉市市民講演会報告

鈴木正喜*

　平成20年3月22日（土曜日）、当研究会主催による『五泉市の地盤と暮らし一地震などに

よる地盤災害を考える一』講演会が催された。講演会には一般市民等約70名の参加があっ

た。

　当研究会で平成16年に発足した「平野地盤研究グループ」は、発足したものの7月のに

いがた・福島梅雨前線豪雨による中越地域の7・15水害、ユ0月23日の中越地震による大震

災の発生により、実質的な活動は平成17年度から始まった。グループ研究発足の趣旨・目

的等は研究会誌第63号（2005．3）に掲載してあるので参照していただきたい。研究活動の

目的の一つに、研究成果を広く市民に公開し、普段余り目に触れないが安全な暮らしに大

切な地盤に関する興味・関心を高める地域講演会の開催がある。

　五泉市民講演会は、グループ研究の当初に研究対象とした五泉・村松地域について、平

成17年度から19年度にわたる3年間の研究成果を市民に公開する目的で開催した。

　講演会開催にあたっては、A3版のビラを作成、講演会開催約1ヶ月前頃から五泉市な

らびに五泉市教育委員会をはじめ様々な機関に広報をお願いし市民への周知を図った。特

に、村松郷土史研究会会長　大塚芳男氏には講師に伊藤　正氏をご斡旋いただくとともに

研究会員への周知など多大なご協力を頂いた。誌上をお借りしてお礼を申し上げたい。

　会場は五泉市教育委員会のご協力を得て五泉市総合会館小ホールをお借りし、使用料は

市のご後援をいただいたことから廉価に、またプロジェクター以外の機器は無料でお借り

することが出来た。会場準備は前日午後および当日の午前10時から行い、講演会開場は正

午、来場した市民の皆様からパネル展などをごらんいただき、講演は午後1時から開始し

4時30分に終了した。

　第1部の講演は、1．「平野のかたちと生い立ち」と題して小林巌雄会長が、五泉市及び

周辺の地形地質の分かり易い、丁寧な話しから始まり、2．「地盤の様子や地盤の強さを調

べる」と題して栢森宇一郎会員、鈴木正喜会員がボーリング、標準貫入試験、サンプリン

グの方法の説明や、一軸圧縮試験のデモンストレーションを行った。

　次に3．「五泉市の地盤の様子とその性質」、3．1「能代川沿いと早出川沿い」と題して須

田公人会員が行なった。これは平野研究グループで作成した地質断面図の地盤状況を説明

したものである。次に3．2「下水道調査から分かった浅い地盤の様子」と題して、旧五泉

地区を金子敏哉会員が、旧村松地区を戸田和也会員がそれぞれ説明した。

　第2部は、村松郷土史研究会の伊藤　正氏による4．「謎の集落列と村松の地盤一村松域

の位置一」の講演から始まり、『村松断層沿いに一直線に並ぶ集落』、『沼沢火山に由来する

火山灰』の話などを御講演いただいた。

　そして5．「いろいろな地盤災害」でト部厚志会員が5．1「地震による地盤災害」と題し

＊平野地盤研究グループ副代表
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て「液状化』『液状化による地すべり』『盛土地盤の崩壊』、川島隆義会員が5．2「主として

住宅と地盤の関係について（地識は防災である）」と題して、『変状住宅の事例と対応策に

ついて』等、関谷一義会員が5．3「地盤沈下のしくみとその被害」と題して『地盤沈下と

は』『地盤沈下が発生するしくみ』『地盤沈下が私たちの生活に及ぼす悪影響』等、それぞ

れ講演した。

　最後に6．「地盤を知って築く安全・安心な暮らし」と題して、質疑応答を行い、活発な

質疑を受け、成功裏に終了した。

　以下、当日に用意したレジメと配布した講演要旨を添付する。

　最後になりましたが、講演会のご後援・広報を頂いた五泉市、新潟県新潟地域振興局新

津支局地域整備部、新潟大学、（独）産業技術総合研究所地質調査総合センター、（財）i環

境地質科学研究所、（社）新潟県地質調査業協会、新潟日報社、BSN新潟放送、　N且K新潟

放送局、またご後援機関以外に広報にご尽力いただいた五泉市教育委員会、（社）地盤工学

会北陸支部、（社）新潟県建設業協会新津支部、村松郷土史研究会、新潟日報五泉支局、週

刊にいがた朝日、五泉市民新聞などの関係者の方々に深甚の謝意を表します。

　（参考）展示パネル・陳列品

　パネルは講演に関連した「地盤災害のパネル」「地質断面図のパネル」「～生まれ変わっ
　　くじゆっくまカピリカセわ

た「九十九曲川」能代川の概要、vol．4」を展示したほか、机上に「ボーリング剥ぎ取り

コア…産総研で実施した当地域のコア」ならびに共同研究者の（財）環境地質科学研究所

から越後平野の軟弱地盤の一部を構成し手に負えない「腐植土のサンプル」などを陳列し

た。

（参考一2）当日の配布資料

○新潟市中央部の液状化判定（鈴木他、新潟応用地質研究会誌第69号別刷り）

○あの日から40年～羽越水害の記録～、羽越水害復興40周年記念事業実行委員会

○地震による地盤災害を知る・防ぐ、新潟大学災害復興センター

○“地球を探る”私たちは過去を見つめ未来を創造します。（社）新潟県地質調査行協会

○環境に関する技術の普及と技術革新を目指して一、（財）環境地質科学研究所

　（参考一3）運営会員等

　講演会の会場準備を含む運営等に携わったメンバーは、当日の司会進行（伊豫田成子・

鈴木幸治）、会場受付（山本　毅・石黒直紀・石橋輝樹）のほか、会場準備では研究会員の

講師の方々など、多くの方々からご尽力いただいた。
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五暴市⑳璽盤と暮らし
　　　　一地震などによる地盤災害を考える～

　開催日時：　平成20年3月22日（土曜日）

　　　　　　　開場：12時、講演：午後1時から4時30分まで
　会　　場：　「五泉市総合会館　小ホール」伍泉市旭町丁11）

　参加費：無料（先着順100名様）
　パネル展：　会場内に地盤災害等のパネルを展示しております

　　　　　　　　　　　　〔講演〕
第1部（13：00～14：35）

1．平野のかたちと生い立ち
　　　　　　　　　　　　　　，貧¶　梱灘㈱用地。硫）

雀聾代耀黙

　　　　宇一郎（旭田査設計㈱）
ジー D　　　，，　喜（新研基礎（株））

奄，ll　z　　　　研基礎㈱）

（独）産業技術総合研究所地質調査総葎㌢ター、（財）環境地質科学研究所

（社）新潟県地質調査業協会、新潟日報社、BSN新潟放送、皿新潟放送局
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1．平野のかたちと生い立ち

小林巌雄（新潟応用地質研究会）

1．1東側の山地と西側の丘陵
標高103mの愛宕山展望台から四方を見まわすと、山地、丘陵、段丘、低地など（図1）が目
に飛び込む。東側に越後（蒲原）山地、さらに五頭（飯豊）山地がひろがる。菅名岳（90α2m）、五

頭山（91251n）の頂は約1，000m弱、飯豊山（2105m）の嶺は約2，000mで起伏が大きい山地地形を

なす。山地には、9，000万年前、地下数10㎞でマグマが冷えて固結した花闇岩類や、3～2億
年前の深海に堆積した泥、チャート、火砕岩が分布する。山地は300万年前頃から現在まで隆
起を続けているらしい。

　西側の新津丘陵は標高100～200mの稜線をつくる小高い丘である。また丘陵の中に、山地
に区分できる一際高い主稜が南北に走る。菩提樹山（248m）、高立山（2761n）、護摩堂山（268m）の

山頂が連なり、西山三山と呼ばれる。岩石は1，400万～600万年前、海底に噴出した火山岩類で

ある。丘陵には、500万年前以後に日本海の深海から浅海、そして平野に堆積した地層が分布す

る（表1）。この地層は波を打っように曲がり（摺曲）、凸になる部分の背斜構造が形成されてい

る。新津背斜という。最下部の地層である砂岩泥岩互層（金津層）に油ガスが集まり、新津油

田ができた。背斜構造は新潟の丘陵にも多く形成されている。この構造は大地が盛り上がるよう

にしてできる。丘陵は50万年前以後、隆起を続けた。

その後に形成された段丘地形をみると、隆起あるいは沈降運動が伺える。

1．2山地と丘陵の間
村松・五泉の市街地が広がる山地と丘陵の間の地形をみてみる。

　南から続く丘陵、扇状地に由来する3～4段の段丘地形、土石流・山麓崩積土地、現在の自然

堤防・低湿地などが職別できる。段丘は上位、中位、下位などに区分され、5万～1万年前に形
成された。

　これらの段丘を変形した断層地形が愛宕原の東縁に形成され、その崖が北北東・南南西方向に
走る。この断層は村松断層と呼ばれ、中位の段丘を変形させている活断層である。この付近に山

地と丘陵・平野を、また地質が異なる地域をわける新発田一小出構造線が北北東一南南西方向

に走り、阿賀野川を越えた笹神の村杉低地帯に続いていく。

1．3沖積低地

　7万～約2万年前までの氷河時代には海水面が120m程低下し、海岸線が後退するなどして、
侵食谷が五泉の地下にも40m以浅の深さに刻み込まれた。1万5千年前頃から、川が運び出し

た砂礫や泥が谷を埋めるように堆積しはじめた。低湿地が五泉の西寄りに広がる。阿賀野川、早

出川、能代川は流量（流域面積）や堆積物の量・質の違いから、激しく蛇行する川、扇状地をつ

くる川・細かく蛇行する川と特徴的な流れ型をしている。能代川は最も低い所を曲流する。自然

堤防も形成され、低地は後背湿地になる。

1．4平野の地下地質
　五泉の北側にあった桑山油ガス田の探鉱で、地下の地質構造が調べられた。油田をつくる背斜

構造があり、その西側に東へ下がる大きな逆断層が推定された。この断層は新津丘陵の地表で油

を含む金津層を地下3，000mに落としている。また、五泉の平野の東縁には山地と平野・丘陵を

境する新発田・小出構造線があり、花尚岩・中生代の地層が5㎞以上の深さまで急激に下がる。

図2には、模式的に地質断面図を描いた。

一118一



　　　　　　　　　　　　2．地盤の様子や地盤の強さを調べる
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地盤の強さを調べる。

鈴木正喜

（株式会社新研基礎コンサルタント）

地盤の中は、豆腐やスポンジの様なもの。

豆腐に“ある力”を加えると鎚。　　　　支持力

スポンジに“ある力”を加えると沈下する。　沈下量

｝）→基礎の設計

地盤の粘土の強さを調べる。

　　地盤の中から乱さない状態で粘土を採取する。

　　　　　　　　　L－〉シンウオールサンプリング

　　採取した粘土を押し出し、試験用の大きさに成形する。

　　　　　　　　　　　（φ＝3．5～5．Ocm　H＝8～10cm程度の円柱状）

　　円柱状の粘土を試験器（一軸圧縮試験器）にのせる。

　　ハンドルを廻すと台があり、粘土に力が加わる。

　　力計が圧縮され、力を計ることができる。

　　“ある力”が加わると円柱状の粘土が壊れる。

　　この“ある力”がこの粘土の強さとなる。

　　この強さで支持力を求める。

（ヨ）
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　　　　　　　　　　　　　　　a五泉市の地盤の様子とその性質

　　　　　　　　　　　　　　　a1能代川沿いと早出川沿い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　須田　公人（（株）アクアプラン）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　正喜（新研基礎（株））

3．L1．研究の目的

　本研究グループは軟弱地盤地帯として知られている広大な越後平野の成り立ちを研究したいと考え平成

17年度から研究をはじめました。その第一歩として、能代川の河川改修で多くの地質調査が行われた「ミ

ニ新潟平野」として五泉村松平野に着目して、資料を収集し、この地域の地盤の様子、地盤の成り立ちに

ついて約3年間研究を行いました。本日はその結果を皆様にお知らせすることにします。

3：1．2．研究の方法

　研究の第一歩としてこれまで調査されたrボーリング柱状図」（別掲）と関係資料を収集しました。

　「ボーリング柱状図」は地盤高（標高）、地層の深度、土質区分、N値等が示されています。　N値は標準

貫入試験によって求められ、その地層の硬さを示しています。

　この「ボーリング柱状図」を調査した場所ごとに並べ、比べることによりお互いの間の地層の分布を知

ることができます。同じと考えられる地層を結ぶことによって、r地質断面図（または土質断面図）」を作

成することができます。地質断面図はこの地域の地盤の状態を示す「地盤図」とも呼びます。

　地盤図は地盤の固さ、地層の続きぐあい、砂などの地盤では締まりぐあい、などを面として知ることが

でき、建物の基礎を考えたり、地震時の地盤の液状化などの広がりを推定するために大切な資料です。

　地盤図は地層の続きぐあいを知るだけでなく、地層がどのようにできたのか知ることができます。この

地域の場合、『砂礫』は洪水など川の早い流れによって運搬され、溜まったもの、「砂」はそれよりゆるい

流れによるもの、「粘土』は沼地などに溜まったもの、腐植土は水深がほとんどない沼の表面に生えた植物

の遺骸が溜まったものなどと推定できます。

ata研究結果
　この地域の地盤は、旧村松町市街地と早出川沿いには、良く締まった砂礫層を主体とする古い地層が浅

く、旧五泉市街地に向かい次第に分布の深さを増し、その上には新しい柔らかい地層（「沖積層」）が旧五

泉市街地に向かって次第に厚く分布しています。これは旧五泉市街地市付近が旧村松市街地よりも氷河期

に深く浸食されていたこと、また村松断層など地殻変動により旧村松市街地がせりあがったことなどが考

えられます。地表では同じ様に見える平野でも、地下では古い地層までの深さや、沖積層の厚さが違うこ

とが分かりました。

　この度の研究でこの地域の沖積層は、約1万年前から形成されたことが分かりました。沖積層は主に粘

土層と砂層が交互に分布するように見えますが、これは能代川が自由に蛇行して流れたことを示していま

す。砂層は能代川の河道に近いことを示し、粘±層は水が溜まって沼になっていたことを示しています。

この研究ではっきりしたことは、約6～5千年前に大規模な沼地が存在したことです。これは地表から深さ

約12mのところにほぼ水平に分布する腐植土層と福島県の沼沢火山灰層がその証拠です。

　地盤の性質は、旧五泉市街地付近では大規模な構造物の基礎を支える地盤は深さ約45m付近と深く、中

小規模の構造物の基礎を支えることのできる締まった砂層などは、浅いものの不規則に分布しています。

また、深さ約10mより浅い所に不規則に分布する砂層は締りが弱く、地震時に腋状化」が心配されます。

　一方、この地域では、沖積層より古い地層は砂礫層が多く地下水に富む地層となっており、旧村松町市

街地付近、早出川流域では比較的浅い井戸、旧五泉市街地周辺は深い井戸が必要であることがわかります。

　以上の研究結果は、能代川流域を除けばボーリング資料がまだ少ない場所も多く、推定しなければなら

ない部分もあることをご殴解いただきたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
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1日五泉地域の地盤の様子とその性質

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金子　敏哉（（株）キタック）

1、地形分類

1旺新街は・早出川と能代∬1に挟まれた低地で、付近にはこれら河道の変遷により発達した自

然堤防と氾濫原、後背湿地などの地形が複雑に分布している。旧五泉市街は、地形的に、自然堤防上

に位置する。

　旧五泉市街は、自然堤防上に位置す

る。自然堤防は、微高地となっている

ため、阿賀野川や早出川および能代川

が氾濫しても被害を受けない。

　五泉市防災マップを参照されたい

2．地盤の性質

　図2・1は、旧五泉市街を含む北一南の地質断面図（地形分類図の赤い線）である。五泉高校や粟島公

園付近の表層地盤には、砂礫（Ag1）が分布し、市役所から南方向の表層地盤には、軟弱な粘性土（Ac1）

が分布する。この下位には、比較的ルーズな砂質土（As1）が連続的に分布する。砂質土の下位には、

砂質土と粘性土の互層（Aa12－Aal3）及び砂礫（Ag2）が、さらに下位には基盤の砂礫（Dg）が分布する。

北側　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南側

五庖　u　　　　吉泉吊効

珊．q蛆　　㌣管拡　　　　　　　吊立肝ロ　　　　　　　『†響

】“貼往土劇

ぷ1《跨貰ま■）

＿＿＿’ @　　　　　　　N・口

一　　．　一＝こ＝こ　　≧一一
佃「2（o賃土・粘闘）

6　　　／∠

道路盛土や造成盛土を施工した
場合、すべり破壊、過大な沈下が

問題となる。

一戸建て住宅や小規模構造物な
支持層となる。

，言　　　　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

下水道工事などで掘削を伴う場
合、かなり多量の地下水が湧き出

るため、排水水処理が必要であ
る。

橋梁や高層ピルの支持層とな
る。

図2司　北一南　地質断面図

荷重が軽い場合

荷重が重い場合
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下水道調査か弓分かった旧村松町市街地の地盤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央開発株式会社　戸田和也

　旧村松町のホームページを見ますと、平安時代の西暦800年頃には集落が
形成されていたとあります。

江戸時代には堀家城下町として栄えるなど、このような歴史ある市街地は、

大抵しっかりした地盤の上に、形作られているものです。

下水道調査資料を整理しますと、旧村松町市街地は、砂利層が厚く溜まっ

ており、周辺の主に砂や粘土が溜まっている田圃と比べて、地盤が一段高く
なっています。

このような砂利層は、かなり古い時代に河川により運ばれてきたもので、

家屋の基礎としては、非常に良質といえます。

ただし、部分的にみると、古い谷筋などに粘土が溜まっているところがみ

られます。厚さが2～3mと薄いので、特に問題はないと思いますが、宅地

を検討する際には、一応気を付けておくと良いでしょう。

日　　　　　　　　　　　　　　東西方向断面図’　　　　　　　　　　　　　　■

2　　　　　　　　　南北方向断面図　　　　　　　　　凋
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　　　　　　　　　　　　　　4謎の集落列と村松の地盤
　　　　　　　　　　　　　　　　一村松城の位置一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　正（村松郷土史研究会）
前置き

　風土の風は気象条件、土は地形や地質、自然の条件である。

　風土の上に文化が生まれ、歴史が育つ。風：ヒを知ることにより歴史の必然性は理解される。

村松藩

　村上藩主　堀　直奇の二男、堀　直時に三万石分与（安田・七谷・下田・見附）：安田藩

　直時の子、直吉の代に村松と安田を交換（村松・七谷・下田・見附）　　　　　：村松藩

O　なぜ山で隔てられた五十嵐川・加茂川・能代川の三水系なのか。

　　平野部の道が発達したのは近現代のこと。昔から、小出～栃尾～下田～七谷～村松の山通り

　に集落が発達していた。山を通って大切な道があった。険しくないところが続いていた。

○　阿賀野川左岸、右岸の交通をどこで行っていたか。安田藩時代はどうしていたか。

　　安田側の地名。六の瀬・渡場。瀬は川幅が広く浅いところ。渡場は読んで字のごとし。

　　（昭和30年代まで渡場と対岸笹堀の間に木橋があった。）

一・ｼ線上に並ぶ集落の謎　　新発田・小出線と言われる構造線

　　六の瀬から興野、渡場、阿賀野川を横断して、笹堀、尾白、中川新、下谷地、早出端と北北
　東～南南西の一直線上に並ぶ集落列がある。（微高地が連なっている）

　更に南南西を辿ると、まっすぐに儘ノ上から、八幡、旭山、番坂の崖に連なる。

　この線の東で五泉、村松の地盤がバッキリと折れて、東上がり西落ちに傾いた。村松断層

　　愛宕原は早出川の川原であったのだが、この地盤運動で西北西に傾いた土地となった。

　番坂の切り通しに厚い川原石の層があった、愛宕原を早出川が流れていた証拠である。

　愛宕原の末端部の地名（石曽根：石だらけの痩せ地）　　本田屋で行われた砂利掘り。

　愛宕原の川原石は、真っ黒い細かな土の下に埋もれていて今は見えない。

　　真っ黒い土：黒ボク土と呼ばれている。火山灰が変化したものという。

なぜ、愛宕原に火山灰などあるのだろう。

この黒ボク土は、愛宕山では標高約40m以下に分布する。（二宮俊策氏の調査による）

40血より低い所に分布・…　風で運ばれ上から降ったものではない。
水に流されてきた・・・…　　どこから、どうやって

　只見川上流、沼沢火山、BC5，000年に大爆発、陥没カルデラ形成

　噴出した多量の岩砕、軽石s火山灰などによる川の閉塞、天然ダムの形成

　天然ダムの決壊による大洪水、愛宕山まで泥水が押し寄せた。

　　磐越西線　五泉駅建設の時、土取場の地下から巨木が掘りだされた。

　　新津一中（元石川島重工）土地造成の祭現れた、無層理の厚い砂層と、埋もれていた巨木

　　粒度の大きいものは本流の近くに厚く堆積。村松盆地には細かい泥が流れ込んだ。

　　能代川は出口を遮られた形になって、激しく蛇行するようになった。

　　　伝説「菅名の湖と大蛇」「護摩堂山と大蛇池」の発端　　（中蒲原郡誌　村松町誌）

　　村松の傾いた地盤は、現滝谷川の西で沖積層の下に突っ込んでいる。

村松藩は城下町建設の時、この境目を選んで館を作った。

館の南と東に侍屋敷を配し、北と西は沼地を以て防御の施設に代えていた。

村松・五泉地域の歴史は洪積世以来、幾度も大きな天変地異に遭遇した土地に営まれた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
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　　　　　　　　　　　　　　5．いろいろな地盤災害

　　5．1地震による地盤災害

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卜部　厚志（新潟大学災害復興科学センター）

　新潟県では，最近50年程度の間に，1964年新潟地震，2004年新潟県中越地震，2007年新
潟県中越沖地震による地震災害に見舞われてきました．地震が発生すると地震動によって建物や

構造物が破壊され大きな被害がでますが，地震動は建物だけでなく地盤にも大きく影響を与え被

害をもたらします．ここでは，地震時の地盤災害について紹介します．

5．1．1．液状化

　1964年の新潟地震では，信濃川・阿賀野川に河口部に広がる低地を中心に液状化による建物
の倒壊，橋の落下，道路の亀裂など多くの被害が発生しました．この液状化現象は，今では数万

年前の地層や遺跡からも見出されていますが，学問的には都市を襲った新潟地震が大きく着目さ

れ，その後の本格的な研究が進む契機となっています．新潟地震での被害の分布は噺潟地震地
盤災害図」として記録されました．

　研究によって液状化は，どのような地層で起こりやすいのかということはわかってきましたが，

新潟地震以降でも各地の地震災害において繰り返されています．新潟地震では，信濃川の古い流

路の部分で被害が大きくなりました．古い河川の流路は地下水位が高く軟弱な地層から構成され

ているためですユ995年の兵庫県南部地震では海岸部の埋立地でも大きな被害が発生しました．

また，中越地震・中越沖地震では，見附市街の刈谷田川の流路後や柏崎市内の鯖石川の流路後で

液状化が起こり，特に鯖石川では2回の地震により液状化が繰り返されています．

　液状化は，1回の地震動では地盤は固く締まらずに繰り返すことが知られています．古い河川

の跡や新潟地震で液状化した部分では液状化が起こりやすく，建物などを建てる際に地盤の補強
が必要であるといえます．

5．1．2．液状化による地すべり

　砂丘斜面の末端部で地下水位が高いところでは，液状化の発生に伴い地盤が斜面の下の方向に

地すべりを起こしてしまうことがあります．2007年の中越沖地震では柏崎市北部から刈羽村に

かけての砂丘列の東縁斜面で液状化による地すべりが発生しました．2004年の中越地震でも液

状化による被害をうけ，再建したばかりの住宅がより大きな被害を受けてしまいました．液状化

は河川の跡だけでなく砂丘斜面の末端でも繰り返すことがわかります．この液状化による地すべ

りは，1983年の日本海中部地震でも発生しています，また，遡れば1964年の新潟地震でも新
潟市西部の砂丘列の南斜面末端部で発生しています．住宅開発が進んだ現在では，河川跡，潟・

湿地跡とともに留意しなければならない地盤です．

5．1．3．盛土地盤の崩壊

　自然の地層ではなく人工的に土砂を盛り上げて作った地盤を盛土と呼びます．盛土は中山間地

の谷を越えて道路を作るとき，斜面を造成して宅地を作るとき，河川や潟・湿地跡を埋めて道路

や宅地を作るときなど，利用できる土地空間を広げるために多くの場所にあります．この盛土の

部分は，大きな地震が起こると自然の地層より弱いため，崩壊してしまうことが多くみられます．

新潟地震，中越地震，中越沖地震でも大きな被害が起こりました．

　このように，地震動による建物被害は耐震性を考えて備えていくだけでなく，地盤にっいても

その生い立ちを知り，考えていかなければならない問題となっています．

（9）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成20年3月22日
　　　　　　　　　　　　5．いろいろな地盤災害

5．2主として住宅と地盤の関係について（知識は防災である）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川島隆義（新潟平野地盤研究グループ）

変状住宅の事例をいくつか紹介します。対応を一緒に考えて見ましょう

・地盤とは何？　　　　　　　　　　　iメモ　　　　　　　　　　　　i

・家を建てる前にしておくこと。　　　　i　　　　　　　　　　　　　i

・地名で地盤が判る？　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　i

・越後平野、昔の地形　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘

・家の変状事例　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　i

　　1、不等沈下と原因？　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

　　2、隣同士で基礎が違う？　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　i

　　3、建物の抜け上がり現象？　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ

　　4、地盤沈下　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　i

　　5、家が家を引っ張る？　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　i

　　6、地震断層上の家？　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　i

・いろいろな沈下のタイプ　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

・地すべり、崖の近くに家を建てない。　｛　　　　　　　　　　　　　i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

・杭基礎の簡易施工　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　i

・地盤を改良する　　　　　　　　　　i＿＿＿＿＿＿．＿＿＿一＿＿＿．．」

・お知らせをすれども　　　　　　　　　　　　・

θ0）　　　　　　　「五泉市の地盤と暮らし」
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5．いろいろな地盤災害

関谷　一義（新潟応用地質研究会）

5．3地盤沈下のしくみとその被害

5．3．1　地盤沈下とは？

地表面の高さが低くなる現象（実際は、地下の一部が縮む現象）

5．3．2　地盤沈下が発生するしくみ

三：織鐙講㌣地下水の汲み上げ齢帯水層の水圧鱒’・

　　　　　　　　　　　　慧護

1で・こ二・一⊆♪，、．：撒二”・＝　　．一こ…．一　・・．き・こξ・告←τて5ぺ＝一・…　　、一・・’・

灘難難鍵1灘灘繊籠竃編・水
雛朧講灘灘鍵懇1灘妻麟出される

　　礫層

5’3．3　地盤沈下が私たちの生活に及ぼす悪影響

①　地表面の沈下　　　　　　　　：勾配の変化による排水不良

　　　　　　　　　　　　　　（農業用排水路、都市排水路、下水道など）

②　大きな建物の抜け上がり　　　：出入リロの段差、ガス管・水道管の断裂

③　井戸の抜け上がり　　　　　　：ポンプとの接続部送水管の破壊

④　地層の収縮（地’ドの・・一部の縮み）：地中埋設管の断裂

川）
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