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はじめにはじめに

東京水道の概要

送配水管整備の計画等



東京水道の概要東京水道の概要
（区部及び都営水道２５市町　　　平成１９年度末現在）（区部及び都営水道２５市町　　　平成１９年度末現在）

給水区域面積 1,223 km2 水源量（H20.4.1変更） 630 万m3/日

給水区域人口 12,495 千人 施設能力 686 万m3/日

給水人口 12,494 千人 年間総配水量 1,607 百万m3

普及率 100.0 ％ 年間使用水量 1,530 百万m3

給水件数 6,795 千件 一日平均配水量 4,390 千m3/日

配水管延長 25,652 km 一日最大配水量 4,872 千m3/日



　取水管・導水管　　　　　　送水管　　・　　配水本管　　　　　　　　　給水管

　場内配管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配水小管

水道施設　概念図水道施設　概念図



水道施設における管路水道施設における管路

関連施設 管路施設 主な管種 当局例

取水・導水
施設

取水管 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管

鋼管

金町第二取水
塔引入管
φ2200

導水管 小作山口線
φ3800

浄水施設 場内配管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　鋼管

ｽﾃﾝﾚｽ管

送配水

施設

送水管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管

鋼管

水管橋

朝霞・上井草線
φ2700

配水本管 φ400以上

配水小管 φ350以下

給水装置 給水管 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管、ｽﾃﾝﾚｽ
鋼管、硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管



東京都水道局の送配水管整備に東京都水道局の送配水管整備に
係る計画等係る計画等

長期構想

　　「東京水道長期構想－ＳＴＥＰⅡ－」（H18/11策定）
事業計画

　　「東京水道経営プラン２００７」（H18/12策定）
関連事業

　　「安全でおいしい水プロジェクト」



東京水道長期構想東京水道長期構想（ＳＴＥＰ－（ＳＴＥＰ－ⅡⅡ））

目　的

　東京水道が将来にわたって、都民生活と首都東京

　を支える水道であり続けることを基本的な目標に設

　定している。

位置付け

　東京水道新世紀構想－STEP２１－に続く新たな
　施設整備構想として、これから概ね四半世紀の間

　に行っていく施策の方向を示した基本構想



東京水道経営プラン２００７東京水道経営プラン２００７

平成１９年度から２１年度までの３箇年に　水道局
が取り組んでいく施策の事業計画　と財政計画を
明らかにしたもの

安全でおいしい水プロジェクト安全でおいしい水プロジェクト

より多くのお客さまに蛇口から直接水を飲んでいた
だくことをめざして、都独自の水質目標の設定やペッ
トボトル「東京水」を用いたキャンペーンの実施など
の施策に取り組んでいる。



東京水道長期構想の体系　

方向性

５　分かりやすく親しみやすい
　　水道

３　次世代につなげる水道

４　地球環境に配慮した水道

６　水道界をリードする水道

１　豊かな暮らしを支える水道

２　断水のない高水準な水道

（４）更なる広域化・広域連携

（４）異物混入の防止

（１）水道施設の着実な更新

（２）水道施設の維持管理性向上

（１）地球温暖化対策

（２）資源の有効利用

（２）震災に強い水道の構築

（３）バックアップ機能の強化

（１）渇水に強い水源の確保

（１）分かりやすい情報の発信

（２）給水設備の適切な維持管理

（３）水道施設のイメージアップ

（３）国内外の情報の活発な収集
　　 及び発信

（１）新技術の研究開発と活用

（２）水道技術の継承と人材育成

（３）水道水源林の保全

（２）貯水槽水道対策

（１）安全でおいしい水の供給

　　具体項目

首都東京の機能を
支える水道

都民生活を
支える水道

　東京水道のあるべき姿

　（二つの基本的視点）



第４章　東京水道の進むべき六つの方向と施策の展開

１　豊かな暮らしを支える水道
２　断水のない高水準な水道
３　次世代につなげる水道
４　地球環境に配慮した水道
５　分かりやすく親しみやすい水道
６　水道界をリードする水道

２　断水のない高水準な水道

（４）異物混入の防止

（２）震災に強い水道の構築

（３）バックアップ機能の強化

（１）渇水に強い水源の確保

１　三次救急医療機関や首都中枢機関等への
　　供給ルートとなる水道施設の優先的な耐震化
２　水源から蛇口までの連続性に配慮した耐震化
　　（特に浄水場では、処理系列ごとの耐震性強化）
３　優先順位を明確にした効果的な耐震化



耐震化 耐震化

首都中枢

医療機関

給水所

震災に強い水道の構築　

三次救急医療機関等への供給ルートとなる
水道施設の耐震化（イメージ）



第４章　東京水道の進むべき六つの方向と施策の展開

１　豊かな暮らしを支える水道
２　断水のない高水準な水道
３　次世代につなげる水道
４　地球環境に配慮した水道
５　分かりやすく親しみやすい水道
６　水道界をリードする水道

２　断水のない高水準な水道

（４）異物混入の防止

（２）震災に強い水道の構築

（３）バックアップ機能の強化

（１）渇水に強い水源の確保

１　給水所や自家用発電設備の整備を推進
２　送水管や配水本管のネットワークを構築



送水幹線

整備が求められる幹線

給水所

浄水場

凡　　例

金町

長沢

三郷東村山

境

朝霞・三園

小作

砧・砧下

バックアップ機能の強化　

送水管ネットワークの概念図





設計業務の流れ設計業務の流れ

１　設計手順と作業内容

２　管路設計における一般的

　　留意事項

３　開削工法の設計



設計業務の流れ設計業務の流れ

事前調査 設計委託 設計図書作成

対外折衝 関係機関手続き

積算作業（直営）

設
計
書
作
成

特
記
仕
様
書

作
成設

計
委
託
契
約

コンサルタント指導

起
工
・決
定

　路線測量
　埋設物調査
　設計図作成
　仮設構造計算
　数量計算

工事発注



　　1.1.　　設計手順と作業内容設計手順と作業内容

②②　　設　計　委　託設　計　委　託　　

③③　　設計図書作成設計図書作成

①　事　前　調　①　事　前　調　査査　　



路線調査

現場踏査

道路舗装（占用）調査

道路工事調整協議会

①①　　事前調査事前調査



②② 設計委託設計委託

路線測量、埋設物調査、

　設計図作成、仮設構造計算、数量計算

　　→　コンサルタント業者に委託

占用位置

工法選定

対外折衝

　道路・交通等管理者、他企業と事前協議



水道管の占用標準位置　

　　東西方向の道路では南側

　　南北方向の道路では東側

管路の埋設深さ

　◎３００mm以下　　　　　　→　０．８m
　◎３５０mm　　　　　　　　　→　１．２m
　◎４００mmから９００mm→　 １．８m
　◎１０００mm以上　　　　　→　２．１m

占用位置占用位置



幅員　６ｍ



幅員　２０ｍ



対外折衝対外折衝

道路管理者　　（国・都・区）

河川管理者　　（国・都・区）

鉄道管理者　　（ＪＲ・地下鉄・私鉄）

土地所有者　　（私有地・公園）

交通管理者　　（警察）

埋設物企業者　（電気・電話・下水道・ガス）

水道局関係　　（維持管理部署）

その他　　（消防署、バス会社、地元町会）



③③　　設計図書作成設計図書作成

設計図書：工事設計書・設計図・仕様書など

準拠すべき法令等

　　水道法

水道管路設計に係る主な準拠図書類

　　別表のとおり

積算基準

　　配水管工事積算基準　　　東京都水道局



工事設計書の構成工事設計書の構成

工事設計書（表紙）

説明書

工事総括数量表

総括書

工種別総括書

内訳書（内訳書、内訳明細書、代価表）

特記仕様書

設計図

　（設計図の構成）
　　平面図、縦断面図、詳細図、掘削標準断面図､

　　道路復旧断面図､附帯設備工、既設施設物防護、その他



水道法　第５条３項
水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震
力、その他の荷重に対して十分な耐力を有し、か
つ、水が汚染され、又は、漏れる恐れがないもの
でなければならない。

水道法　第５条４項
水道施設に関して必要な技術的基準は厚生省令
で定める。

水道施設の技術的基準を定める省令

　　　　関　係関　係　　法　令法　令



水道管路設計に係る主な準拠図書類水道管路設計に係る主な準拠図書類

水道水道

一般一般

水道施設設計指針水道施設設計指針 （日本水道協会）（日本水道協会）

水道維持管理指針水道維持管理指針 （日本水道協会）（日本水道協会）

水道施設耐震工法指針・解説（日本水道協会）水道施設耐震工法指針・解説（日本水道協会）

土木土木

一般一般

コンクリート標準仕方書　　　コンクリート標準仕方書　　　 （土木学会）（土木学会）

道路橋示方書・同解説　　　道路橋示方書・同解説　　　 （日本道路協会）（日本道路協会）

トンネル標準示方書・同解説トンネル標準示方書・同解説 （土木学会）（土木学会）

水道局水道局 配水管設計の手引配水管設計の手引

調査・設計委託標準仕様書調査・設計委託標準仕様書

配水管工事標準仕様書配水管工事標準仕様書

配水管工事標準図配水管工事標準図

東京都東京都 東京都土木工事標準仕様書東京都土木工事標準仕様書

土木材料仕様書土木材料仕様書



積算基準（開削編）積算基準（開削編）

　第１章　総　則　第１章　総　則

第２章　配水管工事の積算第２章　配水管工事の積算

　第３章　土工事　第３章　土工事

　第４章　運搬工　第４章　運搬工

　第５章　仮設工事　第５章　仮設工事

　第６章　配管工事　第６章　配管工事

第７章　給水管取付替工事第７章　給水管取付替工事

　第８章　コンクリート工事　第８章　コンクリート工事

　第９章　地盤改良工事　第９章　地盤改良工事

第１０章　舗装工事第１０章　舗装工事

第１１章　道路附帯設備工第１１章　道路附帯設備工

第１２章　共通仮設費第１２章　共通仮設費

第１３章　調査・委託　第１３章　調査・委託　



２．管路設計における一般的留意２．管路設計における一般的留意
　　事項　　事項

管種の検討

工法の決定（開削or　PIP　推進orシールド）



ダクタイル鋳鉄管の規格別特徴、用途（一般開削用）ダクタイル鋳鉄管の規格別特徴、用途（一般開削用）

規格 接合
形式

適応呼び径 特徴 用途

JWW
AG
１１３
水道
用ダク
タイル
鋳鉄
管
JWW
AG
１１４
同上
異形
管

K形 75～2,600 ゴム輪、押輪をボルトで締め付けて接合。水密性が高く、
作業が迅速、伸縮、可とう性あり、抜け出し防止無。

一般管路に広く使われ、大口
径にも適用

T形 75～2,000 受け口にゴム輪を装着して挿し口を挿入して接合。作業
が簡易で迅速。比較的、抜出しやすい。

小径管の直線部に使用

U形 700～2,600 管の内面から接合を行うメカニカルタイプ。水密性があり、
伸縮性もある。内面で接合するため掘削幅が狭くでき、
隧道内でも施工可能

都では、原則、1000ｍｍ以上
に採用。

KF形 300～900 K形管の固定タイプ。外面からボルトで挿し口を固定し
た抜け出し防止形。シールキャップの水密性を確認

屈曲部など、管に抜け出し力
がかかる部分に使用

UF形 700～2,600 同上、内面継手用管 同上

NS形 75～450
500～1000

耐震型管。スライド機能があり、ロックリングにより抜け
出し防止。小口径用と大口径用がある。

耐震性を要求される個所に適
用。都では、更新、新設では
原則、耐震型を採用

SⅡ形 75～450 小口径管の耐震型管。スライド機能があり、ロックリング
により抜け出し防止。K形管の耐震タイプ

現在は、NS形が多く、使用は
少ない。

S形 500～2,600 比較的大口径の耐震継手管。スライド機構があり、ロッ
クリングにより抜け出し防止。接合ピースを設置するなど
接合が複雑

大口径管路の直線部に使用。
都では、更新、新設では原則、
耐震型を採用

US形 700～2,600 内面継手の耐震継手管。スライド機構有。チューブ内に
モルタルを充てんしてロックリングを固定。接合には、専
門的な技術が必要

大口径管路やトンネル内配管
の耐震継手管として適用



ダクタイル鋳鉄管の規格別特徴、用途（特殊工事用）ダクタイル鋳鉄管の規格別特徴、用途（特殊工事用）

規格 接合
形式

適応呼び径 特徴 用途

JWW
AG
１１３
水道
用ダ
クタイ
ル鋳
鉄管
JWW
AG
１１４
同上
異形
管

T形推
進管

250～700 受口の内面にゴム輪を装着し、挿口の挿入によりゴム輪
が圧縮されて水密性を保つ。外側に推進伝達用のフラ
ンジが施され、外装にコンクリート被覆してある。

小口径の直押し推進用に適
用

U形推
進管

800～2600 管の内面からゴム輪を装着し、ボルトゴム輪を締め付け
て水密性を保つフランジ、外装は同上

大口径の直押し推進管に適
用

UF形
推進
管

800～2600 受口と挿口の溝にロックリングを設け、ボルトで固定した
抜け出し防止タイプ水力は、ロックリングで伝達

大口径の直押し推進管に適
用

US形
推進
管

800～2600 基本的にUS形に推進伝達用のフランジと外装にコンクリー
ト被覆を施した推進用管耐震継手

大口径の直押し推進管に適
用

PⅠ形 300～1350 接合は、タイトン継手と同様であるが、管厚が薄い 既設管内配管に適応、抜出し
防止が無く、現在は使用され
ていない。

PⅡ形 300～600
700～1350

伸縮性、可とう製がありロックリングにより抜出を防止で
きるが、離脱防止力は通常の耐震継手の1/2程度。

既設管内配管に多く使用され
ている。

PN形 300～1500 PⅡ形の改良型。通常の耐震継手と同様のぬけだし防
止力が確保される

現在の既設管内配管工事に
多く使用されている。

フラン
ジ形

75～2600
GF形・RF形

両側のフランジをボルトで固定し、接合する管。剛性は
高いが、伸縮性が無い

バルブや空気弁など付属施
設の接続部に用いることが多
い。



ダクタイル鋳鉄管の継手形状（Ｓ・Ｓダクタイル鋳鉄管の継手形状（Ｓ・ＳⅡⅡ・ＵＳ・ＵＳ））
継手名称 継手形状 特徴、用途

Ｓ形 ・Ｓはサイズマル（耐震性）の頭文字比較的
大口径の耐震継手管
・スライド機構有
・ロックリングにより抜出し防止機能有
・接合ピースを設置するなど接合が複雑で
時間がかかる。
・耐震管として大口径の直線部に使用

ＳⅡ形 ・Ｓ形の小口径用として開発された
・接合ピースの代りに、ロックリングを受口
の溝に装着し、器具で広げてから挿口を挿
入して接合する。
・スライド機構有。
・抜出し防止機能有
・ＮＳ形が開発されるまで小口径管路の耐
震管として使用

ＵＳ形 ・Ｕ形管の耐震継手管
・ロックリングの締付け方法には、セットボ
ルト方式とロックリングの外側に装着した
チューブにモルタルを充てんして固定する
方法がある。
・スライド機構有
・抜出し防止機能有
・隧道やトンネル内など内側から接合する
大口径の耐震継手に採用



ダクタイル鋳鉄管の継手形状（ＮＳ直管）ダクタイル鋳鉄管の継手形状（ＮＳ直管）

継手名称 継手形状 特徴、用途

ＮＳ形
75～450

・ＮＳは、ニューサイズマル（新型耐震管）の
意味で、Ｔ形の改良耐震継手管
・Ｔ形同様、プッシュオンタイプである
ため、接合が容易で迅速な作業ができる。
・伸縮、可とう性有
・抜出し防止機能有
・水密性は従来の管路と同様である
・現在、小管の大部分は、この管路を採
用している

ＮＳ形
500
～　
1000

・ＮＳ管の中口径タイプで、Ｋ形管の改良耐
震継手管
・Ｋ形同様、押輪とバックアップリングにより
ゴム輪を押しつけて水密性を保つ
・従来中口径の耐震継手管は、Ｓ形管であっ
たが、接合時間を短縮するために開発され
た
・伸縮、可とう性有
・抜出し防止機能有
・水密性は従来の管路と同様である
・現在、中口径管の耐震形はこの継手に
移行しつつある



ダクタイル鋳鉄管の継手形状（ＮＳ異形管）ダクタイル鋳鉄管の継手形状（ＮＳ異形管）
継手名称 継手形状 特徴、用途

ＮＳ形
75～250

・ＮＳ形の固定タイプ
・ＫＦ同様の機能を持つ
・伸縮、可とう性無
・抜出し防止機能有
・水密性は他の管と同等
・ＮＳ形の異形管部分に採用する

ＮＳ形
300～
450

・特徴は、同上
・口径300～450に適用

ＮＳ形
500～
1000

・中口径ＮＳ形の固定タイプ
・特徴は、同上
・・口径500～1000に適用



ダクタイル鋳鉄管の継手形状（パイプ・イン・パイプ用）ダクタイル鋳鉄管の継手形状（パイプ・イン・パイプ用）
継手名称 継手形状 特徴、用途

ＰⅡ形
300～
600

・Ｔ形管を基に揮発された既設管内配管用管
・従前のＰⅠにストパー機能を施した改良形
・伸縮、可とう性有
・抜出し防止機能有ただし抜出耐力は通常の
耐震管の1/2
・管厚は、通常の管よりも薄い
・比較的小口径の既設管内配管に適用

ＰⅡ形
700～
1350

・ＰⅡ管の中、大口径用
・受口に装着したゴム輪をボルトで調節して
水密性を確保
・その他の特徴は同上
・中、大口径に適用

ＰＮ形 ・既設管内配管のＮＳタイプとして開発された
・受口に装着したゴム輪をボルトで調節して水密
性を確保
・伸縮、可とう性有
・抜出防止機能有　通常の耐震管と同様の耐力
・管厚は、通常の管よりも薄い
・耐震性能を要求される既設管内配管に適用



ダクタイル鋳鉄管の継手形状（フランジ形）ダクタイル鋳鉄管の継手形状（フランジ形）
継手名称 継手形状 特徴、用途

ＧＦ形 ・両方のフランジをボルトで締め付け固定
・フランジの合わせ面にガスケット（止水用
のゴム）をはさみ、締付けることで水密性を
確保
・ＧＦ形は、丸輪型で片方の溝に押込む
・伸縮、可とう性無
・完全な固定型であり抜出さない機構
・ボルトを緩めることで脱着が可能
・取替、補修が必要なバルブや空気弁等の
付属施設部に適用
・都でＧＦ形を採用

ＲＦ形 両方のフランジをボルトで締め付け固定
・フランジの合わせ面にガスケット（止水用
のゴム）をはさみ、締付けることで水密性を
確保
・合わせ面が平行でないと漏水の恐れあり
・ＧＦ形は、丸輪型で片方の溝に押込む
・伸縮、可とう性無
・完全な固定型であり抜出さない機構
・ボルトを緩めることで脱着が可能
・取替、補修が必要なバルブや空気弁等の
付属施設部に適用
・設備工事で多く採用



開削工法開削工法

覆工施工覆工施工
　　土留　　土留
　　覆工　　覆工
　　掘削　　掘削
　→管撤去　→管撤去

　→新設管布設　→新設管布設

うたて替施工うたて替施工
　　（覆工なし）　　（覆工なし）

非開削工法非開削工法

シールド工法シールド工法

さや管推進工法さや管推進工法

鉄管推進工法鉄管推進工法

PIPPIP工法工法
（既設管内配管工法）（既設管内配管工法）

新しい水道管新しい水道管



　シールド工法配管　シールド工法配管BB方式　（方式　（トンネル築造工トンネル築造工））

シールド機

セグメント

セグメント

到達立坑 発進立坑
縦断図

断面図



シールド工法配管シールド工法配管BB方式　（方式　（トンネル内配管工トンネル内配管工））

シールド機 セグメント

セグメント

到達立坑 発進立坑
縦断図

断面図
コンクリート又はモルタル充

填
水道管（ダクタイル管、鋼管）

水道管（ダクタイル管、鋼管）



推進工法（さや管方式）配管推進工法（さや管方式）配管((さや管推進工さや管推進工))

推進機

推進用鉄筋コンクリート管

推進用鉄筋コンクリート管

到達口 押込み口
縦断図

断面図



推進工法（さや管方式）配管（推進工法（さや管方式）配管（さや管内配管さや管内配管））

推進機 推進用コンクリート管

モルタル充てん

到達口 押込み口
縦断図

断面図

水道管（ダクタイル管、鋼管）推進用コンクリート管



既設管内配管（既設管内配管（PIPPIP工法）工法）

充填材注入

水道管（ＰⅠ・ＰⅡ管）

水道管（ＰⅠ・ＰⅡ管）

到達口 押込み口
縦断図

断面図

既設管

既設管充填材注入

既設管内清
掃



３．開削工法の設計３．開削工法の設計

掘削幅

土留工法

管路の基礎構造

管防護

管路の附属施設

東京ガスとの保安に関する協定

薬液注入工法



　　　　掘削幅　
　　　　管径・管種及び土留めの種類と配管作業の出来る最小幅で決める。



管路開削工事の主な土留工法とその適用

工法名 適用 留意事項

H鋼横かけ
板

湧水が無く、比
較的良質な地盤

・H鋼の打設、引抜きの騒音、振動
・横かけ板の背面の埋戻

・親杭の支持力

鋼矢板工
法

湧水箇所・軟弱
な地盤

・矢板打設、引抜きの騒音、振動

・他の埋設物への影響

・根入、断面の選定（応力計算）

軽量鋼矢
板

比較的浅い掘削 ・適用土質の選定

・根入、断面の選定（応力計算）



Ｈ形鋼横かけ板Ｈ形鋼横かけ板



鋼矢板鋼矢板



軽量鋼矢板軽量鋼矢板



土留工の部材、根入長計算土留工の部材、根入長計算
部材の寸法

　　　Ｈ形鋼横かけ板の杭 　　 （Ｈ３００）　
　　　鋼矢板 　　　　　　（Ⅲ型）
　　　腹起し、切りばり　　　　　　（Ｈ３００）

　　それぞれ断面計算によるが重要な仮設工事の場合（　）を
下回ってはならない。　

　　重要な仮設工事：掘削深さが４ｍを超える場合、周辺地域への影響が大きい場合等

根入れ長の計算
　　ランキン・レザールの土圧を使用
→根入れ長の決定

①つりあい深さの1.2倍
②掘削安定から定まる根入れ長
③支持力から定まる根入れ長

この①～③の長さの最大値を用いるが重要な仮設工事に
ついてはＨ鋼は1.5m 鋼矢板は3.0mを下回ってはならない。



管路の基礎構造
通常は管路基礎の受ける荷重は大きくないので、地盤
が軟弱である等の場合を除き、特別な基礎は考えてい
ない。
地盤が軟弱な場合は砂基礎やハシゴ胴木基礎を使用
する。

管防護
配水小管の場合は、ライナーによる一体化長さを確保
し、管周辺摩擦力により不平均力に対抗する。
定められた一体化長さが確保できない場合はコンクリー
ト防護による。
配水本管の場合はコンクリート防護による。



　 管路の附属施設
制水弁
スルース弁、バタフライ弁がある。重量や経済性から900mm以下は

　　　ダクタイル鋳鉄製、1,000mm以上は鋼製としている。
一般的にバタフライ弁は流量調整として使用、その他ソフトシール弁

　　　という弁は小管で使用（開閉時のトルクが軽い。）。
　　　

　　　制水弁の間隔は、配水本管で500～1000m　配水小管は口径200mm
　　　までは150m程度、口径350mmまでは200m程度とし、配水管の分岐
　　　箇所では分岐管に設けるとともに、幹線分岐点下流側にも設ける。
　　
　　空気弁
管路の縦断勾配の凸部に設ける。また管路が水平であっても距離が

　　　長い場合は300～500m間隔に設けることが望ましい。

排水設備
管路凹部に設けることを原則とし、配水本管においては制水弁と制水

　　　弁との間の適所に設置することが望ましい。

　　消火栓
　　　口径100～350mmの配水管に取り付ける。沿線の建物状況により100
　　　～200m間隔で消防活動に便利な箇所に設ける。



東京ガスとの保安協定
東京都水道局と東京ガスが、水道施設もしくは工業用
水道施設またはガス供給施設の工事の施行に伴い必
要となる相互の施設の保安措置等について協定を定
めたもの（水道とガスは道路で同じ占用側にある。）　　

薬液注入工法
横断交差埋設管により土留めの連続がとぎれ、１m以
上の歯抜けが生じた場合に地下水による掘削壁面崩
壊防止のため薬液注入工法を併用する。


