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国道１号
国道１号現道南側の海岸沿いに設けられている西湘バイパス
現道南側の海岸沿いに設けられている西湘バイパス
現道南側の海岸沿いに設けられている西湘バイパスは
は，周辺付近の海岸浸食が年々
進行を続け，平成19年，27年と台風による高波の影響で大規模災害が発生しており
年と台風による高波の影響で大規模災害が 発生しており，平成29年
には，台風21号の影響により護岸擁壁の崩落等 ，再び大規模災害が発生したところである ．
本稿は，被災した西湘バイパスを復旧するにあたり ，早期の対面通行による交通解放及び２
次災害防止のための護岸暫定復旧を行った緊急工事と ，行楽期前の３車線供用及び護岸仮復旧
を行った応急工事の概要，及びその後の本復旧に向けての課題について報告する ．
キーワード 台風，高波 ，海岸浸食，災害復旧，対面通行

平成19年には，太平洋上で発生した台風9号による影
IC間の延長約1.1kmに渡って
1.1kmに渡って
響により，大磯西ICから橘IC
1)．また、平
擁壁の倒壊、路面崩落等が発生した (写真1)．また、平
成27年には，台風11号の影響により，法尻に設置してあ
る浸食防止用の袋詰め根固めが流出し，それに伴い盛り
L=190m）
土区間における盛り土の流出及び法面崩落（約
土区間における盛り土の流出及び法面崩落（約L=190m
が発生した(写真2)．

1. はじめに
西湘バイパスは神奈川県中郡大磯町から小田原市を結
L=20.8kmの自動車専用道路であり，その内大磯出
ぶ全長L=20.8km
の自動車専用道路であり，その内大磯出
張所では，大磯港ICから西湘二宮ICまでのL=6.1km
までのL=6.1kmを管
理している(図1)．西湘バイパスは国道1号現道南側の海
沿いに設けられており，その海岸の海底地形は，非常に
急峻な地形であることから，波浪が減衰することなく海
岸まで到着してしまう
岸まで到着してしまうことがある．西湘バイパスは，長
ことがある．西湘バイパスは，長
期に渡る海岸浸食や異常気象に伴う台風等の影響を受け
やすい状況となって
やすい状況となっており，近年では，度々台風による被
おり，近年では，度々台風による被
害が発生している．

写真 1 平成 19 年被災状況

写真 2 平成 27 年被災状況

次項に平成29年10月23日に起きた台風21号による被災
状況について記述する．

2. 被災概要
被災箇所は，横浜市中心部から南西方向約37km，小
田原市市街地から北東方向約 12kmに位置する，神奈川
県中郡大磯町国府本郷地先における国道１号
県中郡大磯町国府本郷地先における国道１号西湘バイパ
における国道１号西湘バイパ
ス4.24kp～4.63kp付近の区間（大磯西IC～西湘二宮IC間）
である．
台風21号は10月23日午前3時頃本州へ上陸し，明け方
には本州を抜け北北東方面へ太平洋沖を移動中，被災が
発覚したのは同日14時頃である．
被害状況として
被害状況としては，台風による高波
台風による高波の影響で
の影響で重力式擁
重力式擁

図 1 西湘バイパス概要
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壁前面の土砂が海に吸い出され(写真3)，延長約400mに
渡って擁壁が倒壊
渡って擁壁が倒壊し，法面や，路肩のガードレール等が
し，法面や，路肩のガードレール等が
4,5)
崩落した(写真

暫定開通工事については，海側車線から山側車線へ振
暫定開通工事については，海側車線から山側車線へ振
り替えるための既設中央分離帯ブロックの壊し(写真6)
から作業開始し，舗装復旧，区画線設置・消去，仮設中
から作業開始し，舗装復旧，区画線設置・消去，仮設中
央分離帯設置，越波により打ち上げられた土砂等の清掃，
央分離帯設置，越波により打ち上げられた土砂等の清掃，
標識・保安材設置等を行った．
標識・保安材設置等を行った．対面通行箇所の
対面通行箇所の中央分離
中央分離
帯については，過年度被災時に同様に対面通行解放した
対面通行解放した
際の構造を踏襲し，区画線，ポストコーン，樹脂ブロッ
際の構造を踏襲し，区画線，ポストコーン，樹脂ブロッ
ク設置による仮設中央分離帯とした．
ク設置による仮設中央分離帯とした．(写真7)
作業開始から昼夜通して約 24時間，人員延べ300名以
上による作業により，翌朝25日午前 8時に交通解放とな
った．

写真 3 擁壁前面の洗掘

写真 6 中央分離帯撤去

写真 4 法面・Gr 崩落

写真 5 擁壁の倒壊

写真 7 仮設中央分離帯設置

暫定開通工事完了後，引き続き翌日26日から護岸の暫
定復旧工事を開始した．
擁壁倒壊部については，これ以上の道路崩壊を防ぐた
め鋼矢板を打設し，剥き出しになったままの法面につい
ては大型土嚢等を設置し、法面を保護した
ては大型土嚢等を設置し、法面を保護した((写真8,9)．

なお，被災発覚の約12時間前には西湘バイパス
時間前には西湘バイパスを
を越波
による通行止めとしており，人的被害はなかった．
しており，人的被害はなかった．

3. 緊急復旧工事

西湘バイパスは通行止めとなって
西湘バイパスは通行止めとなっていたため
いたため、迂回路と
、迂回路と
なっている周辺道路では渋滞が発生しており，一般交通
への影響をいち早く緩和させる必要があったこと，また，
擁壁倒壊箇所については，法面が剥き出しになっている
状況であり，翌週には次の台風22号接近の予測もあった
ため，これ以上の被害拡大を防ぐため，工事を早急に実
写真 9 大型土嚢等設置
写真 8 鋼矢板打設（緊急）
施する必要があった．
以上により，山側（上り）車線で対面通行での暫定開
以上により，山側（上り）車線で対面通行での暫定開
作業は24時間作業で行い， 鋼矢板については1,039枚
通による交通解放及び，護岸の暫定復旧を行う緊急復旧
を11月10日までに打設完了，大型土嚢
日までに打設完了，大型土嚢については
については4,352
4,352
工事に被災発覚の翌日24日から着手した．緊急復旧工事
日から着手した．緊急復旧工事
袋を12月28日までに設置完了した．
の施工内容を図2に示す．
災害現場で工事を実施する上での安全性確保や，台風
22号の接近等による高波浪、強風時には作業の一時中止
等自然環境の影響も受けやすく，厳しい現場ではあった
現場ではあった
が、夜間作業時は
が、夜間作業時は安全性確保のため，関東技術事務所か
関東技術事務所か
ら照明車の派遣支援，鋼矢板打設時の水
鋼矢板打設時の水確保
確保については
については，
相武国道事務所から散水車の派遣支援等を頂き，安全か
から散水車の派遣支援等を頂き，安全か
つ円滑に施工を進めることができ，
つ円滑に施工を進めることができ，早期復旧を実現でき
早期復旧を実現でき
た．

4. 応急復旧工事
緊急復旧工事により，対面通行による暫定的な交通解
放はしたものの，夕方など交通量が増える時間帯には，
対面通行区間を先頭に渋滞が発生している状況であった．
図 2 緊急復旧工事
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今後，GW等行楽期にはさらに交通量の増加が予想され
ること，また，護岸復旧構造も暫定的なものであるため，
設計と並行しながら，引き続き年明けより応急復旧工事
に着手した．応急復旧工事の施工内容を図3に示す．

(写真13)．消波ブロックの製作には時間を要すため，神
奈川県及び中部地整からの支援を頂き(写真14)，ストッ
クを一時的に借用する形で早期設置を行った．3～10ｔ
級の消波ブロック合計1,567個を海上及び陸上輸送し，
現場へ設置した．

写真 13 消波ブロック据付

写真 14 消波ブロック借用
(大井川港)

鋼矢板打設，消波ブロック設置等の工事は4月11日ま
でに完了し，GW前の供用に向けて，３車線への切替えの
ための舗装，区画線等の工事を
ための舗装，区画線等の工事を引き続き実施した．
引き続き実施した．
供用までには３回の車線切替えを実施した．早期解放
のために手戻りが少なくなるよう，各段階での解放直前
の実査に加え，施工中における事前実査を
の実査に加え，施工中における事前実査を追加
追加で実施し，
結果，直前での指摘等なく，予定通り，GW前の4月25日
に３車線での供用開始となった(写真15)．

図 3 応急復旧工事

工事は、崩れた法面を復旧し，３車線（上り２車線，
下り１車線）断面を確保するための２列目の鋼矢板打設
から施工を開始した(写真10)．
打設に必要となる水については，緊急復旧時は散水車
による供給と海水を併用して行ったため，作業効率や海
水使用による機械損耗の懸念があった
水使用による機械損耗の懸念があったが，
が，応急復旧時か
応急復旧時か
らは大磯プリンスホテルよりプール排水を提供頂いて
(写真11)，円滑に施工を進めることができた．
鋼矢板打設完了後，アンカー(写真12)と矢板背面の流
動化処理土による埋戻し
動化処理土による埋戻し((写真13)を行い，海側車線（下
り線）の供用及び今後の作業ヤードとなる基面を構築し
た．

３車線供用開始
写真 15 4 月 25 日 ３

5. まとめ
災害復旧工事であり，設計がない状況であったが，作
業は緊急を要したため，復旧設計と並行しながら，役割
分担や施工方針を日々決定しながら，施工を進めること
となったが、今回の緊急及び応急復旧工事においては、
となったが、今回の緊急及び応急復旧工事においては、
消波ブロックの借用，プール排水の提供，照明車等の派
遣支援の他，工事ヤードの詮索や工事推進のための技術
的助言など，関係機関からの様々な支援を頂
的助言など，関係機関からの様々な支援を頂
関係機関からの様々な支援を頂き，短期間
き，短期間
での工事完了を実現できた．
また，工事の実施にあたっては，被災状況や開通に関
する記者発表や，ツイッターによる工事進捗状況等の情
報提供，チラシ・ポスター・看板等によ
報提供，チラシ・ポスター・看板等による，規制内容や
る，規制内容や
開通に関する情報提供など，こまやかな関係者周知を実
施したことで，大きな苦情もなく，工事の進捗を図るこ

写真 10 鋼矢板打設（応急） 写真 11 プール排水の提供

写真 12 アンカー工

写真 12 埋戻し工

続いて，傾いた擁壁の安定及び高波浪時の海岸浸食防
止のため，擁壁前面へ消波根固めブロックを設置した
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とができた．
災害現場で工事を実施する上では、安全性の確保や越
波等の自然条件に影響を受けやすい厳しい条件の中で施
工を進める必要があった．擁壁が倒壊した箇所での施工
においては，擁壁の変位について動態観測を日々行い，
工事や自然条件による道路本体への影響の有無を確認し
ながらの工事実施となった．
ながらの工事実施となった．高波浪時においては，作業
高波浪時においては，作業
中止の判断を
を早めに行い、足場等の仮設物や建設機械，
早めに行い、足場等の仮設物や建設機械，
資材等は一時撤去を行った．また，作業中止中において
等は一時撤去を行った．また，作業中止中において
も越波状況の監視パトロールを実施し、工事現場の安全
確保に十分に
十分に配慮して施工を行った．
配慮して施工を行った．

を構築し，４車線復旧のための道路工事を行う予定であ
る．
現在は、神奈川県三浦市の三崎港にて海側に設置予定
の20t級仮設消波ブロックを製作 （写真16）している段
階である．

6. 今後に向けて
今回の災害復旧現場では，今後，本復旧工事を実施す
は，今後，本復旧工事を実施す
る予定である．本復旧工事の施工内容を図3に示す．

写真 16 消波ブロック製作（三崎港）

仮設消波ブロックについては，次
仮設消波ブロックについては，次の台風シーズン前に
の台風シーズン前に
設置を終えることで，その後の鋼管矢板打設等引き続き
の工事を実施する際に，安全かつ着実に工事進捗を図れ
する際に，安全かつ着実に工事進捗を図れ
る環境を整え，早期完成を目指していきたい．
今後台風シーズンを迎えるにあたり，現状ではまだ応
急復旧の段階であることを忘れず，本復旧工事が完了す
るまでは，当面点検・監視体制の強化
るまでは，当面点検・監視体制の強化，及び更なる関係
機関との連携を図っていかなければならない．
西湘バイパス西湘二宮ICから西側の管理者である
NEXCO中日本との連携
NEXCO中日本との連携は特に密にし，越波時には確実に
図 3 本復旧工事
通行止めを実施することで，万が一，再度の被災があっ
工事手順としては，まず仮設の消波ブロックを設置し， たとしても，人的被害はゼロとなるよう，緊張感を持っ
海側に作業ヤードの確保を行い，工事用道路を整備の上， て対応し続けなければならない．
護岸の洗堀防止のため，鋼管矢板を打設する．その後，
鋼管矢板の前
前面を築堤マット等で根固め，補強土壁護岸
面を築堤マット等で根固め，補強土壁護岸

緊急・応急復旧工事 完成全景
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