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I 緒言

ムIf.n)(:2311. (2011 il:.) 3 JJ 11 U 14:46に東北地ブ-;7.¥. -'Ii. 

i，nlllを起源とした観測史」最大のマグニチュー ド9.0の

Jll!誌は京北地プ7 を rl1 心』こ :)I，J成 L~t -T虫L県の太:;y;，'針。j宇

都を含む広大な範|剖 i に比大な被~~'j: をもた らした。 4-i に京

LI 本大震災の被災地は農業を必li[.í~産業と した地域が多

(復Jl=1にはj長地やjpi楽施設の与!.HJJの修復が不可欠とな

る。 また‘ tE業機械もほとんどが失われており句今後多

く の j見送〈が前IiJ立する可能ぞ| が}I~:念されていることから

訟興には効率的な営践を可能にし.かつ災害にも幽い炭

J也必f!誌のP1術祭が必要になると忠われる。

1:1 

じ11波被災j長l也市有¥¥之 j;4水省の発表によると約

23，600 ha といわれ j丈一地の ifrLUj~やがれき 守 二Lú少の JIí干i'i. m.

排水機坊や水路といった水利施設の破損な どのダメ ージ

を受けた地域は災害復旧事業による修復が必要とな る。

その他の被害としては 地震の揺れによる炭地の液状化

や位裂 ;¥イプラインのN支持iなどがあり 揺れの大きさ

や地撤の述いによって被告程度は各地で異なるo 本報告

では震災による氷!干iの起伏や亀裂.液状化の発生に14'う

被害状況を茨城山拘束 î;:I\に位置する稲W~rll の利根川沿岸.

地域を 1.1.1心にw告し復旧対策技術について過去の震災

での実例を踏まえながら今後の淑題を述べる (Fig.1)。

場 j災地~，q!:fT !学: li)1 先制rÞx7HIlj'，，;iJ;;t午 1) 川担当

平成 23{I' 12 j-) 15 1:1受J.ill

キーワード |日iilIのJ担[人 fむ裂 ;'t~;1犬化 RTK-GPS iJ!lJ位ー
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:J-: 力点 UiQ前リIJ~ i 1j は関東|歪II~~) の 1' 1 1 でも被干与が大きく 約

7，400h日のノ，)(Fll が被誌 を受け - 11奇 はが~ 3，500haカザ|付

け|末日(iであったが.応急的な復旧によって一部の幹線

水路から給水可ti色となり， よVJ& 23 1jo 8 ).J H吉l:1、では約

500haの水I:lJがイ午1，Jけ山米ない:1犬;兄である。ヂ|二付け不能

のwl主!としては，約 180haがi[主伏や液状化によるもので.

1111 以上の I\':jl[~ ;:;::が5十じている水 IEI も的認された。 それ

以外に!TI水機J))j ( - 1 ・ fJ~向 IIJ*機j劾)やパイプラインの li及

損などがあげられる (Fig.J)。

H 水田の被害状況

1 田面の起伏 (不陸)の発生状況

日 IITCiの不 ffrË.が顕著であった茨城県稲W~市西代地区の

水田 (100x 100m区画)において，起伏状況を訓iJJiし

た(Fig.l)0 ;l)，~査方法はレーザ-iJ!lJ輩出を用いて 10m メッ

シュで水込i~i!町長を平成 23 年 4 月 28 日 に行った。 ìJ!iJ ~引ff:

向の平均値 をOとして，各地点のiJ!lJ宣』泉市Jとの差 をプ

ロットした (Fig.2)Q 白i;i'. [Ij而の高低差は :!:25111111む

肢であるが 本水|士!の最大の高低差は約 650111111であっ

た。なお 必然挺1nìiの1μ1Eでは山田市j と計岡市とのi'，~の

11:準偏差を27111111fliU主としており 本水111の数他はそれ

を大きく超えてい る。 また Fig.2では 111而に 20cI11f~l' 

1立の小さな山が多数できているように見えるが.実際に

はなだらかに起伏しており. 10111メッシ ュでのi則正では

:jÍJ~祭の 1 :1 : 1 匝lの起伏を茨脱することがô\líしい ことが分かっ

た。
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Fig.l 茨城県稲敷市の紋答状iJL

Damagc silualion in lnashiki-cily. lbaraki 

平均標高から
60m 

の偏差(mm)・200-400

0-200 

200-0 

基準点からの距離(m) ・測量lこ用いた基準

Fig.2 茨城即稲敷市川代地|支における川口1[のiWlfi;ーあり採

2 液状化による噴砂

液状化とは 地裂の際に地下水位の，'，干iい砂地慌が地震

動により液イ木材えになるJJ[象である o if~;lk1lはf!包利した砂

地盤がiJfdUJし句地f12内の水}j:.が L'.rt'ーするため発'-1するo

また.そのlZTに地表の山自liからl民水のように71少と;}:.がl吹

きU'，す現象を噴砂という o そのため 液状化が起こりや

すい条件としては守緩いJ血税でド)留に砂が多く 午(;{I:L. 

"'~:J い地 下水位 によって飽和 1;1犬fL買となっていることがあげ

られる。

liij述のiWJ11:削訟を行った;;J(11:1の平hX:23 iド3}-J 29 H 

n:.\ 点、の if~;1犬化による Iln71少の発土|ジ|犬iJLl;t • Iml JJ)jの約 1/4の

純IJIIで、ii'{j・認され JiHN Il[iは約 10~ 30cI11 {:!，!I主であった

(Fig.3)o 11m，少したir少は義分を合まないことから. 11m，少
した地点は復 1]'1 後に ~I :.T:iムラが生 じる恐れがある oまた。

Survcy rcsults on paddy ficlds at Nishishiro 山 cain In‘lshikiじ，ly‘

lbaraki 

IITir少はお!?l佐川を似J裂して.ド肘からu少が|吹き 1:.がるため，

11M，少した í~;i所からは耐水が先生1:. しやすくなる 。

出奥匂ogleEa巾

Fig.3 ;W:!:J行r. 1 こ よる!ll~t砂発と1:. :1犬 j兄

Situation of sand boiling occurrcd by liqucLlじl，on
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3 亀裂の発生状況

測宣 した水|士I に発~I した危裂は数 10 カ所あり.長さ

は約 10m守j朱さ 30cm%!J立で¥最も ilEいi色裂は 50cmであっ

た (Fig.4)0 また. 隣接する水1+1では訪日さ 100cI11をj也え

る亀裂が水IJIを横INrするように 50111~NI:\t発生 しており句

点災前に約二付けしたブロッコリーの収穫ができない状況

であった (Fig.S)0 深さが 10cm程度のi:li:い屯裂はおお包

代かきによってある程度主11.めることができるが.耕盟主!奇

(J血ド 20cl11~S 1交 ) 以 iご の亀裂は漏水の発土I :. ~:I大|になり

うることから，日Ijj主m;水丸l策をする必要がある。

Fig.4 問先水1.111人!のf色裂予告と1:.:1犬iJL

Crack on rcsc江rchcdpaddy ficlds 

Fig.5 制主する水ITIのfむ裂

Crack on ncighboring paclcly ficlds 

4 RTK-GPSによる測量

RTK (リアルタイムキネマテック ) とは.iiiiJEから

の位 i民情報を ~，I~地局 からの?!If;k~jl. または携';1~; '~丘町 による

"fill TE '['i~dliを移動j日;) (，こ送り. リアルタイムて沖II)J1しながら

， 'hî1'i!;1立に位 î~i を ì)!lJ 定する 方 法である ( Fig.6 ) 。 カーナピ

などにJFJいられている一般的な GPS(計九長 10m;.f~I!I:\tの

料)主で、あるが IミTKìJ!リ位を JIJ いた GPS の fj~~~f は::t 2.5cm 

t!~Ji と 非 'i;~. に山中;';1主て、ある 。

RTK-GPS方式{任.m.の基地局によるRTK)

Fig. 6 RTK ;)!II f立とGPSレベラーの概It:

sricr slIl11l11ary 01" RTK positioning and GPS Icvclcl 

そこで 前述の茨城県稲敷市の淵在水 1+1において.

平11.比23:fj:. 5月 18円に RTK-GPSをトラクタにJJい!!!<して

iJ!リ遣を行 った (Fig.7)。訓在は川水路側からj}[水路側に

向かつて 2.5ml:iJl羽に7仁行し l秒I::jに 11訂|のiJ!リ定 を|主|

動で行いながら IUIIJ坊の起伏を 削べた。その結果 レー

ザ-iJ!日J出によるが[来と IfiJ+Kに約 60cmの高低差が作認

されたが 測点が 121筒所のレーザーi)!lJiT:とはれなり，

約 8，000j，'iT9i (0.5m j生むごとにi)!lJ7じ)のi)!lJ点からHliかれ

た山i1U}:MAPはなだらかに， Iml場Hrlが{皮を打ったよう

に起伏する :I}\況が表現されている ( Fig.8 ) 。 また1I1~t砂

が発主1 " した地点と i'， :，'ji1~ 3f には十11I込l性はみられないことか

ら句 匝[Jj)j1mの起伏はJ血lfさによる1l1dl誌のitドーや|長)包による

;;;究会が大 きいことが分かった (Fig.3) 。 なお，作業 II~Jr:り

はレーザ-i)!lJ.l.r:では Ihaあたり 4.611';JI川・人で、あったが守

RTK-GPSでは 1.011寺l:iJ 人で大 11 1m な恒 ~ífìが閃れ，かっ

出料;1主なわj低3fMAPを抗くことができる。また 本i)!lJ

?と出は均平化する|際のJ.lliゴーi71ーも 自動で、r1lt1:され 0"~ い地

点、と低い地点がリアルタイムで分かることから 復川ーす

る際の均千化のれ企業 II~JI::J も 大 1[1日 に短縮することが可 能で

ある。

Fig.7 RTK-GPS による i![lJ :lT~

Survcy by lIsing RTK-GPS 
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、

※・は測量で用いた基準点

Fig.8 RTK-GPSによるiWJ畳半li栄 (高(止を MAP)

Survcy rcsults by using RTKωGPS 

5 過去の土地履歴との関係

今日間査対象とした茨城県南京部の利収川沿岸地'計

は，過去にプミm1i史な河川の付け伴えが行われている。民

業環境技術研究所の「ぼ史的民業環境閲覧システム」に

て，明治初期から 1.I.lt!Jjにかけて関東地方を対象に作成さ

れた 「迅速測 1:S1Jと.現在の道路。河川，鉄道といった

~L :l也利JlJI安!とを比較することができる 。

液状化などの布JL 1L.がほ[~ であった地域は川河道や後背

沼地であったところを埋め立てて農地とした箇所が多

くー これらの地;;ifは士山般が緩く. llliTlJ(1Si:が向く. llj;が

多く存在するといったï'iífJ生の液状化現象の先~I::: It- I週 と

重なる (Fig.9)。平成 161:ド (20041:j:)新潟県小越地震

においても信濃)11沿片lの後背I毘地などにおいて.液状化

被害が多数発止 しており，過去の土地!霞jjRが被害程度の

大きさに影響を与えていることが報告されている。

皿 災害復旧事業による復旧

災害復旧事業について

地震や洪水などによる農地被災の場合。採択嬰件をiilr.j

たす被告についてはl葉地災害復旧新業によって復旧がな

される。 宇佐[所の工事費が 4075円以上のものが対象と

なり‘費mの補助率は同が 50%であるが， 今回の震災

のように著 しく 甚大な被答は国の処世により ~J~ i社災答に

指定され，ネiIlWJの尚一l'げにより 70- 90%を国が負担 し

残りをilTIIIJ村 または農家負担 となる。以Tに被'古ごと

に過-1ィのJE7Lを例とした採択要件と事業による復旧方法

について制介する。なお守 :L);j'f世が407J円未満の場合，

市|町村等が単独で行う災害復旧がされる場合がある。

2 図面の起伏

|苗I#}jの起1k(河三位)に閲しては. 10mメッシユのオt品主

i)!lJ lt': を行い í~~:j低 iL :t 5cm }:J、|二 を被告: mÎ{l~l とするのが

一般的である。

Fig.9 茨城県阿部の利根川周辺の土地阪抵のレイヤー

Laycrs 01' land history around Toncイ ivcrin South Ibaraki 
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復 IU ;Jitは生育ムラが~I~ じないように 塁手二上を剥ぎl佼

り，心こ仁(一rJ~，: :LJ をレーザーフルなどによって弊地し

た後に表jこを戻 して均三|Z化する。

3 液状化による噴砂

l噴砂は困場内の位置や噴砂仁lの直径サj奈さを測定する。

噴砂が多いILt1fJ易では不fi!i!も土十令じているため， 法二!こ剥ぎを

してI噴砂した砂を拡散させてから表土を戻すTiLが取ら

れる。なお噴砂が生じた地点は耕盤が破壊されている

i'J 能性が高いので，十分に心ニ1をお¥'，'め回める必要がある。

ま た 11五i砂した量が少ない場合は守生育ムラが~I:: じないよ

うに去二|二と混合 させる (Fig.l0)。

表土(厚さ 20~30cm)

心土(厚さ 20cm程度)

Fig.10 1JI主主!自を破壊したIIJ'[砂

Sand boiling pheno111ena dcslroycd layer ofplow soil 

4 圃場内の亀裂

f色裂に閲しては， (;1色裂の深さが 41cm以上 (表こ|二11f!を

30 cmとし心土への危裂が 11cm以上)であれば復旧

司 i 業に採択される (平成 16 年新潟 UI~rf:J越地震の場合)。

復 I FI 方法は危裂';'\1\分の型七二|二 を 全て tJffi ì'íiJし，心三L i'~I\分の

f乱裂に心二|ーと同じこ上壌を充出し転1;1:する。 また 傾 斜

地では屯裂にオくカf入ることで，出、直iや1111:111'"のilJii袋カf起

こりやすくなるため 念入りに![ii、J+をする必要がある

(Fig.lI)。

Fig.11 法fiiiの崩壊(能笠半島地震)

Collapse of Icvee slope (Noto Hanto Earthquake in 2007) 

W 農家による復旧対策について

復旧卒業の対象にならない被害は農一家 I~I 身によって修

復しなければならない。また， 事業の対象となっても事

業化までに時間がかかる場合も同様に}，i:.;急処置をする必

要がある。そこで句農業機械などを用いた復旧対策技術

について紹介する。

1 田面の不陸修正

代かき機(ロータリーハロー)で均三|乙化を図ろうとす

る場合があるがサ水を含んだ二l'擦は;jle'高に主 く，代かき

では水に浮いた'1珪い二仁壊をわずかに動かすだけで.ほと

んど逆こ|できず句 1敬やj旦湖、をならす程度である O そのた

め，均年化作業は乾いた状態のこ1:，を移動させることが望

ましい。 また， IOc111WI主の 7J(i~~廷があっても，栽Ift 告・

J1IU の方二JZ 玉川立主ヒ じるが*.fìTIの ~I .'. 育 は↑IJ1 ~坦ない 。 過去に

10 cmの高低差が生 じるように問而を傾斜化させて水平日

J主的を試みたところ， ， ífi， j~jの会イ本収畳は*"Y- な IU11場と 五:

がみられなかった(芦杉ら 2008)。なお，水深差がある

場合の主1育初J!Jjはi&:i良による浮き i'I'iを防ぐように水!i'i'J1Il 

を ä~:する必ヨヱーがある 。

10 cm以上の不|住においては. レーザーレベラーなど

の刀法を!刊いることで修復が可能である。以-1"にその方

法について説明するが，不朕{I多花や111''(砂の復旧後は 地

力ムラを版17，1とすると1・育不良が生じる恐れがあるため

;Iki}tにl之、じて方ωl巴iFの訪問主を行う必裂のfある。

a レーザーレベラーによる修復

レーザーレベラーは発光保からのレーザ一光線 (ノfル

スイ胃号)を受光器が!:'PjJ[しその光線に追従するように

トラクタに装治した排土似を I~I 動制御すること で，均年

度土 15111mで整地ができる機械である (Fig.12)。庖掃

や不籾起栽培などによる効率的な作業体系の導入をする

には岡場而の均平化は不可欠であり，現在では，ilJい手

農家を 11一!心に全国に約 1，200合普及している。 レベラー

の在IUÞにはm:装且l とヨ?とう I~リがあり句 f史JfJ するトラクタに

よって選択する (Fig.12，13)。直装山レベラーの装着に

Fig.12 レーザーレベラー (白装迎)

Laser levclcr (Fixed typc) 
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Fig.13 レーザーレベラー (年号 1I¥'I) 

Laser leveler (Tracked typ巴)

は. レーザーコントロールセットがl人:]11;長されたレーザー

対応引のトラクタが必~となるが• :rr，:I) 1却はレベラ一世!IJ

にコントロールセ y 卜が付属しているため i世に所有す

るトラクタでも装荷可能である。

また 近年は RTKiJ!lJf止をj日いた GPSレベラーも IjfJ発

されており (Fig.6).;.仁行しながらトラクタ内にj存ji夜さ

れたノfソコン」ーにじi動的にlililJ'J)jマップを{'!oIJ)i:L.明(I'，':jの

rl!'''''J し、地点から 11~い地点に ~7J J，" ;(I~ に長lUーすることができる

(Fig.14)。 これまで、の試験結巣で、は約 4制の作業11寺IliJが

削減でき i;j'J~ffr~農業や抜主ì!" h長J.i で iì~Î:}l[lなどに nJ いることも

可能である。

Fig. 14 GPSレベラ に指載されたパソコン国1M

GPS Icvclcr cqu中pcc1with COl11pUtCI以;rccn

b フルドーザーによる水張り均平

|面|場恐怖奇i業においても H寺々nJいられる手11、で.水山

に水を張ってこi ーが~~J[!- Ir した市山、 ~}Ij分から低い部分にブル

ドーザーをmし、て述;卜する (Fig.lS)。 ブルドーザーは

比較的に安iilliにレンタルができるが‘水を日!Kりながら辺

土すると‘ 表1mの止 を料1りj反してしまい。透*'1性|

オ水くυ1:1:1にしてしまう?恐止れカがfある。なお霊水性の;止、くな っ

た|芭IJJ)jは日ij[丸11音渠などの施工 をすることで回復すること

が可能である。

C トラクタダンプによる運土

トラクタにタン プ機能を搭，i在した機J4を使うことで

r'，ミj い ;\1;分の .:I:'， Jj( を 11~ ぃ;~;:[)分 l こ直Jよ二i を泌ぶことができる

(Fig.16)。 このブJ位、では エ!と均1fliFJjが分からないため.

段附的な辺二!と iJ!lJ遣 をしながら行う必~カfある 。

Fig.15 ブルドーザーによる水張り J!cJ平

Pon正lingland Icvcling by bulldozcl 

Fig.16 トラクタダン プによるjlli土

Convcyancc 01' soil by dUl11pcr tractOl 

2 液状化による噴砂の処理

液状化による 111'¥砂した砂の処l]!は. Lf;eの均平作業機

によって IIJiIN}j ií~イヰに散らしながら均エf化を行 う 。 この I{~-~.

111)1場内のどの部分でIIJ1tlr少が起こり。 どの部分の:L-.Jj(をど

こへ述二|したか担保しておくことが重要となる o そのた

め句 Fig.3のような航去写氏や Fig.8のような群利11な高低

マップが存在すると.均平イヒ後のと1:育ムラの腕(11寸漏水

筒所などの把握に寄与ーする o

また.茨城県稲敷市の澗査地域における一部の水山で

は句 ia:I)(イヒによってj也l二に11)¥[/1"した FI召J也下:;J(にj昆う子カf

含まれており.不能を修il:して作付けした水凹及び塩分

がlffiまったお!水路の水を使nJした水川においてij止筈が発

~I した (Fig.17 ) 。 そのため守地|ズによっては地下 から

11J1tr'1 ¥した地|勺lくや砂の成分分析を行った後にイ午イ寸けをす

る必wーがある。
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塩害による枯死

Fig.17 ):;:.¥告の発益した水ITI

Paddy ficlds damagcd by salt i，リury

3 圃場内の亀裂についての修復

法陪の浅いf色裂は念入りな代かきで修復が廿j能である

が，心:1-まで亀裂が及んでいれば漏水の発生や，傾斜地

でi立法 1M のル=j j~~が起こりやすい。 そのため fß.裂 i，'~:I)分を

11:1: り起こし，心:1- と 同 じ こトーで再充tnする必~~がある 。 な

お J也長官Iiからみえない危裂が発主|している可能七lもあ

るため 代かきは念入りに行 う必要があり，ベントナ

イ トを 1~ 1. 5t/lOa の :， \ f!J f1'"で散布し， 二I)jJ~ と混入するこ

とでj垂水仰 を低くし 漏水を防ぐことができる()111二l

1977)。ベントナイトとはモンモリナイトを::i成分とし

た粘土鉱物で，水を合むと膨張 し |川|引を主j!める役jiiljを

栄たす。

V その他の水団施設の修復

1 畦畔の被害

a 土畦畔の修復

不|住が発 ~Iーした水 IJI の多くは IIUJI、!?ん ( 1 OCIll 1~1リ立 ) を

超える高{氏差が発~Iニしているため 生 11l'j'の TI:J施工が必要

となる (Fig.18)o 1It1 I11'H~lí7j に II1f(砂が見 ら~1. る j~Jj 1~ はそ

の地点からの漏水発止が懸念されるため. i!:i:り起こして

Fig.18 11[/)1'1'の不|接

Configurat旧 nof Icvcc 

修復する必要がある。1Il't?1少がない不|佳の場合はユンボな

どでTIJ施]ーすることで修復可能で、ある。また 災住:復旧

までIl~i問をwーする j晶子?は，部分的な不|注や f色裂の手ï'jÎj に

仮IItl:lII'j'を造成することで作付けが可能となる (Fig.19)o

Fig.19 仮附 111'1の設II:i: (tìË: :\')~ 三 |人口 J也，YJ )

Installation of thc tcmporary lcvcc 

(Noto Hanto Earthquakc in 2007) 

b コンクリー卜畦畔の修復

IItllll'l'にコンクリー卜を使川している場合は土IIWIII'j'とは

修復力法はy;sなる (Fig.20)。コンクリート lutlllドの場合，

l' 1 Ifíーがあるため不|注の影響により 1 :1 地のズレが~Iこ じてい

る町能性が['-1)く。地上i¥l¥のみ修復しでも JUlI-j-'で 1:1地がず

れた í~i TYrからの漏水が発~I:-する 。 そのため修復には， 一

度:j"!:l:り起 こしてずれた箇所を l卜_IJ(する必要があるo その

他の修復ブhょとしては. II ~I ， 11l'j' i[-jいをYlllliショベルで折i

ì'íiJし 90cm 1 11h\ の1It!~シートを Ill fifi からー70cm. 11止1I1'j'に 20cI11

在日目立することで. 1It!:IIl'lとからの漏水を|坊ぐことカfできる

(Fig.21)。

Fig.20 コンクリー卜 11[11畔

Concrctc Icvcc 
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2 暗渠排水管の不陸

111，渠排水についても，災害事業の対象となることから。

不能やl噴砂が止 じた|出|坊については句 II;t，:t!i排水筒の被告

についても削託する必裂がある。 しかし illi1-1-1にJ1I¥設し

ている Ilì!I:!\Fì;i;の状川を把射することは|主I~mであることか

ら.初ノj(状況から以前の機能を維持 しているかで判断す

る必主:jがある 。 なお句修復する必 t::が~1 じた場合 既設

のlIi!1渠Ylの修復はコストがかかることから‘新たな111'1:東

:rJ を施工する プ7 が望ましい。 その FfJ~に既設 11l'r'栄は漏水の

発生安l主|になることから Ilh:渠の1，JI水1-1をきちんと去ぐ

処Jl!!が不可欠である。

3 農道の被害

ij長道が被災した場合，農地にイノ|ご業機械を搬入できない

ことから， JF1水の1確保と共に早急に修復する必wがある

(Fig.22) 0 {I基復に|時間を要する jJ)j合は 応急:r誌によ っ

て，イ午業機械が通行でき， 1型|場内の復旧イ午業や首i廷がで

きる状態にすることが主要である。

Fig.22 農道の被告:

Damagc 01' ElIll1 road 

4 末端用排水路の被害

水田のかんがし¥排水機能を雌保することは.7件:

F利fl日開j介荊}日jするうえで最も重2安Eとなる。)日州水路の{I針反は水路

の形状によって大 きく 主14なり パイプラインか開水路に

よっても.修復に裂するJ!月r:JlヤiJ()1'1は民なる (Fig.23，24)。

精にパイプラインは埋設されているため，frJJi.m笛i所の判

日Ijが困難で. 圧力のかかった用水を送水すると漏水の可

能性が高いため修復に11寺11¥1を要する。なお 川水路の修

復が作付けに間に合わない場合は，河川|から直接ポンプ

で汲み上げるといった応急的な対処が必要となる o

Fig.23 パイプラ インのNJdfl(新潟'-1"越地震)

Damagc 01' pip巴linc(Mid Niigata Prctecturc Earthquakc in 2004) 

Fig.24 掛水路 (開水路)の不能

Configuration 01' drainagc canal (opcn canal) 

VI 結言

被災した水田において営j立を開始するには.かんがい

と排水機能の回復 とl出場の均年が不可欠である。特に

不|注の修正は水mに水を ~1~ るためには不可欠で、あり. 津

波による被害を受けた水111で|徐j)[Iを行う 1;僚も，最初Jに行

う必~~がある 。 被与のって きさによって. 災害復 11二|ヰi兆一を
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行うか。 j見家自身によっ て4基{立をするか異なる ことから

状凶に応じた対処方法をうJI Y~ として集積しておくことが

主主ーである o また --YI2の周JtJjで繰り返し起こるとされ

るプレート型地震について. 東海。東南海‘南海地震の

発計ー リスクはイM/~ として前J く，本報+l;が将来的に 3è l l の

懸念される大*.Q1~~地震への備えとなればEl，工いである 。
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Countermeasure Techniques for Restoration of Undulated, 
Fissured and Liquefacted Paddy Fields Damaged by the 2011 

off the Pacific coast Tohoku Earthquake 

WAKASUGI Kousuke, ZUKEMURA Chika, KlTAGAWA Iwao and HARAGUCHI Noburo 

Summary 

The earthquake occurred 011 March 11th 2011 damaged on vast areas centering on Tohoku area, lbaraki and 

Chiba prefectures including their Paci fic coastlines. Especially there are many regions relying on agriculture as their 

key industries in afflicted areas. It is necessary to restore promptly on farm lands and agricultural facilities for their 

recovery. This report mainly introduces undulated , fissured and liquefacted paddy fields on the damaged area along 

Tone river located in south eastern part of lbaraki prefecture. Particularly in the paddy fields at Nishishiro area where 

expcrienced greatest damage, was observed a differe nce of elevation in height of up to 650 millimeters from their 

highest to lowest points and verified it is difficult for fa mel's to restore the farmland by themselves . 

In addition, the report tells restoration techniques carried out by public works and tamers by explaining actual 

cases of earthquake disaster occurred in the past. Also the report describes the superiority of survey and leveling 

technique by using RTK-GPS. Moreover the report announces countermeasure techniques of agricultural facilities 

such as levee, subsurface drainage, farm land and brunch canal. 

key words: undulation on paddy field, crack, liquefaction, RTK-GPS 
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