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１． まえがき 

                           成 戸 寿 彦  森ビル株式会社 

 

 ２０１１(平成２３)年３月１１日、午後二時四十六分、宮城県沖をはじめと

する巨大地震が東北地方を襲った。マグニチュード９．０という規模は、世界

の観測史上でも五番目に大きなものである。 

 しかしこの東日本大地震による被害は、地震の揺れそのものというよりもむ

しろ地震発生から３０分後に来襲した大津波によるものがほとんどであること

が留意すべき点である。東北の太平洋側で過去最大といわれた貞観地震（８６

９年）の大津波を超える規模であったことが判明しており、亡くなられた方及

び行方不明になられた方を合わせると二万三千人を超えることとなった。 

この地震により亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りするとともに、被

災された皆様方に心からお見舞い申し上げます。 

 そのような中にあって、今回首都道路協議会が視察の企画をしてくださった。 

 震災後三ヶ月あまりを経過していたとはいえ、いまだ復興のめどはもちろん

瓦礫の処理さえ思うに任せない現状をテレビなどで見聞きしているものとして、

ご迷惑をおかけすることはできないと個人での行動は躊躇していたところであ

った。しかしながら都庁でまちづくりに携わってきたものの一人として、ご迷

惑のかからない時機に現地を視察しこの目に焼き付けて次の世代につないでい

く一翼を担いたい、という思いは持っていたところであった。 

今般の東日本大地震による大津波の被害は、三陸地方のリアス式海岸といわ

れる地形に立地した市街地と仙台平野に立地した市街地とでは被害の様相が異

なっているといわれている。限られた時間での今回の視察は、リアス式海岸と

いう地形の特徴が被害を増幅させた気仙沼市、釜石市、大船渡市および陸前高

田市の視察を中心に企画していただいたということだ。 

そして東北地方整備局および気仙沼市役所において状況をお聞きする機会を

いただいたが、お忙しい中にもかかわらず東北地方整備局では徳山局長さんか

ら直接お話をお聞きすることができ、気仙沼市役所では議会中であるにもかか

わらず対応していただいた。心よりお礼を申し上げます。 

さて各視察地での状況は、この視察に参加した者が分担して順次詳細に報告

することになっているが、全体の印象を一言で言うと津波の恐ろしさを再認識

し、特に島の存在や湾口部の形状など自然の地形により被害が軽減されたり増

幅されたりする実態を目の当たりにしたことであろうか。 

今回の視察に参加したものとして、ここで得た経験をこれからのまちづくり

や道路づくりに生かしていきたいと切に願うものである。 
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２． 道路視察行程と参加メンバー 
 
                       中 島 弘 道  （社）首都道路協議会事務局長 
 
 ２０１１年６月２８日～２９日の１泊２日の日程で実施しました。梅雨時であることか

ら天気が心配されたが、幸いに多少曇ったが傘をささずにすみました。 

 初日の２８日朝 東京駅八重洲北口に午前８時１５分に集合し、８時４４分の東北新幹

線にて仙台に向かい定刻１０時５０分に着きました。 

早速 仙台駅よりバスにて東北地方整備局に向かい、別紙初期対応等の取り組みを学んだ

後 １１時５０分 東北地方整備局を出発 鈴木技術企画官からの助言をいただき、国道

４５号より迂回するルートで気仙沼市役所に向かったが、やはり一部交通止めがあり、予

定時刻より遅く１６時に到着しました。 

 予定していた時間を遥かに長い時間 克明な説明・現地案内を頂き、宿舎には夕刻７時

に到着しました。なお 福祉事務所にて見舞金を古川団長より渡しました。 

 ２日目は朝８時定刻 宿舎を出発 遠野に向かい休憩、お弁当を積んだ後、釜石に向か

いました。 

 その後 大船渡、陸前高田 気仙大橋の被災地を視察、定刻より３０分早く一ノ関に着

きました。 

１７時０８分の新幹線にて東京に向かい、１９時５６分到着解散しました。 

 今回の視察は、蒸し暑い中で強行日程、昼食もバスの車中とさぞお疲れだったと思いま

すが、誰も具合悪くなる方もなく予定どおり終了することが出来ました。 

 皆様のご協力に感謝いたしております。有り難うございました。 

 また 被災地で道路事情の非常に悪い中、無理ともいえる日程を嫌な顔もせずこなして

戴いた花巻交通のドライバー佐藤さんとガイドの高橋さんにも仕事とはいえよく応えてい

ただき感謝しております。 
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●行程 
６月２８日（火） 午前 ８時４４分 東京発（はやぶさ５０１号） 
         午前１０時５０分 仙台着 
          花巻交通バス 
         午前１１時    東北地方整備局 着 
                  企画部 技術企画官 鈴木昭宏さん出迎え 
                  徳山日出男局長より説明を受ける。 
                  災害対策室視察 
         午前１１時５０分 東北地方整備局 発 
                  三陸自動車道を経て、国道４５号線 

（気仙沼市吉本地区） 
         午後 ４時００分 気仙沼市役所 着 
                  議会開催中の中 
                  建設部土木課 熊谷隆治課長補佐より説明 
                  福祉事務所にて見舞金手渡した。（担当者） 
                  その後 被災現場案内頂き黙祷した後 視察 
         午後 ５時２０分 気仙沼市 発 
         午後 ７時００分 一ノ関宿舎 着  （瑞泉閣） 
６月２９日（水） 午前８時     宿舎 発 
         午前１０時１０分 遠野 着  休憩 弁当購入 
         午前１０時３０分 同  発 

                                 釜石 大船渡 陸前高田 気仙大橋 被災地調査 
              午後   ２時３５分  気仙大橋 発 
 
                 午後  ４時１０分   一ノ関駅 着 
                 午後  ５時０８分   一ノ関駅 発（はやて２１０号） 
                 午後  ７時５６分   東京駅 着   解散 
 
 
●提供していただいた資料等 

１．東日本大震災の対応状況         平成23年6月   東北地方整備局 

２．道路の「啓開」が早い理由について、道路の「復旧」が早くできた理由について                                                                                                        

                                東北地方整備局 

３．気仙沼市からのお知らせ         平成23年6月28日 気仙沼市役所 

        (被害状況等 ライフライン情報 公共交通情報 道路情報 被災者支援情報 

         暮らしの情報 避難所状況 受診可能な医療機関 浸水範囲概況図) 

   

      ４．e―nexco  特集 東日本大震災    2011年4月号  東日本高速道路株式会社 

          

      他 貴重な資料頂きました。有り難うございました。 
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●調査行程 

調査行程

　　　　　　　　　　　　気仙沼市内・災害対策本部室

：1日目行程

2日目：6月29日(水曜日）釜石市・大船渡市・陸前高田市

：2日目行程

1日目：6月28日(火曜日）国交省東北地方整備局 災害対策本部室、 多賀城市・石巻市

気仙沼市海岸線・漁港付近
市内調査

気仙沼市吉本地区

釜石市内調査

釜石市唐丹町

大船渡市吉浜町

大船渡市内調査

陸前高田市内調査

釜石市

大船渡市

陸前高田市

気仙沼市

石巻市

南三陸町

気仙沼市役所
災害対策本部室

宿
泊
所

橋梁調査
　・沼田跨線橋
　・川原川橋
　・気仙大橋

東北自動車道

仙台市出発

（応急復旧作業中で町内全域混雑、
　道路幅員狭小であるため迂回した）

三陸自動車道
登米東和IC　出

三陸自動車道
仙台港北IC　入

多賀城市・石巻市

国交省 東北地方整備局
災害対策本部室

国道45号

JR一ノ関駅着

行程図作成：青木　聡

国道45号

 
 

－4－



●参加メンバー 

 今回の道路視察は、３月１１日の被災地への視察ということで道路が未整備であること、

交通機関（バスの手配）がなかなか決まらないこと等から参加人数は計画当初は少ないと

予想していました。しかし募集をしてみると予想と異なり２１名の参加となり視察団とし

ての人数になりました。(下表) 

 団長は、首都道路協議会の副会長 古川 公毅さんが務めて、毎回参加している東京都、

首都高 OBの皆様達等でまとまりのある調査団となりました。 

 

団長 古川　公毅 （社）首都道路協議会副会長、㈱ＩＨＩ顧問

原田　龍次 戸田建設㈱　東京支店　理事

吉田　信二 戸田建設㈱　東京支店　参与・部長

杉浦　征二 (財)首都高速道路技術センター上席研究員

青木　　聡 　　　　同　　　　技術開発部

鈴木　剋之 清水建設㈱　常任参与

成戸　寿彦 森ビル㈱　特別顧問

山﨑　俊一 　　　　同　　　　　都市開発事業部　顧問

山下　保博 三井不動産㈱開発企画部　特任参与

阿保　　進 ㈱横河ブリッジ　理事（技術本部担当）

藤井　敏雄 首都高メンテナンス東東京株式会社　代表取締役社長

小坂　寛巳 西武建設株式会社東京土木支店　理事

久保田信雄 三井住友建設株式会社　執行役員

肥沼　利夫 東亜建設工業株式会社　土木事業本部技術部長

高橋　紀男 東鉄工業株式会社　建設技術部部長

井上　譲治 （財）首都高速道路協会　総務部次長

小林　　勲 (社)日本道路建設業協会　調査部長

斉藤　晋史 首都高メンテナンス西東京㈱　羽田事務所副所長

狩生　輝巳 首都高技術㈱　企画部長

後藤　　貴 首都高メンテナンス神奈川㈱　生麦事業所工事課長

中島　弘道 (社)首都道路協議会　事務局長
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            写真－１ 気仙沼市災害対策本部にて全体説明    

             
                           写真－２  気仙沼市災害対策本部にて 
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  写真－３  首都道路協議会・東日本大震災道路視察団 
                              平成23年6月29日 東北新幹線一ノ関駅にて 

 
 

－7－



３． 東北地方整備局 東日本大震災災害対策本部・災害対策室視察 
 
                            鈴 木 剋 之   清水建設株式会社 
 
 6月28日、10時50分定刻通り新幹線｢はやぶさ｣が仙台駅に着くと同時にバスにて東

北地方整備局に向かう。局の前では、今回の訪問の段取りなど、お世話になった企画

部の鈴木昭宏技術企画官に出迎えていただいた。 
 会議室に入ると徳山日出男局長も出席され、局長自ら、経過説明をしていただく。大

変恐縮した。会議室での説明の後、災害対策室に移り多数のモニターの前で当日の

状況、貴重なビデオの記録などを見せていただきながら、川嶋直樹企画部長よりの説

明をいただいた。 
 説明いただいた東北地方整備局における東日本大震災への対応状況の概要は次

の通り 
 
●発災当日３月１１日 
14：46  発災と同時に非常体制移行 

15：23  防災ヘリ発進、所定の手順に沿い状況確認に着手 

     リエゾンとして４県庁に6名の担当責任者を派遣 

 揺れにより庁舎の壁や階段にも損傷が生じていた。災害対策室は健在であっ

たが、設置されているモニターの一部は、発信側の電源ダウン、ケーブル断線

や中継地被災などにより砂嵐状態となっていた。さらに早々に発進したヘリも

悪天候のため仙台平野以北への飛行は困難であった。（だが、ヘリから送られ

てくる映像は災害の重大さを示していた） 

 また、内陸側の事務所、出張所からの情報は得られたが、太平洋沿岸の事務

所からの情報は得られない状況であった。 

 そんな中でも、本省とのテレビ回線は確保されており、本省、大臣とのテレ

ビ連絡は可能であった。これによる TV 会議において大畠章宏国土交通大臣か

ら 

「第一に人命救助、続いて輸送路確保。国交省の所管にとらわれず、局長判断

により考えられることは全部やって欲しい」との明確な指示が出されたのであ

る。 

 これを受けて 

23：30ごろ  徳山局長より 災害対策の方針が指示された 
     ・太平洋沿岸に大被害発生を想定 

     ・最悪を想定して準備 

1. 情報収集（防災ヘリ４機体制、太平洋沿岸部の情報） 

2. 救援・輸送ルート（道路啓開、業者・機材確保、港湾利用可能

性） 

3. 県・自治体の応援（前例にとらわれない支援、救援物資調達） 

 当日のうちにこの方針が決定され、行動に移されたのである。 

 情報が十分に得られない中での方針決定について局長は「情報がないからと

言って何もやらないわけには行かない。情報が来ないところはより深刻な被害
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を受けていると想定し、今出来るところから行動しなければならなかった。そ

のため内陸側はなんとかなる。太平洋沿岸（国道45号など）は使えないと判断

し、櫛の歯作戦を発動した」との事であった。 

 しかし、これも災害対策室が健在であったから出来たことであり、現東京都

副知事の猪瀬氏がかつて主張した「地方分権の時勢に、整備局の庁舎耐震はい

らない」との言は、大きなリスクをはらんでいると言えるだろう。ここが健在

でなければ以降の指示、伝達、行動は取れなかったのであるから。 
 
●２日目以降の救援・復旧 

 震災当日の大臣、局長の見事な対応により、以降の行動が迅速に進められる

こととなる。特に道路啓開については地元業者の絶大な協力の基、翌日（12日 

）のうちに啓開対象１６本のうち11ルートを啓開、15日には16ルート、18日に

は作戦完了という結果を得た。 

 この一連の ①啓開、 ②自治体・被災者支援を柱とした初期行動は、それ

以降の救援、復旧工程の大前提だったわけである。 

２日目以降は、リエゾン本部、調達本部が全国の各整備局や研究所などからの

応援（TECFORCE）を得つつ、現地派遣による被災状況の把握から被災地ニーズ

の正確な把握と迅速な対応に全力を傾注することとなる。応急・緊急復旧と自

治体・被災者支援である。 

 リエゾン派遣は3月23日現在、４県、１６市、９町、２村、１自衛隊に９６

名を。 

 災害対策車など（衛星通信車、照明車等）の緊急資機材派遣は４月１５日現

在で１９２台（内130台は全国の整備局の応援）。特に通信手段の途絶えた地域

における Kusat（小型衛星通信装置）の設営は市町村にとっても正確な情報収

集に大いに役立った。 

 さらに必要とされた市町村への支援物資は仮設ハウス、仮設トイレ、燃料・

灯油類、ブルーシートから、埋葬箱などまで77種類198件にのぼっている。 

これらの災害対策支援は、全国組織である整備局の協力なくては実行不能であ 

った。まさに、国土交通省の枠にとらわれぬ、今やらねばならないことが実行

されたのである。 

 

 今回、災害対策室視察の中で、非常時におけるリーダーシップについて考え

させられた。 

1. 一番現場の情報に近く、現場を理解している局長に（国土交通省

の所管にとらわれず）、全ての判断を任せた国交省大臣  

2. 情報不足に躊躇せず速やかな状況判断と方針の決定、行動、継続

を指示した東北地方整備局局長 

3. そしてこの二人を信頼し、その下で必死に努力された職員の方々 

 この３者がリーダーシップを形成する。リーダーとこれを支える一致した意

思が、リーダーシップを発現させる。今回は、立派なリーダー（大畠国交省大

臣、徳山局長）の下でのチームワークが、この成果を見たのだと思う。 
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 最後に局長室に招かれ、11日当日からの局長メモを含む分厚いファイルを見

せてもらった。乙用紙に鉛筆で殴り書きされたメモには、ただならぬ臨場感が

満ち溢れていた。 

 帰り際の「これだけ迅速に動き、成果を挙げているのにマスコミの評価が見

えないのでは？」と言う私の質問に、局長は「マスコミが取材に来たときはす

でに、体制が整い、着々と対策は進んでいた。言わば、初期対応は終わってお

り、当たり前のこととして機能していたため、特別に取り上げられなかったの

だと思う。少し残念だが、しかしこれはむしろ東北地方整備局にとっての勲章

だと思う。」と笑っておられた。 

 

 会議室、災害対策室での説明、質疑は30分の予定を大きく超過してしまった

が、非常に丁寧、親切な対応をしていただいた。徳山局長、川嶋企画部長、鈴

木技術企画官を始め、対応していただいた職員の方々に厚く御礼申し上げる次

第である。 
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４． 仙台―石巻―気仙沼の状況 

高 橋 紀 男  東鉄工業（株） 
 
 東京駅から東北新幹線で仙台駅に到着した視察団一行は、貸切りの花巻交通

バスに乗り込み、午前 11:00 国交省東北地方整備局に向け出発した。 
 駅から整備局までの仙台市内の道路と町並みは、被災から三ヶ月半経過し、

私の目には被災前と変わらなく見える。ガイドさんの話では、東北地方の高速

料金が無料になったことを受け、一般道路も交通量が増えてきたとのことであ

るが、いまだ観光客は少ないままとのことである。 
 整備局では徳山局長から震災直後の対応状況（別途報告参照）を丁寧に説明

していただき、12:00 に石巻に向け出発した。石巻までのコースは、仙台港北Ｉ

Ｃから石巻港ＩＣまで仙台自動車道を走った。車窓からの風景は、水没地の排

水路工事や民家の屋根のブルーシートが所々見られ、被災前は畑だったのであ

ろう一時集積所に瓦礫や自動車が分別され、うず高く積まれていた。遠くに東

北新幹線の車両基地や航空自衛隊の松島基地を見ながら、車中にて昼食の弁当

を食べた。バスは、12:50 に石巻港ＩＣに到着、国道４５号線に入り、三陸縦貫

自動車道の河北ＩＣに向かった。 
 石巻港は旧北上川の河口に位置し、津波の被害を大きく受けたが国道４５号

線は内陸部を走っているため、車窓からは目立った被害は見当たらなかった。

しかし途中、北上川は二、三日前からの大雨により茶色い濁流がうねりながら

流れ、高水敷まで冠水していた。バスは道路崩壊による通行止めで迂回を余儀

なくされたり、堤防沿いの運動公園では、建設中の仮設住宅などを見るにつけ、

これから観るであろう被災地の深刻な状況が予想された。それでも被災を免れ

た田植え後の稲の緑と収穫間近な麦の茶黄色のコントラストに心がほっとする

一方で、なぜか湧き上がる不安感を混濁させながら、14:05 河北ＩＣに到着、バ

スは三陸縦貫自動車道に入った。 
 三陸縦貫自動車道は昼夜に渡る応急復旧がなされたようであり、未だ地震の

影響が所どころ見られ、急に車がバウンドしたり、路面補修跡の真新しいアス

ファルトや波打つ白線が観察された。 
 バスは登米東和ＩＣの一つ手前の出口で三陸自動車道を降り、14:20 国道 346
号線に入る。気仙沼の本吉地区で海岸よりを走る国道４５号線に入るまでの 346
号線は、緑豊かな山間地を走り、津波被害は全く見られず、これから海辺から

の避難地として利用される所となるのではないか。15:00 気仙沼市本吉地区に到

着、これからいよいよ海岸線を走る国道４５号線に入った。 
 国道４５号線はリアス式海岸沿いを北上する。バスは、入り江の近くでは海
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岸沿いの低地を走り、次の入り江までは半島の高台を走るため、津波の被害地

区と無災地区が交互に何回となく繰り返され、車内に沈痛な空気が流れてくる。

津波被災の有り無しが、あまりの激しい極端な風景の違いとなって心に刺さっ

てくる。一軒隣りの高台の家や奥の家が無事で、手前の家は見る影もなく壊さ

れた様子に、割り切れない運不運の虚しさを被災した方々も感じているに違い

ない。そんな中でも道路はいち早く啓開されており、通行に支障はなく、遠く

から応援に駆けつけて来ているのであろう他県ナンバーの車が多いのが目立っ

た。 
 15:30 バスは、本日二ヶ所目の訪問先である気仙沼市役所に到着した。市役所

は高台に位置し、からくも津波から免れていた。市役所では市内の被災状況を

ヒアリングし（別途報告参照）、首都道路協議会からの見舞金をお渡しした後、

被災地を案内していただいた。16:30 市役所を出発、港に向かうためバスが左折

すると、市内の風景は一変した。形が残っているコンクリート作りの建物も内

部はすさまじく破壊されている。焼け焦げた漁船や車、液状化で大きく動いた

漁港のエプロン・・・。また漁港の埋立地付近を中心に地盤は 1m 程度沈下し

たらしく、片付けられた道路は、満潮時にも水没せず復旧活動が継続できるよ

うに、70cm 程度砕石で嵩上げしてあった。バスから降りると、見渡すかぎり瓦

礫が続き、打ち上げられた大小の船舶と車が横たわり、広い空間に動いている

のは片付けのための建設機械とトラックとカラスだけであった。片付けは着実

に進んでいると実感できるものの、その量に比較して人力と機械力が圧倒的に

少ないと感じた。 
 バスは漁港から国道４５号線に向かい市道を走る。広く水没した市内道路は

いち早く片付けられ、営業開始された商店も見られるなど東北の底力が確認さ

れたようで、今後の本格的な復旧復興が期待された。新しい防災町づくりのた

めの基本方針・方策はいかにあるべきか・・・などと考えながら一日目の視察

を終了し、バスは宿泊先の一関に向かった。 
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写真―１ 石巻付近の北上川の大雨による濁流 

 
 
写真―２ 石巻付近の、津波被災を免れ田植えを済ませた水田 
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写真―３ 気仙沼市本吉地区の津波の被害を受けた家と高台の無事な家 

 
 
写真―４ 気仙沼市本吉地区の土台のみ残る家屋跡 
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写真―５ 気仙沼市本吉地区の津波で引きちぎられた松林 

 
 
写真―６ 気仙沼市内の国道 45 号線は通行証を掲げた 

瓦礫運搬のトラックなどで渋滞 
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５． 気仙沼の災害レポート 

       －市役所のヒアリングを中心にー 
 
                原 田 龍 次  戸田建設（株） 
 
 地震により大きく地盤が沈下し海水面と同じ位になった気仙沼港の岸壁に立

つと、リアス式海岸特有の半島の陸地が対岸に見え、湾を囲むようにせり出し

ている。通常の波浪や干満なら入り江ともいえるこれらの地形により平穏で安

全な良港である。しかしながら今回のような予想を上回る津波が来ると巨大な

波が地形の影響を受けその波高は数倍になり大惨事になるのが良く分かる。 
 その津波の威力は凄まじく、海岸沿いの一万件にも上る家屋や構造物をなぎ

倒すだけでなく港に停泊している１００トン以上の漁船を多数内陸に打ち上げ

させたのである。港の中心部から北へ約１キロメートルの内陸に JR 鹿折唐桑駅

があり駅舎も周辺の家屋も無惨に破壊されていたが、その駅の前に３００トン

級の漁船「第十八共徳丸」が瓦礫の中に壮大な姿で鎮座しているのを見て私共

一行は度肝を抜かされると共に今回の津波の破壊力の凄さを目の当たりに見た

のである。 
 私共一行は仙台からバスに乗り東北地方整備局の迅速な道路啓開により通行

可能となった国道４５号線・国道３４６号線を通り東北のシンボル的な大河川

である「北上川」を何回も横断し 3 時間ほどかけて気仙沼市に到着した。 
 まず気仙沼市の災害対策本部が置かれている広大な部屋に案内された。災害

対策本部は、市長が本部長となり市・警察・消防・自衛隊など防災機関が集ま

り、災害状況の把握とその対策等を迅速に決め、それを実行すると共に住民に

情報提供するという災害対策の中心的な存在である。災害直後は毎日開催して

いたが、現在は少し落ち着いたため週 2 回になっている。メンバーの機関には

東京都医療救護班も入っており東京都も支援活動に頑張っているのが分かった。 
 その当日は災害関連の市議会が開催されており、土木課の課長補佐の熊谷隆

治さんから約 1 時間にわたり災害の状況、復旧状況等の説明を詳しく受けた。 
気仙沼市は宮城県に属し人口７１，５３２人、世帯２５，８７２のこの地方で

は中堅の都市であり「鰹」の水揚げは日本一を誇る漁業の盛んなところである。 
今回の津波で住宅被災棟数は１０，６７２棟、被災世帯数は９，５００世帯、

死者数が９８１人、行方不明者が４５０人と被害の大きさに驚かされた。 
 住民への情報提供は、「各避難所・市民の皆様へお知らせ」という１０枚程の

コンパクトな冊子にまとめ①被害状況②電気・ガス・水道・下水道といったラ

イフライン情報③公共交通や道路の復旧情報④健康・保険・医療機関の情報⑤
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教育・保育・福祉関係情報に加え⑥被災者への支援情報や⑦応急仮設住宅など

被災者が最も知りたい情報をタイムリーに伝えている。この冊子も災害直後は

毎日出されていたが、今は週４回程発行しており市と住民との意思疎通を充分

果たしている。さらにこの「お知らせ」を「さいがいエフエム」というラジオ

でリアルタイムに放送し、住民への情報提供をきめ細かく行っている。 
 今回の災害対応で大変なのはライフライン等の復旧に加えて遺体や行方不明

者の捜索と津波で破壊された家屋等の瓦礫の処理や撤去である。私有地の瓦礫

は６８万トンという膨大な量であり、その３０パーセントが未だ仮置きの状態

でこれが大きな課題の一つであるとのことである。 
 被害に会った人達の避難所の状況であるが、現在小学校や中学校の体育館や

各種のセンター５２施設を避難所として利用し２，３９５人が宿泊している。 
また、応急仮設住宅の建設も急ピッチで進んでいる。この仮設住宅は公共施設

や学校の校庭等を活用し２，２４３戸建設される予定で、１，４３１戸完成し

ており、すでに入居が始まっている。 
 最近になって明るいニュースもあり、６月２３日には被災後初めて鰹の水揚

げがあったとのことである。気仙沼は「カツオ」、「サンマ」など日本でも有数

な漁業のメッカである。秋刀魚については落語に「目黒の秋刀魚」という有名

な演目があるが、東京の目黒区では毎年秋に「秋刀魚祭り」が盛大に開催され

ている。その秋刀魚を以前から気仙沼から取り寄せており、しかも気仙沼の好

意で無料とのことである。そういった関係から気仙沼市と目黒区は姉妹都市に

なり、相互の「防災協定」が締結されている。 
災害直後から目黒区は気仙沼市への災害支援を打ち出し、人的に１４名職員の

派遣や必要な義援物資を送るなど素早い対応をとり、現在も建築職を含む６名

を派遣している。この目黒区の対応に気仙沼市は大変感謝しているという説明

があった。 
 目黒区には私も関係が深く東京都在職中に２年程在籍し土木行政を担当して

いた。その当時の仲間を通じて青木英二目黒区長に「当視察団」の話が上がっ

たところ、区長自ら菅原茂気仙沼市長に連絡するなど大変な協力をいただいた。 
自治体相互の交流は災害時に本当に力を発揮し有意義なものであると痛感した。

これから漁業も少しずつ回復し、一時は絶望視されていた「秋刀魚祭り」を今

年も開催し、東北全体の復興に役立ち気仙沼と目黒の絆もさらに強固になるこ

とを祈りたい。 
 災害対策本部での説明のあと、災害義援金等を所管している気仙沼市社会福

祉事務所を訪れ、今回の視察の団長である古川公毅さんから義援金を手渡した。

社会福祉事務所所長補佐の金野政義さんからは災害復興に役立てたい旨の感謝

の言葉をいただいた。 
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 その後、土木課の熊谷さん、金野和幸さん達の案内で通常は見られないよう

な細かく、かつ災害を知る上でポイントとなる多数の箇所を視察した。まず気

仙沼港の岸壁で死者等の霊を弔うため参加者全員で黙祷を捧げた。今回の災害

は津波被害に目を奪われがちであるが、地震そのものの規模もマグニチュード

9.0 と大きく、地盤が沈下しライフラインの水道や下水道などの復旧が困難にな

り、下水が逆流するような事態まで生じている。また、地震によりタンクが壊

れ気仙沼湾に漏れた重油に火が引火し湾全体を火の海が覆った。その火が海を

渡って飛び火し火災が発生し、その被害も相当なものであった。岸壁に着いて

いる大きな船が黒こげになっている有様を見て当時の様子が推察された。 
 今回のような想定を上回る地震が来ると、地震による建物・構造物の倒壊、

地盤の沈下・液状化、火災による家屋や山林の延焼、それに津波による家屋等

の壊滅的な被害を引き起こすなど複合的かつ巨大な災害となる。今後、国や自

治体の災害対策の考え方を根底から見直し、新たな検討を始めなければならな

いと感じた。 
 熊谷さんの話によると、現在は瓦礫処理やライフラインの復旧、応急仮設住

宅の建設などに忙殺されているが、気仙沼市の中に「災害復興計画」をたてる

検討も始まっており本格的な復興計画に着手していくとのことである。このレ

ポートの冒頭に述べた瓦礫の中に鎮座している「第十八共徳丸」も解体・撤去

ではなく、この災害の教訓を忘れないためにも現状保存し周りを災害記念公園

として整備していくことも視野に入れているとのことである。確かに災害の恐

ろしさを住民のみんなが忘れずに今後の災害対策・防災計画に役立てていく為

にも、この巨大な漁船をモニュメントとして残すことは有意義である。 
 最後に、災害復旧・災害復興が着実に進み従前のように漁業を始めとする産

業も回復し、豊かで活気に満ちた「気仙沼」になることを祈念したい。 
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写真―１  気仙沼の JR 鹿折唐桑駅と周辺の状況 

 
 
写真―２  JR 鹿折唐桑駅付近に打ち上げられた第十八共徳丸 
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写真―３ 災害の状況を説明する気仙沼市土木課の熊谷さん 

 
 
写真―４ 気仙沼市に義援金を手渡す古川団長 
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写真―５ 津波で倒壊した気仙沼市の家屋 

 
 
写真―６ 気仙沼湾を覆った火災で焼けた漁船と、段差がついた岸壁 
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６． 釜石－大船渡－陸前高田の状況 

                 小 坂 寛 己  西武建設（株） 
  この地域も１０ｍ前後の津波により、大きな被害を受けた所である。 
 国土交通省の「くしの歯」作戦により、地震後２、３日で東北道、 
国道４号からのアクセスは確保され、国道４５号も１週間程で概ね 
通行可能となり緊急輸送道路として使用されている。現在は応急復 
旧も進み一般車両も含めて通行可能となっている。 

            （国土交通省東北地方整備局ホームページより） 
東北道から国道２８３号線を経由して釜石市内に入って行くと津波で 
被災した箇所が目に入り、新日鉄釜石製鉄所の脇を通ると敷地内には 
瓦礫が集められ、次の処理を待っていた。現地の報道によれば九州へ 
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運ばれる予定という。 
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  瓦礫の処理は概ね３割程度が完了しているように思われ、壊滅的な 
  打撃を受けた三陸鉄道南リアス線付近にはまだ多くの瓦礫が残され 
  ていた。 
  ４５号線から高台に移動し釜石湾を望むと、やはり壊滅的な被害を 
  受けた湾口防波堤の一部が遠くに見えた。全長が約 1.6 ㎞、水深 63 
  ｍあった南北防波堤も今回の津波には耐えられなかった。防波堤を 
  構成するケーソンの重量が 16,000ｔあったことを考えると、津波の 
  破壊力は凄まじいものである。しかしながら、津波の低減には一定 
  の効果があったのは言うまでもない。 
 

 
 
  一方、高台では仮設住宅の建設が急ピッチで進められて、まもなく 
  入居を迎えそうな様子であった。ただ、用地が思うように見つけら 
  れないのか、一箇所当たりの規模は小さく、山間の僅かな空き地に 
  建設を強いられていた。入居されても、その後の生活には不便を感 
  じるのではないかと思われる。 
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   国道 45 号に戻り南下して大船渡に向かうと、リアス式海岸が続く 
為、山の中を迂回して走ることになるが、多くのトンネルも損傷が 
少なく概ね快適な走行であった。 

    

              （国土交通省東北地方整備局ホームページより） 
 

大船渡市街に入ると、河川に沿って遡上した津波の被害の様子が残 
   っていた。釜石に比べると津波による被害は少なかったようである 
   が、瓦礫の処理は進んでいるとは言え、十分ではない状況であった。 
   道路の応急復旧はほとんど完了しており、一般車両も含めて走行に 
   は問題なく、交通量も多い。 
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           （国土交通省東北地方整備局ホームページより） 
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大船渡から国道４５号を南下して陸前高田市街に入ると、海岸線に 
   向かって大きく視界が開かれ、以前の姿とは全く違う光景に向き合 
   うことになる。 

陸前高田市街は非常に大きな被害を受けた所である。市内の大半が 
   水没し、８割が壊滅したと言われている。落橋あるいは通行止めと 
   なった箇所もあったが復旧は順調に進んでいる。 
 
   国道４５号とドラゴンレール大船渡線が交差する沼田跨線橋も広田 
   湾に近いことから大きく破損し上部工が流出したが、ＪＲとの協議 

により仮設道路としての線路上の仮設盛土工が可能となり、作業開 
始から６日目で応急復旧工事が終わり、３月２５日には開放されて 
いる。 

   しかし、ドラゴンレール大船渡線の復旧のメドは立っていない。 
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また、橋台背面流出により通行止めとなった川原川橋は３月１５日 
には片側交互通行となり、４月６日には全面開放されている。 

 

   中心部は陸前高田市役所も含めて壊滅的な被害を受けたが、一部 
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店舗も営業を始めるなど、復興に向けた動きも進んでいる。 
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   陸前高田市の名勝地といえば、白い砂浜に幅が概ね１００ｍの松林 
   が続く高田松原であるが、道の駅「高田松原」も津波により無残な 
   姿に破壊されていた。その建物と海岸線との間には樹齢２，３百年 
   の松原が存在していたが、今はほぼ全て流出し、地形の変貌ぶりを 
   現している。唯一の残った松は「奇跡の一本松」と呼ばれ、話題に 
   なっている。 
 
   気仙大橋は気仙川河口に位置し、陸前高田市街と気仙沼市方面とを 
   結び交通の要となっている橋であった。津波で落橋し、現在は橋脚 
   だけが残り、交通は大きく内陸部を迂回しなければならない状況で 

ある。 
   国土交通省東北地方整備局は、その脇に仮橋の完成を急いでおり、 
   当初の予定より２ヶ月以上前倒しして７月中旬には完成の予定であ 
   る。 
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   歩道部の舗装も終わり、車道部の舗装と安全策などの設置を待つ状 
   況となっている。 
   完成すれば、国道４５号は全線復旧することになり、一段と復興が 
   進むと期待されている。 
 
 
 
 
 

 

－33－



 

 

７． 東日本大震災構造物被害調査報告書 

 

青 木  聡   （財）首都高速道路技術センター 

狩 生 輝 巳  首都高技術（株）  

杉 浦 征 二 （財）首都高速道路技術センター 

 

１．まえがき 

 2011 年 3月 11 日、14時 46分に発生した「東北地方太平洋沖地震(マグニチュード 9.0)」

により引き起こされた「東日本大震災」の被災地の一部を調査する機会を得たので、ここ

に報告します。二日間の限られた範囲を駆け足での調査であったため、上辺だけの個人的

な感想を主にした報告になることをご容赦願います。 

 

２．東北地方太平洋沖地震の概要 

（土木学会東日本大震災被害調査団 緊急地震被害調査報告書 

第 4章地震及び地震動の特性 1) 抜粋） 

 この地震はマグニチュード Mw9.0 で、北米プレートと太平洋プレートとの境界で発生し

た、西北西－東南東方向に圧縮軸を持つ逆断層型地震であった。宮城県栗原市築館で震度

７が、宮城県、福島県、茨城県、栃木県の広い範囲で震度６強が観測されている。本地震

に伴って東日本の広い範囲で地殻変動が観測され、国土地理院の電子基準点牡鹿では、東

南東方向へ 540cm 移動し、107cm 沈下したことが報告されている。気象庁の遠地波形の分析

によると、本地震は３つの破壊が連続して発生したと考えられるようである。 

 本地震では、最大水平加速度値 980cm/s2(1G)を超える地震記録が 18記録観察されている。

そのうち最大水平加速度は、K-NET築館で 2765 cm/s2が観測された。 

 

表 1 最大水平加速度上位 8位記録の観測点 
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図 1 最大水平加速度上位 8位記録の観測点および KIK-net芳賀(TCGH16)の位置 

 

 これらの地震動の加速度応答スペクトルと道路橋示方書で規定されているレベル 2 地震

動（タイプ 1,タイプ 2）との比較を、図 2,3に示す。 
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 本地震の最大水平加速度上位の記録は 0.1－0.5 秒の短周期側にピークを持っており、

1995年兵庫県南部地震の JR鷹取(JR Takatori)のピークに相当する 1－2秒の周期帯での応

答値は、JR Takatoriの 1/4 程度である。この様な応答スペクトル特性は、構造物への影響

が大きい周期帯(1－2 秒)のレベルが小さいため、構造物に対する影響が小さいと予想され

る。K-NET 築館周辺では、ブロック塀の転倒、外壁の剥離、窓ガラスの割れ、柱の被りコン

クリートの亀裂、道路の陥没などが見られた。 

なお、K-NET 古川(MYG006)、K-NET 石巻(MYG010)、K-NET 仙台(MYG013)の加速度応答スペ

クトルと道路橋示方書で規定されているレベル２地震動との比較を、図－4,5に示す。タイ

プ 1地震動と周期 2秒まで同等の応答であること、タイプ２の地震動と比較しても MYG0013

は 1 秒付近まで、MYG006も設計地震動に迫るレベルの記録であることが認められる。K-NET

古川周辺では、倒壊家屋、大きな損傷を受けた家屋、液状化によるマンホールの浮き上が

り、噴砂などが見られる。 

 

 

図 2 最大水平加速度上位 4 位記録と道路橋

示方書レベル 2 地震動タイプ 1 
（海溝型地震 発生頻度が低いプレート境界

に生じる海洋性の大規模な地震）との比較 

図 3 最大水平加速度上位 4 位記録と道路橋

示方書レベル 2 地震動タイプ 2 
（内陸直下型地震 発生頻度が極めて低い

M7 級の内陸直下型地震）との比較 
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図 4 K-NET 古川(MYG006),K-NET 石巻

(MYG010),K-NET 仙台(MYG013)と道路橋

示方書レベル 2 地震動タイプ 1 との比較 

図 5 K-NET 古川(MYG006),K-NET 石巻

(MYG010),K-NET 仙台(MYG013)と道路橋

示方書レベル 2 地震動タイプ 2 との比較 
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３． 調査概要 
 ①調査日   平成 23年 6月 28日（火曜日）～29日（水曜日）【2日間の調査】 

 ②調査箇所  宮城県、岩手県沿岸部 

 ③調査ﾒﾝﾊﾞｰ  表-2による 

 ④調査行程  表-3による 

 ⑤調査目的   平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災による宮城県、岩手県沿

岸部の構造物等被害状況を調査し、現地の被害状況と国や自治体の初期対

応について情報収集して、今後の震災対策の基礎資料として情報整理する

ことを目的とする。 

        

表-2 調査団員名簿（順不同） 
五十音順・敬称略

団員名

古川　公毅（団長） ㈱ＩＨＩ
顧問
（首都道路協議会副会長）

青木　　聡
(財)首都高速道路技術センター
　コンクリート構造物技術開発課

阿保　　進 ㈱横河ブリッジ 理事

井上　譲治 （財）首都高速道路協会 調査役

狩生　輝巳 首都高技術㈱　企画部 企画部長

久保田信雄 三井住友建設㈱ 執行役員

肥沼　利夫 東亜建設工業㈱土木事業本 技術部長

小坂　寛巳 西武建設㈱　東京土木支店 理事

後藤　　貴
首都高メンテナンス神奈川㈱
　生麦事業所

工事課長

小林　　勲 (社)日本道路建設業協会　調査部 調査部長

斉藤　晋史
首都高メンテナンス西東京㈱
　羽田事務所

副所長

杉浦　征二 (財)首都高速道路技術センター 顧問

鈴木　剋之 清水建設㈱ 常任顧問

高橋　紀男 東鉄工業㈱建設技術部 建設技術部長

成戸　寿彦 森ビル㈱ 特別顧問

原田　龍次 戸田建設㈱　東京支店 理事

藤井　敏雄 首都高メンテナンス東東京㈱ 代表取締役社長

山崎　俊一 森ビル㈱都市開発事業本部 本部長

山下　保博 三井不動産㈱開発企画部 特任参与

吉田　信二 戸田建設㈱　東京支店 参与・部長

中島　弘道 (社)首都道路協議会 事務局

所　属

 
 

表-3 調査行程 

 場 所 行 程 

6 月 28日 

（1日目） 

 

東京→仙台：新幹線 

他バス移動 

東京駅 8:15出発 

(1)東北地方整備局 震災状況の概要説明 

(2)多賀城市・石巻市 バスから被害状況調査 

(3)気仙沼市吉本地区 現地被害調査 

(4)気仙沼市災害対策本部・市内現場 被害状況説明と現地被害調査 

一関 20:00 着 宿泊 

6 月 29日 

（2日目） 

 

一関→東京：新幹線 

他バス移動 

一関→遠野経由 8:00出発 

(5)釜石市 現地被害調査 

(6)大船渡市 〃 

(7)陸前高田市 〃 

一関→帰所・解散 20:00 解散 
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調査行程

　　　　　　　　　　　　気仙沼市内・災害対策本部室

：1日目行程

2日目：6月29日(水曜日）釜石市・大船渡市・陸前高田市

：2日目行程

1日目：6月28日(火曜日）国交省東北地方整備局 災害対策本部室、 多賀城市・石巻市

気仙沼市海岸線・漁港付近
市内調査

気仙沼市吉本地区

釜石市内調査

釜石市唐丹町

大船渡市吉浜町

大船渡市内調査

陸前高田市内調査

釜石市

大船渡市

陸前高田市

気仙沼市

石巻市

南三陸町

気仙沼市役所
災害対策本部室

宿
泊
所

橋梁調査
　・沼田跨線橋
　・川原川橋
　・気仙大橋

東北自動車道

仙台市出発

（応急復旧作業中で町内全域混雑、
　道路幅員狭小であるため迂回した）

三陸自動車道
登米東和IC　出

三陸自動車道
仙台港北IC　入

多賀城市・石巻市

国交省 東北地方整備局
災害対策本部室

国道45号

JR一ノ関駅着

行程図作成：青木　聡

国道45号
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４． 調査報告 
 (1)国交省東北地方整備局での震災時初期対応について 

東北地方整備局において、局管内（東北地方）全体の被害状況と地震発生時の初期対

応について、徳山局長、川嶋企画部長から説明を受けた。また東北地整の災害対策本

部室にて、地震発生日の対応及び各地点で記録された CCTV映像の説明を受けた。 

 

被害状況の情報収集が第一と考え、 

・15:23 に防災ヘリコプター「みちのく」を発進させた。 

・リエゾン(連絡責任者)として、青森、岩手、宮城、福島県庁に“判断できるレベ

ルの連絡責任者”を 2名～4名派遣した。 

 

1)3月 11日夜の方針 

 ・太平洋沿岸に大被害発生を想定。 

 ・最悪を想定して準備 

  ①情報収集 

   阪神大震災の経験から、被害が大きい地域からは情報が報告されないことから、

迅速な情報収集に努めた。三陸沿岸地域には降雪のため防災ヘリと飛ばすことがで

きなかった。取り急ぎ、市内の被害状況、その後名取市付近の沿岸を調査。 

  ②救援・輸送ルートの確保  

   震災協定締結企業社のほか、地元建設企業社の多くの協力の下、道路啓開(障害物

を除いて通行可能にすること)、機材確保を第一に進めた。 

  ③県・自治体の応援 

   前例に捉われない、支援・救援物資調達の迅速な対応 

 

2)道路への対応 

 ○太平洋沿岸の国道で甚大な被害 

   大畠大臣の「第一に人命救出、続いて輸送路の確保。予算は考えないで、局長の判

断により大臣になったつもりで、考えられることは全てやって欲しい」という明確

な方針の下、県や自衛隊と連携して、国道 4 号と三陸沿岸を結ぶ支援ルートを確保

（「くしの歯作戦」の実施）。 

 

3)応急復旧・緊急復旧 

 ○道路 

震災一ヶ月後の 4/10 で応急復旧が終了し、国道 45 号、6 号(原発規制区間以外)

全線の通行を確保。 

 ○TEC-FORCE 

  迅速な課題解決のため、被害調査、災害対策用機械による作業支援、Ku-SAT 等の衛

星通信路の確保などに、各地整、国総研、土研、港湾研、建研から延べ 14,109 人日

(5/17時点)派遣。また、携帯電話連絡系がパンク状態であったことから、各地整が所

有する衛星通信車両、小型衛星画像伝送装置、衛星電話等を集めて、被災状況の収集

にあたった。特に市町村長が関係機関と連絡が取れない状況であったことから、衛星

電話を貸与した。 

 

4)救援物資調達 

 リエゾン（連絡責任者）から得られたニーズをもとに、市町村の救援物資の調達に

着手した。 

仮設ハウス、仮設トイレ、テント、燃料、バックホウ等の機械、日用品(おむつ、

布団等)、食料品(粉ミルク、缶詰等)などを送付した。 
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写真-1 東北地方整備局長らから初期対応の説明を受けた 

 

5)東北地方整備局 災害対策本部内の視察と初期対応（情報収集）について 

 震災時のヘリ撮影ビデオを視聴しながら徳山局長、川嶋企画部長から説明を受けた。 

 

 
写真-2 東北地整 災害対策本部 

 

   
写真-3 東北地整災害対策本部 CCTVカメラ映像 

 

 

 当初想定した被害は、市内の建物倒壊等であり、局のヘリコプター「みちのく」を仙台

空港から発進させて、市内状況の確認を指示した。指示した時点においては仙台空港には

津波がきていなかったが、その直後津波により水没した。 
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 市内は停電による信号不点滅から大渋滞であったが、ビル等建物の倒壊は見られず、被

害は沿岸部に集中していると判断。ヘリを名取市沿岸へ向かわせた。ヘリからの送られて

くる映像は雪が多く、きれいな映像が見られなかった。ＮＨＫや民報から放映される現地

状況から津波の被害を確認したが、降雪の影響により三陸沿岸地域にはヘリを飛ばすこと

ができなかった。 

 仙台空港の津波被害により、ヘリの帰所ができなくなったことから福島への着陸へと変

更し、その途中で水素爆発前の福島第一原発とこの周辺の津波被害状況を撮影している。 

 直轄国道には 1,800 個の CCTV カメラを設置している。津波の被害を受ける状況も記録

されており、その未公開映像を視聴した。地震直後は、光ケーブルのトラブルで一部の映

像しか見ることが出来なかった。 

 本庁（東京都霞ヶ関）との会議は、この対策室に設けられている会議用テレビカメラを

使用して行われた。 

  東北地整では一丸となって災害対応に取り組むため、執行中だった工事・業務につい

ては、原則として一時中止した。その後、資材・燃料等の改善、地域経済への影響を踏ま

えて、地域実情等を勘案のうえ、4月 11 日再開した。 

 

   
写真-4 モニターによる被害状況確認 

  東北地整の身近事業としての、岩手県岩泉町の地元要望を受けた小学校から国道 45号

に直接上がれる 130 段の避難階段が、平成 21 年 3 月に完成したが、今回の地震で児童は

その階段を駆け上がり、無事津波から逃げることができた。避難時間としては 5分～7分

短縮できたという。 

 
写真-5 被害状況等の質疑応答
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(2)多賀城市 

仙台市に隣接する多賀城市は、仙台港より東へ 10km ほど離れた所にあり、仙台から松

島自然公園を経由して三陸沿岸地方を結んでいる国道 45 号が市街地を走っている。また

三陸自動車道も高架構造で通っており、海岸近くには仙台港北 IC がある。 

この多賀城市内には砂押川が仙台港に流れ出ているが、この河川沿いの住宅街が津波の

被害を受けて、住宅 1階が床上浸水する、自動車が流されるなどの被害が発生した。 

  
写真-6  多賀城市内の被害状況１ 

 

   
写真-7  多賀城市郊外の被害状況２(瓦礫の集積) 

 

 

多賀城市南部にある仙台東部有料道路沿いには、仙台空港や大型ショッピングモールが

あり、この地域は名取川河口付近に位置するため地域一体が津波被害を受けている。 

仙台東部有料道路は盛土構造なっており、この盛土が堰の役割をはたしたため、この道

路より山側は津波の被害を受けていない。 
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(3)石巻市 

石巻市矢本地区は航空自衛隊松島基地がある沿岸部で、この一体も津波の被害を受けて

いる。ここはバスで通過したため近傍で被害状況を確認することはできなかったが、松島

基地一体が津波で被災しており、復旧に時間を要したとのこと。 

被害状況としてはほとんどが津波によるものであり、沿岸部で浸水している箇所が多く

あった地域である。 

 
写真-8  石巻市矢本地区の状況写真 

 

 

市町村単位での死者数は全被災地中で最も多く、死者2,986 名、行方不明2,770 名、避

難者7,952名、避難所数104 に上る。石巻工業港背後から大街道までの住工混合地区、日

和山海側の南浜町、石巻漁港背後、渡波地区の海沿いは壊滅あるいはそれに近い被害を受

けている。 

 

旧石巻地区は比較的災害が少ない地域であり、チリ地震津波（1960）でも死者･行方不

明者2 名と、大きな津波被害を受けなかった。最近の主な災害は豪雨による浸水が多いが、

北上川と旧北上川の分流施設の改良後は、洪水リスクが低減された。 
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 (4)気仙沼市吉本地区 

 国道 45号を通り、気仙沼市街に入る途中にある吉本地区は、気仙沼市との合併により

吉本地区となったが、2009 年までは吉本町であった。海岸線の見えない内陸部にある人

口約一万人の小さな町である。海岸から約 1km 離れた地域で山間の谷間にある地区である

が、一体が津波に襲われ、全壊している住宅が多く見られた。小さな川が海へ流れている

ので、津波はこの川伝いに流入してきたものと思われる。 

石巻からバスでこの町に入ったが、川沿いの平地にある家屋は被害にあっているが、少

し高い山中にある家屋は津波の被害にあっていない。 

 

   
写真-9  気仙沼市吉本地区１の被害状況 

 

   
写真-10  気仙沼市吉本地区２の被害状況 

 

   
写真-11  気仙沼市吉本地区３の被害状況 
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(5)気仙沼市災害対策本部 

  気仙沼市の現地対策本部を訪問し、熊谷土木補佐、今野技術補佐から市内の被害状

況について説明を受けた。市対策本部では市長が本部長となり、対策会議を 6 月 28 日

時点では週 3回（月・水・金）開催し、警察、自衛隊、ライフライン、医療チームなど

からの活動報告と今後の活動などについて検討していた。また被害状況、ライフライン

情報、被災者支援情報などを掲載した広報紙を発行し、毎日情報を更新している。 

市内はガレキの撤去中であるが、ちょうど当日（6 月 28 日）気仙沼漁港にカツオが

震災後初水揚げされたとの説明を受けた。復興に向けて一歩ずつ前進していると感じた。 

 

  
写真-12 気仙沼市現地災害対策本部 

 

 6 月 27日時点で被害状況等は写真のとおり。 

 
写真-13 気仙沼市現地災害対策本部 

 

  
写真 14 米海兵隊からの応援メッセージの掲示 
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写真 15 応援メッセージの掲示 

 

  
写真-16 行方不明者家族からの捜索願の掲示 

 

 市役所内のエントランスには、全国からきた応援メッセージが掲示されている一方で、

行方不明者の捜索願が、家族からのメモとしてたくさん掲示されていた。 
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(6)気仙沼市内の被害状況 

気仙沼市街の沿岸部は、全体的に被害を受けている。河口付近などの低い地域に被害が

集中しており、特に大川と鹿折川の河口付近の地域に被害が集中している。 

気仙沼市街は海に向って傾斜しており、国道 45 号を境に山側は津波の被害をほとんど受

けておらず、土地の高低が被害の程度に影響を及ぼしている。 

 
図-6 気仙沼市津波被害地域図（青着色部） 

「 『月刊 地図中心』2011年 5月 通巻 464 号 の被害地域図に赤色加筆 」 

 

 

大川河口付近 

鹿折川河口付近 
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大川は気仙沼漁港付近に流れ出る 1 級河川で、この河口一帯を現地調査した。津波の高

さは 10m を超えており、全ての建物が 2 階まで襲われている。住宅や商店街の木造建物は

全壊状態でほとんどが流され、鉄骨の建物は骨組だけが残った状況であった。 

   
写真-17 気仙沼市内の様子 

 

沿岸に近い建物は津波の波力による力で被災しているが、内陸に行くにしたがい被災が

激しい状況であった。この現象は内陸部の方が津波によって流れ出た建築物のガレキが建

物を破壊していったものと思われる。 

   
写真-18 漁港前の被災状況        写真-19 内陸部の被災状況 

 

写真-20 は 3 階建ての建物であるが、3 階部分だけが残った状況で、1,2 階は流出されて

いる。ダルマ落し状態である。 

 
写真-20 1,2階が流出した建物 
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漁港のある海岸域は、地盤が海面と同レベルまで沈下しており、満潮時の海面上昇に備

えて、車道は砕石により盛土されている。漁港に船が入るとその波で海水が陸に上がる状

況であった。 

漁港の埠頭では、焼け焦げた船が係留されていた。海側埠頭と山側護岸の間にコンクリ

ート版をかけて使用していたと思われるが、山側護岸が沈下して鋼管杭基礎の海側埠頭が

数十センチ高くなっている。 

 

    
写真-21 気仙沼漁港 埠頭の状況 

 

鹿折川河口付近の地域は、火災による被害も多くでた地域である。河口域は、大型漁船

を整備・改良する造船所が多くあり、発災時も多くの漁船が港に並んでいた。 

 その中の大型船が港から約１ｋｍ上流まで流されていた。その地域一体は、津波と火災

で壊滅的な状況にあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真-22 大型船の乗り上げ状況 

 

ＴＶ等でも報道されていたが 400～500ｔもある船が陸に打ち上げられていた。船主は、

解体したいとの意向があるが、具体的にどうするかは決まっていないとのこと。 

 写真に見えるように、余震等による倒壊を防ぐためにＨ鋼による支え材を施し、船底に

はサドルにより支え、スクリュー部にも支え材を施すなどの対策がなされていた。 

一方この箇所から 300mくらい離れた場所は少し高い丘になっているため、津波や火災の

影響は受けていない。土地の高低の違いにより被害状況が異なっている。 
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写真-23-1 説明して頂いた熊谷（右）、金野（左）の両氏（折れ曲がった電柱付近） 

 

  
写真-23-2 復旧されるつつある電柱 

 

調査した一帯は、まだ建築制限（平成 23 年 9月まで）がかけられており、仮設住宅等の

工事も許可されていない。復旧に向けての用途地域は策定中とのことである。 

 高台にある津波の被害を受けていない住宅には住民が居住して、一部の電柱では復旧さ

れつつあったが、本復旧かどうかは定かではない。 
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 (7)釜石市 

 釜石市は製鉄所として栄えた町で、最盛期の人口は約 9 万人であったが、製鉄所が閉

所したことにより、現在では約 4万人の市である。 

 市内は港から 500m 内は津波で壊滅的な被害を受けている。被害状況を図-7 に示す。 

 

 
図-7 釜石市の被害状況図 

「 『月刊 地図中心』2011年 5月 通巻 464 号 の被害地域図に赤色加筆 」 

 

釜石市は津波被害のリスクを考慮して、沖合に大規模な湾口防波堤を構築していたが、

今回の津波により大部分が崩壊した。 

釜石港湾口防波堤は、平成 22 年 7 月 27 日に「世界最大水深の防波堤（Deepest 

breakwater）」としてギネス世界記録に認定されている。 

（参考； http://www.pa.thr.mlit.go.jp/kamaishi/port/km04.html） 

 

以下 東北地方整備局釜石港湾事務所 HP参照  釜石港湾口防波堤 

 

 
図-8 釜石港湾 防波堤概要図(HPからの抜粋) 

高台から全域

調査 

釜石湾口防波堤 
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写真-24 防波堤倒壊状況（高台から防波堤を望む） 

 

 

市内の状況は、気仙沼と同様 2階部分まで津波に襲われており、市内のいたるところ

ではガレキの撤去作業中であった。 

  
写真-25 釜石市内の様子 

 

   
写真-26 釜石市内の様子 
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(8)大船渡市の震災状況 

1)大船渡市の概況 

大船渡市は、人口：約4万人、面積：323.30km²で、かつての陸前国気仙郡域の一部であ

り、陸前高田市と共に陸前海岸北部の中核都市である。大船渡湾を囲むように、末崎地区

や赤崎地区、大船渡地区（その奥には盛地区）が展開し、大船渡湾以外にも、吉浜地区、

越喜来地区、綾里地区などの沿岸部に集落が形成されている。 

市内各地には石灰石鉱山があり、大船渡湾奥には太平洋セメント大船渡工場が立地して

いる。大船渡港は、岩手県内で最大規模の港であり、県内初の外国航路が開かれ、2004 年

にポートオブザイヤーに選定されるなど、県内最重要港湾である。 

 
図-9 大船渡市の被害状況図 

「 『月刊 地図中心』2011年 5月 通巻 464 号 の被害地域図 」 
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2)被害状況 

人的被害（平成23 年5 月20 日現在） 死亡者314 人、行方不明者148 人 

建物被害 全壊又は半壊 3,629 戸、一部損壊床上浸水件数は調査中、床下浸水多数 

大船渡湾には、チリ地震津波の被害を受け、1963 年から４カ年をかけて湾口防波堤

が築造されていたが、大船渡湾沿岸の末崎地区や赤崎地区、大船渡地区の建造物は多大

な被害を受けた。同様に、湾口防波堤の外にある越喜来地区、綾里地区なども大きな被

害を受けている。 

一方、同じく湾口防波堤の外にある吉浜地区の集落では、防潮堤は被災しているが、

明治三陸津波、昭和三陸津波、チリ地震津波と甚大な津波被害の度に集落を少しずつ高

台へと移転させていった結果、低地の農地は被害を受けているものの、人的被害は行方

不明者１名であった。 

  今回の調査では、時間的制約から、大船渡湾の山沿いを走る国道 45号線を通ったた

め、大船渡市街の被災状況を直接調査することは出来なかったが、国道から見た小さな

漁港（唐
とう

丹
に

町）の防波堤が倒れて、集落が津波の被害を受けていた。 

 
図-27 唐丹町の被害状況図 

 

 
図-28 唐丹町 防波堤倒壊状況 
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図-29 高台に建設された仮設住宅（大船渡市吉浜地区） 

 

 

 

 
図-30 高台に建設された仮設住宅（大船渡市吉浜地区） 
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(9)陸前高田市 

 
図-10 陸前高田市の被害状況図 

「 『月刊 地図中心』2011年 5月 通巻 464号 の被害地域図に赤色加筆 」 

 

気仙大橋 

川原川橋 沼田跨線橋 
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陸前高田市は、人口24, 246 人（平成23 年2 月28 日現在）、面積：232.92 km²、太平

洋に面した三陸海岸南部に位置し、リアス式海岸が続き、西の唐桑半島と東の広田半島に

挟まれた広田湾の北奥にまとまった平野が広がっている。大船渡や気仙沼へ通う住民がい

る半面、幾つもの湾において牡蠣養殖から沖合漁業まで特色のある浜の漁業が展開され、

歴史ある浜街道、高田街道を中心に造り酒屋や醤油店など特色ある商業集積も見られる市

街であった。 

 陸前高田市へは大船渡側（北側）から入ったが、平野一帯に残置されているものはほと

んどなく、ガレキの山と撤去作業中の砂ほこりだけであった。 

 最近良く報道されている高田松原の 1 本松は、むしろを巻いて保護されていたが、松葉

は茶褐色になっており、生存が厳しい状況にあった。 

 

   
写真 31 陸前高田市 海岸線（高田松原付近）の被害状況 

 

 

   
写真-32 陸前高田市内の様子 

 

 

見渡した全域が津波の被害を受けており、荒廃した平野となっている。コンクリート造

の建物が数箇所確認できたが、窓ガラスが 4 階まで割れている状況から内陸部まで高い津

波が襲ったものと思われる。 
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写真-33 は、海岸沿いの国道 45 号にあるガソリンスタンドの案内看板である。写真のとお

り、案内看板の一部が破損している状況からこの高さまで津波が襲ったものと思われる。 

 

 
写真-33 ガソリンスタンドの看板損傷 

 

 

 

写真-34 は、川原川の護岸状況を撮影したものである。国道 45 号の川原川橋から上流側

を撮影しているが、護岸は削られ・崩壊しており、海面と陸上部との高低差が見られない。 

 

     
       写真-34 川原川護岸の崩壊    写真-35 排水側溝の破損 

 

 写真-35 の国道 45 号沿道に敷設されている排水側溝の破損状況である。津波による影響

なのか、液状化による影響なのかは定かでないが、構造目地からブロック単位で外れてお

り、大きく排水線形を失っている。側溝蓋は全箇所紛失しており近くに見当たらない。 
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 陸前高田市の約 5km 内陸部を走る大船渡線の鉄道橋であるが、津波により落橋している

状況である。橋げたが数スパンに渡り流出しており、併せて橋脚も数脚流出している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-36 鉄道橋の落橋 

 

陸前高田市は市街地全体が津波により全壊したことと、内陸約 6kmまで津波が遡上して、

海岸線が見えない川沿いの集落にまで家屋全壊の被害が及んでいる（写真-37）。 

 

 

   
写真-37 陸前高田市内陸部の被害状況 
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(10)道路構造物の損傷 

1)国道 45号 沼田（ﾇﾏﾀ）跨線橋の損傷 

橋梁形式 

橋長 L=65m 

設計荷重 TL-20（昭和 53年 道示） 

上部工形式 単純 PC ポステン橋（3連） 

下部工形式 逆 T式橋台 2基、T型橋脚角柱 RC橋脚 2基 

基礎形式 場所打ち杭 

供用開始年月日 1982年 11年 1日 

全幅員 13.5m 

 

 
写真 34 沼田跨線橋 被害状況（国土交通省東北地整局資料） 

 
写真-35 沼田跨線橋 被害状況（国土交通省東北地整局資料） 
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沼田跨線橋は、陸前高田市の北側を走る浜田川河口域に架設された橋梁約 65m のポステ

ン式の 3 連 PC 単純桁である。津波によって PC 桁に橋軸直角方向の水平力が作用して橋台

や橋脚から落下したものと思われる。また橋台背面の土砂も津波により流されており、津

波の破壊力の大きさが窺える。 

仮復旧は側道を利用して盛土を行うことで対応している。本復旧も作業中であり、橋脚・

橋台は残置されたことから再利用する線形で工事が行われていた。 

 

  
写真-36 沼田跨線橋 被害状況写真 

 

 

   
写真-37 沼田跨線橋 被害状況写真 

 

 

   
写真-38 沼田跨線橋 復旧状況 
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2) 国道 45 号 川原川（ｶﾜﾊﾗｶﾞﾜ）橋の損傷 

橋梁形式 

橋長 L=29m 

設計荷重 B活荷重（平成 8年 道示） 

上部工形式 単純 PC ポステン中空ホロー桁 

下部工形式 逆 T式橋台 2基 

基礎形式 場所打ち杭 

供用開始年月日 1992年 3年 19日 

全幅員 15.6m 

 

 
写真-39 川原川橋 被害状況（国土交通省東北地整局資料） 

 
写真-40 川原川橋 被害状況（国土交通省東北地整局資料） 
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 川原川橋は、沿岸部を走る国道 45号の陸前高田市中央付近にある橋長 29mの PC単純桁

である。橋台 2基に支持された単純構造であるが、桁の流出や橋台の損傷は見受けられて

いない。ただし右岸側の橋台背面が津波により土砂が洗掘されて流失した状況で、調査時

点では仮復旧として砕石により埋め戻されている。桁自体の損傷としてはガードパイプが

変形・塗膜剥れ等が確認できたが、その他の損傷は見受けられなかった。 

 

 
写真-41 川原川橋 復旧状況 

 

 

 
写真-42 川原川橋 復旧状況 
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3) 国道 45 号 気仙大橋（ｹｾﾝｵｵﾊｼ）の損傷 

橋梁形式 

橋長 L=181.5m 

設計荷重 TL-20（昭和 53年 道示） 

上部工形式 5径間連続非合成鈑桁 

下部工形式 壁式橋台 2基、壁式 RC橋脚 4基 

基礎形式 鋼管杭 6基 

供用開始年月日 1982年 8年 1日 

全幅員 13.3m 

 

 
写真-43 気仙大橋 被害状況（国土交通省東北地方整備局資料） 

 
写真-44 気仙大橋 被害状況 
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写真-45 気仙大橋 被害状況 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-46 気仙大橋 仮橋建設状況      写真-47 流された上流側の姉歯橋 

 

気仙大橋は、陸前高田市の南側（気仙沼市側）にはしる気仙川河口に設置された橋長 182m

の 5 径間連続非合成鈑桁である。上部構造は津波により流出され 5 径間全て見られない。

確認できたものは橋脚の 4 基と橋台である。各橋台・橋脚には桁落下防止装置が設置され

ていたが、上部構造の流失により接続ボルトから破断している。橋台にはコンクリートに

よる橋軸直角方向のサイドブロックが設置されていたが、橋脚上には見受けられなかった。

現在、下流側で仮橋建設工事が進んでいる。 

また、気仙大橋の上流 600m ほどにある東浜街道の姉歯橋も、橋桁が流され橋脚だけが残

っていた。 
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５． 震災調査を終えて 
 

◎これからの復興へ向けて（青木 聡） 

三陸海岸はこれまで数回にわたり、津波被害を受けてきたが、過去の被害を教訓に防災

への取り組み、特に津波被害に対しては大規模かつ経済的に進められてきたところかと思

われる。しかし想像を絶する被害を及ぼした状況は、これまでの成果が必ずしも成功した

とは言えないと思われる。 

今回乗車した花巻観光バスの説明によれば、日本三景の一つ、松島（宮城県松島町）か

らは古代縄文時代やそれ以前の時代からの貝塚が多く発見されており、これまで日本で確

認された貝塚の 7 割はここで発見されているという。その中でこの松島一帯では津波被害

は発生していない。 

海岸沖に向かって多くの小さな島々が点在していることや、海底地形、津波のベクトル

が被害を及ぼすものではなかったということもあって、被害がなかったものと思われるが、

貝塚の存在は言い換えれば、先人達が既に津波の経験があって被害を受けていない地域が

安全であるという経験則から定住に至ったものとも言える。 

貝塚の発見（人類の営み）と、津波の被害の有無については、偶然の出来事かも知れな

いが、津波の被害があった場所となかった場所については、用途機能をきちん分けて、復

興方針を決定すべきと感じた。 

東日本大震災の被災状況を目の当たりにし、1日も早い復旧・復興を願わずにはいられま

せんでした。被害を受けられた方に心よりお見舞い申し上げます。 

今回震災調査団の一員として、たいへん貴重な被害調査を経験することが出来ことに、

役職員の皆様、調査団事務局・団員の皆様へ、深く感謝・御礼申し上げます。 

 

◎大災害との対峙！！（狩生輝己） 

二日間という短い期間であったが東日本大震災構造物被害調査団に参加して、大震災特

に津波の凄まじさを目のあたりにし、何が理由なのか分らないが自然が人間を激しく戒め

ている感が、それも何回も何回も執拗にという感を強く思った。地震に関して、この間 2004

年にスマトラ島沖地震、マグニチュード 9.1、被災者数 22万人以上を筆頭に、2010年 2月

にチリ大地震、マグニチュード 8.8、被災者数 800 人以上、さらに直近となる 2011 年 2 月

にニュージーランド地震、マグニチュード 6.3、日本人 28 人を含む被災者数 380 人以上と

なる地震が世界で発生している状況と今回の震災を重ね合わせていくと、今後人として震

災に対してさらに確固たる強い気持ちを持って対峙することの大事さを痛感している。 

今回の調査が、構造物に着目して調査することが一つの目的となっており、橋梁の震災

跡の一つに陸前高田市内の２橋梁の損傷状況について着目してみたいと思う。 

一つの橋梁は、気仙川の河口に位置する気仙大橋(1982年供用、鋼橋、コンクリート橋脚：

詳細は報告書参照)ですが、コンクリート橋脚部を残して桁など全て流されて跡形もない状

況となっていました。（下記写真-1） 

もう一つの橋梁は、二級河川川原川の河口に位置する川原川橋(1992年供用、コンクリー

ト橋、コンクリート橋脚：詳細は報告書参照)であるが、右岸側の背面が護岸と一緒に流出

したが橋梁本体はほとんど損傷を受けていない。（下記写真-2） 

この２橋梁が対照的な損傷を示しているが、現時点でこのような損傷の結末になったこ

とを工学的な観点から要因、原因の分析はまだなされていないようですが、このような損

傷になったことには必ず理解できるロジックがあると思われる。今後、人として技術者と

し要因、原因の分析をしなければならないし、決してできないことではないと思っている。

被災の時代にいた技術者の一人として、今後のために是非やりたいことと思う。 
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        写真-1 気仙大橋           写真-2 川原川橋 

 

 

◎ テレビ画面の外を見て、与えられた Mission possible（杉浦 征二） 

 震災間もない被災地を調査して、現地に行ってみないと分からない被害の大きさ酷さに

言葉を失い、テレビやマスコミの報道から得た認識と少し違う現実を垣間見てきました。 

 被害の状況はテレビやマスコミの報道で知ってはいましたが、実際に現地に立ってみて、

被害規模の広さ、津波の高さ、激しさなどを実感させられました。陸前高田市の被災地の

さまは、かつての東京湾岸埋立地の荒涼とした地を見るようで、ここに数万の人たちが生

活していたとは、想像できませんでした。 

三陸リアス式海岸地域は古い岩石で構成されていて、今回の地震波が構造物に与える影

響の少ない応答スペクトル特性を持っていたため、この地域の被害は地震動によるものが

少なく、ほとんどが巨大津波による被害のようでした。道路一本が、あるいは数メートル

の高低差が、生死を分けた現実。津波により壊滅的に破壊された地区に、ほとんど被害を

受けていない地区がいや応なしに隣接している対照的な情景に、テレビ画面の外の現実を

見せつけられた思いがしました。 
 今回の M９の地震が、多くの構造物を倒壊させなかったとしても、将来起こると予想さ

れる東海地震などでも同じだとは言い切れません。三陸地方とは地盤の違う地域に発生す

る巨大地震であり、その地震の規模、地震波の特性、津波の規模などの正確な予測は、防

災対策上の急務です。今回の巨大地震と過去数十年間に起こった地震を分析研究すること

で、巨大地震の地震規模、地震波の特性、津波の規模の正確な予測は可能になったと思い

ます。被災した現地に立ち、これらの研究は地震予知と並行して、あるいはそれ以上に精

力的にやる必要があると痛感させられました。これを必死でやり遂げることが、地震・土

木・建築に携わる科学者・技術者に課せられた重大な任務だと思います。 
 今回の地震の復興には長い時間がかかるでしょうが、新生日本の道標となるような、将

来を見つめた新しい考えに基づいて行ってほしいと思います。われわれ技術者も力を合わ

せて、復興に協力しなければとの思いを強くした調査行でした。 
 

 

６．参考文献・資料 

1)土木学会東日本震災被害調査団 緊急地震被害調査報告書 第 4章地震及び地震動の特性 

2)国土交通省東北地方整備局 HP http://www.thr.mlit.go.jp/ 

3)国土交通省東北地方整備局釜石港湾事務所 HP http://www.pa.thr.mlit.go.jp/kamaishi/ 

 

 

 

以 上 
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８． 被災橋梁の仮橋対応 

                     阿保 進   ㈱横河ブリッジ  

 

今回の震災で被災した道路橋梁は国道４５号，県道，その他市町村道の全体で１００

箇所前後と推定されています（日経コンストラクション）。道路橋被災の主な状況は、 

① 津波により流出し，落橋したケース 

② 橋台背面の盛り土が削り取られたケース 

である。 

 橋梁の被災（落橋・流失）は地元の生活道路としての機能低下および幹線道路の物流

の滞りが発生し，その地域に与える経済的な影響は計り知れない。また，震災直後は震

災地域への救援物資の運搬および復旧に必要な物資の搬入に重大な影響を与える。しか

しながら，橋の本格的な復旧には長期間の工期が必要である。 仮橋は，分断された道

路交通を少しでも早く解消することを目的として緊急応急的に架設し，道路機能の回復

に与するものである。今回の震災で被災した橋のなかで“仮橋”により対応する橋及び

その予定がある橋は下表の通りです 

今回，現地視察した陸前高田市の気仙大橋は１９８２年に竣工した（３＋２）径間連

続鋼鈑桁橋であるが，津波により上流側へ押し流されていた。現地では仮橋工事が急ピ

ッチで行われていたが，後日，報道によれば予定より２ヶ月ほど早い７月１０日に供用

しました。また，川原川橋の仮橋は北陸地方整備局所有の応急組立橋を，北陸技術事務

所から輸送し現地で組み立て架設を行い，震災から２週間後の３月２５日に供用してい

ます。 

仮橋対応の被災橋梁

橋　種 橋　長 被災状況 橋長×幅員 開通日

４５号線 川原川橋 河原川 陸前高田市
ＰＣ

ホロー桁
橋台背面流出

※１

４０×６．８
3月25日

　〃 気仙大橋 気仙川 陸前高田市 鋼鈑桁 １８１．５ｍ 落橋 ２１０．６×９ 7月10日

　〃 小泉大橋 津谷川 気仙沼市 鋼桁 １８２ｍ 落橋
１８２×１０
（歩道付き）

6月26日

　〃 二十一浜橋 二十一浜川 気仙沼市 ＲＣ橋 17m 橋台背面流出 30×６ 4月4日

　〃 水尻橋 水尻川 南三陸町 鋼桁 ７２ｍ 落橋
７２×１０

（歩道付き）
７月６日※２

３９８号 新北上大橋 北上川 石巻市 鋼トラス ５６６ｍ 一部落橋 ？ 年内（？）

２４７号（県道） 定川大橋 定川 東松島市 ＰＣ箱桁 126m
一部落橋

橋台背面流出
？ ９月末（？）

　　　※2　３月１９日応急橋により反幅供用

　　　※１　トラスタイプ仮橋

現　　　橋 仮　　　　橋
道　　路 橋　　名 渡河河川 所　在　地
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●仮橋について 

仮橋は鈑桁タイプとトラスタイプの

２種類があるが，表の仮橋では川原川橋

はトラスタイプ，その他の仮橋は鈑桁タ

イプを使用しています。仮橋を営業して

いる社は複数社ありますが，その特徴等

について弊社の仮橋を例に紹介します。 

仮橋の用途は次のとおりです 

1 災害時の応急橋として 

2 橋梁架け替え時の迂回路として 

3工事用の桟橋として 

 

これ等の要求に対応するため，仮橋は部

材の姿で弊社の敷地内に保管していま

す。従って，災害発生時に直ぐに対応が

可能になります 

 

 

 

 

●仮橋の特徴は 

主桁部材は桁高１．５ｍと１．９ｍの２種類です。桁長は７・９・１０・１１ｍの４

種類を予め製作してあります 

1 主桁部材間の接合はＨＴボルトで行います。上フランジの接合は右図に示すよう

にスプライスを用いない構造となっており，橋面に使用する覆工板等の設置が容

易です 

2 部材の組合せにより，桁長１４ｍから２ｍピッチで３６ｍまでの橋長（支間）に

対応可能です 

3 全てボルト接合によるため施工期間の短縮が可能です 

4 床版は市販の履工板の採用が可能です（仮橋用の特殊履工板も用意しています） 

5 鋼整地履およびガードレイルの設置が可能です 

 

今回，工事中の気仙大橋を視察しましたが，仮橋は 5月に着工し７月１０日開通し

ました。当初は９月末開通予定でしたが，２ヶ月以上も早く開通したことになります。 

 

主桁の現場継手詳細図 
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橋脚も H 型鋼等による仮設です 

現橋は桁が流出しRCの橋脚のみが残さ

れていました 

気仙大橋の仮橋が完成目前で

 

現橋の桁と橋脚を繋いでいたダンパ

ーの状況 
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＜東日本大震災記録＞

９　市街地の被災状況

山﨑 俊一

１．被災の特徴

阪神淡路震災が建物倒壊による被災であったのに比し、東日本大震災は津波に起因す

る損壊が大半である。

（１）津波の高さ

津波の高さは、陸前高田をピークに、下図のとおり観測されている。

（「社会実情データ図録」より）

（２）防潮堤の破壊

地盤と固定さていない重力型の防潮堤は、ことごと

く倒され破壊されている。

その結果、右の写真は陸前高田の海岸の道路沿いに

設置された看板であるが、人の背丈の５から６倍もあ

る高さまで損壊されている。
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（３）浸水区域と家屋の流出した区域

国土地理院は、「浸水範囲図」等々を作成しており、そのひとつのサンプル

として二葉、下に示す。なお、同院のホームページで見ることができる。
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これを基に、「月間地図中心」が「家屋の多くが流失した区域(図中青塗り)」を書

き込んでいるので、以下に掲載する。（図中赤線が浸水範囲）
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津波は、川を遡り、堤防を越え、陸前高田では、海岸から６ｋｍ先の海の全

く見えないところにまで到達している。
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（４）建造物・市街地の損壊

瓦礫交じりの、時として

大型船をも巻き込んだ津

波の破壊力は創造を絶す

るものがあり、木造の家屋

は根こそぎ流されてしま

った。

鉄筋コンクリート造の

建物だけが点在するだけ

で、関東大震災や焦土と化

した戦災直後の東京の市

街地の写真を目の当たり

にするような光景が展開

されていた。

また、気仙沼では、大型

船が陸地の真ん中に打ち

上げられて、電柱も根元か

ら押し倒されていた。
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（５）地盤沈下と冠水

地震により牡鹿半島付近は東に５ｍ以上

も移動し、各地の市街地の地盤も沈下した。

防潮堤が破壊されていることもあり、満潮時

には冠水し、海水がそのまま残っている。

このため、復興用の仮設道路が、盛土・嵩

上げされ、緊急に整備されている。

また、キャタビラ付きのダンプカーも瓦礫

の片付けなどに使用されていた。

この地盤改良と排水が、復興に先立つ課題

となっている。 地殻変動（国土地理院）

陸前高田 気仙沼

（６）火災による焼失

津波により破壊され漂流するタンクから漏れ出した油が気仙沼湾内に広がり、それに

着火、瓦礫もろとも焼き尽くされた。

真っ黒に焼け焦げた船舶や赤茶けた鉄材の塊が湾内に散在、残されていた。
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２．復興に向けて

最後に、復興に向けて考慮すべきいくつかの点について、私見を述べたい。

（１） 津波対策・・・「防潮」から「制潮」へ

多くの所で防潮堤が無残に

も破壊され尽くし甚大な被害

が出たのに比し、松島湾内の島

の群れ、気仙沼湾内の大島の背

後地は、島の効果で津波が他よ

り軽減されたと聞いている。

このことを踏まえ、右図のよ

うな防潮島を、下図のように段

違いに 2 列に配置し、津波の力

を分散するとともに、波同士を

干渉させ、津波を減衰させるの

はどうか。

壁のような防潮堤が海と陸 防潮島の断面図

とを隔ててきたこれまでに比

べ、景観的にも優れたものとなるであろう。名古屋大学に大型の水理実験施設が最近、

完成したとのこと、実験を重ね、島の規模・配置の研究が進むことを期待する。江戸時

代に、お台場を築いた日本のこと、施工は可能とするであろう。

防 潮 島 の 配 置
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（２）土地利用・建物形態

このことについては、既に国の復興会議から基本的な考え方が提案されている。そ

のことに多くの異論はない。ただ、一点、述べよう。

海岸付近に設置される上層階への避難ビルともなる鉄筋造の建物を、(1)で述べた

ように段違い 2 列配置とするなど、第 2 の防潮提としての機能が果たせるよう考慮し

て市街地の設計をしたらどうか。より後背地の安全が高まるであろう。

さらに、高台に繋がる崖線に多くの遺体が貼り付けられるように発見されたとのこ

と、崖地に避難スロープや避難階段の設置を急ぐべきであろう。

（３） 整備手法

広範囲・広大な地域を迅速に復興するためには、整備手法に新たな工夫が必要と

なろう。その際、必要な観点を列挙する。

・買い上げ方式の導入

（例）多摩ニュウタウン等で活用された新市街地整備事業など

・借り上げ方式の導入

(例) つくばＴＸの導入空間となった補助 140 号線整備など

・清算方式の活用

・専門家集団の活用

（例）経験者、ＯＢの市町村派遣と斡旋システムの構築など

＊ 本稿には、成戸寿彦氏の撮影した４葉の写真の一部を切り取り、これを掲載させて

頂いた。末筆ながら、氏のご好意に感謝申し上げます。
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１０  市街地復興に向けて（雑感） 

山下保博 三井不動産（株） 
今回の視察を通じて至る所にまだ瓦礫の山があった。今回の被害が大都市はもちろん、

小さな集落に至まで、海に面したところは例外なく壊滅的な被害を受けている。こんなに

多くの地域が同時に復興に向けた努力をしなければならないのだから、それに要する財源、

資財、そして人材の不足が目に見えてくる。そうした努力は一つ基礎的自治体だけの努力

ではなしえない課題である。 
このたび政府において復興基本構想が発表された。何よりも復興という一つの目的に向

かって政府の各部門が総合的・一体的な努力を集中しなければならない。しかし構想に見

えてくるのは、相変わらずのセクショナリズムである。復興本部と復興庁の曖昧な機能配

分一つを取ってみても、そうした傾向が見え隠れする。 
結局復興計画を具体的に進める主体は市町村にならざるを得ないであろう。しかし、そ

の市町村にも、これまでとは違った努力が求められるに違いない。とにかく街全体がそっ

くりなくなっている。多くの住民や企業そして産業そのものがなくなっているのである。

市町村がその持てる能力を一丸となってこの事業にぶつけない限り速やかな復興はなしえ

ない。 
復興基本構想には東北の地域がどういう方向に進むべきかというビジョンというべきも

のは示されていない。即地的にそしてその地域の持てる資源を生かして、なおかつ将来の

あるべき姿を見据えた具体的地域像は示されなかった。その部分は、府県のレベルにも求

められていない。地域の発展方向と将来像の策定についても、市町村に任された。 
そうすると、たとえそれが東北地方の基本的位置づけのないまま具体化されることは、

致し方ないとしても、せめてここの

市町村だけでもまとまって一つの

目標・将来像に向かって復興を進め

る努力をすることがきわめて大切

になる。 
この街は将来どんなにいいとこ

ろになるのだろうかと地域の住民

に早く示してほしい。それも地域の

総合的政府である市町村が先頭を

切って示していかない限り、途方に

暮れた住民や地域の企業は路頭に

迷う。それは結局市町村長の卓越した能力がないかぎり不可能である。市町村の首長の元

に、一体的総合的街づくりと産業・雇用・福祉の復興を求められている。 
船が丘に打ち上げられている（写真）。現場にいた担当者が「この船を震災のモニュメン
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トとして残すか、どうか。市長と船の持ち主で対立しているんですよ。」という言葉を聞い

たとき、すでに復興に向けた対話が始まっていることを感じた。たぶんその裏では、この

都市をどういうかたちで復興しようとしているか、市長の中には腹づもりができつつある

のだろうと思った。 
今回の津波は貞観時代にあった津波と比較されて1000年に一度の規模だと言われている。

だが、街が実際に破壊され生活が流されたという目線から見ると、明治以降も今回を含め

て三陸地方は 4 度も津波に襲われているのだ。だから今回の大きな被害は、将来にわたっ

て、本当に街を津波から救うには大変いい機会だと思う。そしてそれがその地域の真の生

活安定の基礎を作るのだと思う。 
海岸地区の活用と安心安全の住宅地の開発とを都市的規模で考えていく絶好のチャンス

である。生活そのものの集団移転が必要だ。それには、行政の各分野に渡って統一的な方

向付けが基本となる。今市町村長にはそうした街づくりのリーダーシップと卓越した見識

が求められている。是非がんばってほしい。 
政府は、そうした基礎的自治体が行う諸施策について、必要な制度と財源と人材を手当

てしていくことが何より重要である。それを特区と言ったかたちでしか実現し得ないとこ

ろにそもそも多くの壁を感ぜざるを得ないのであるが、それでもそれを十分制度として生

かしていく努力を市町村と政府に求めたい。 
私たちは、東京にあって、何ができるのだろうかと思いあぐねている。 
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１１． 道路視察に参加して 

井 上 譲 治   財団法人首都高速道路協会 
 
１．はじめに 
 今回の道路研修視察のテーマが、現在震災と津波で大変な被害を被っている宮城県、岩

手県を視察するということを知り、実際の現場を目のあたりにする絶好の機会と考え、参

加した。 
 
２．視察内容 
 東北地方整備局において徳山局長から、通常の災害においては、応急復旧から本復旧

となるが、大震災の場合は、応急復旧の前の救援ルートを確保する「啓開」と、事後

の「復興」が追加されて、また今回は、津波による沿岸自治体が大被害を受けたこと

に対応して、異例ながら「自治体・被災者支援」も本格的に実施したとの説明を受け

た。 
対策室においては、防災テレビ、防災ヘリ、テレビ局の放送等のモニターが設置さ

れ多方面からの情報を収集することができるようになっていた。 
また、テレビ電話で大畠国土交通大臣との会議を行い「第一に人命救助。続いて輸

送路の確保。予算は考えないで、局長判断により、考えられることは全部やってほし

い」という明確な方針の下、県、自衛隊と連携し、東北道・国道４号から津波で被害

が甚大な三陸地区へアクセスする「くしの歯型」救援ルートを確保したとのことであ

った。 
 

 
 東北地方整備局  

   防災対策室にて 
説明を受けた。 
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 気仙沼市役所では、気仙沼市地域交流センター１階が津波により浸水し使用できなく

なっているため、２階に「震災対策室」を立ち上げ、東北地方整備局、宮城県、気仙

沼市、自衛隊、警察、海上保安署等とも調整を行い、被災に関する各種情報を逐次更

新して各避難所・市民の皆様等へ発信している。なお、この情報は、「けせんぬまさい

がいエフエム  FM77.5Mhz 」と「けせんぬまもとよしさいがいエフエム 

FM76.8Mhz」でも放送されているとのことであった。 
 

 気仙沼港は、かつ

おの水揚げができ

るように護岸の修

復はできていたが、

それ以外の場所は

パワーショベル等

によるがれきの撤

去が続いている。 
 
 
 
 
 

 
 
 「高田松原」岩手県陸前高田市の海岸に設けられた防潮林で白砂青松の景勝地であ

り、２キロの砂浜に松林が形成されていた。 
 

 現在は、がれきの

集積所となり、が

れきの山が何段に

も築かれている。 
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３．おわりに 
海岸線の被災は甚大であるが、津波には縁のない海の見えない内陸のかなりの奥地にお

いても、川を伝わり津波による被災を受けているところがあり、津波対策の難しさを感じ

た。 
また、震災が発生してから新聞、テレビ等メディアからの情報により、被災地の状況を

想像していたが、今回の現場視察に参加し実際に現場を見ることができ、状況が想像をは

るかに超えていることに愕然とし、復興するまで長期間にわたる支援が必要であると改め

て感じた。 
 
東日本大震災におきまして、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、

被災され不自由な生活を余儀なくされている皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 
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１２ 道路視察に参加して 

                            久 保 田 信 雄     三井住友建設株式会社   

 

 今回 6月 28日､29日の 1泊 2日の日程で今年 3月 11日に発生した東日本大震

災によって被害を受けた宮城県､岩手県を訪れましたが､どの地域も程度の差は

多少有るものの想像を絶する甚大な同様の被害を受けたことに変りはないので､

ここでは気仙沼市及び陸前高田市の状況を中心に報告したいと思います｡ なお､

それに先だち国土交通省東北地方整備局も訪問しましたので､併せて報告した

いと思います｡ 

1. 東北地方整備局の訪問について 

 東北地方整備局の徳山日出男局長より直々に説明をして頂き東日本大震災直

後からの現地での生々しい切羽詰まった状況がひしひしと伝わってきました｡ 

 まず､情報収集の手段として特に地震直後において防災ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰを仙台空港よ

りいち早く飛ばすという判断をし貴重な情報を収集してその被害の甚大なこ

とを察知できたとのことでした｡そのことはその後のいわゆる｢くしの歯作戦｣

による 16 ﾙｰﾄの道路啓開を迅速にできたことにつながるし(緊急輸送道路を地

震発生後 2 日で通行可能にする)､さらに､その後の道路復旧が素早くでき､ひ

いては､被災地の行方不明者の捜索､瓦礫の撤去等の活動に迅速に移って行く

ことができたとのことであります｡ 

 非常に緊迫した中､また情報が少ない中その的確な判断はいくら賞讃しても

足りないくらいであろう｡(資料－1 参照―――この資料は東北地方整備局よ

り頂戴した) 

2. 気仙沼市の被害状況について 

 写真－1 は気仙沼市街地の被害状況です｡写真からも判るように殆んどの家

屋が主に巨大な津波によって破壊されている｡この付近は大部分の瓦礫が既に

撤去されさら地となっていました｡写真－2 も気仙沼市街地の被害状況ですが､

この付近は瓦礫の撤去が進んでおらず､これからといった状況です｡特に､破壊

された電柱の残骸が印象的でした｡写真－3 も気仙沼市街地の被害状況です｡

海岸線から正確な距離はわかりませんが､かなり内陸までこのような大きな船

が打ち上げられていました｡このことからも今回の津波が想像を絶する大きさ

であったことが容易に理解できる｡ 

3. 陸前高田市の被害状況について 

 写真－4 は陸前高田市の国道 45 号の沼田跨線橋の被害状況です｡この橋梁は

ﾎﾟｽﾃﾝ T 桁ｺﾝｸﾘｰﾄ橋の単純桁 3 連で橋長 65ｍですが､その上部工が津波によっ

て流失している｡但し 
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､橋脚及び橋台は健全のようであった｡写真－5 も陸前高田市の国道 45 号の気

仙大橋の被害状況です｡この橋梁は橋長 182ｍの鋼橋ですが､やはりその上部

工が津波によって流失している｡橋台に軽微な損傷は見うけられたが､下部工

は健全のようであった｡6月 29日に現地を訪れた時には仮橋も架けられｱﾌﾟﾛｰﾁ

の舗装等の施工中であった｡写真－6 は陸前高田市の市街地の被害状況です｡

この付近は瓦礫の撤去もかなり進んでいましたが地盤沈下が見うけられ､海水

が滞水していた｡写真－7 は陸前高田市の海岸に近い場所に残っていたホテル

です｡特に､1階部分は柱を除けば津波によって流失していました｡ 

 以上述べてきましたように､東日本大震災による被害は地震動そのものよりも

その後に発生した巨大な津波よるものが大部分であろうと思われる。今後の復

旧、復興計画を考える際には、津波に対してどのように考えるかが大きなポイ

ントとなろう｡橋梁に関しては津波に対する設計値（高さ、揚力、動水圧等）を

再考する必要があるのではないだろうか。現地の被害の大きさに言葉もありま

せんというのが実感ですが一日も早い復旧、復興を祈念するものであります。

最後になりましたが、このような機会を企画して頂いた首都道路協議会様、ま

た現地で対応して頂いた東北地方整備局及び気仙沼市役所の関係者に感謝申し

上げます。 
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写真－１ 

 

写真－２ 
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写真－３ 

 

写真－４ 

 

－88－



 

写真－５ 

 

写真－６ 
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写真－７ 
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１３ 首都道路協議会による東日本大震災地道路研修視察 
             肥 沼 利 夫 東亜建設工業（株） 
 

・日 時  平成 23 年 6 月 28（火）～29 日（水） 2 日間 
・場 所  別添資料のとおり（東日本大震災被災地） 
・出席者  別添資料のとおり 
・訪問先  東北地方整備局 
      気仙沼市役所 
・主な行程 
 28 日 AM 東北地方整備局訪問 
       石巻市被災地現場視察（車窓）  
       気仙沼市役所訪問 
       気仙沼被災地現場視察 
 
 29 日 AM 釜石被災地現場視察 
    PM  大船渡被災地現場視察 
       陸前高田被災地現場視察 
 
28 日 
○ 東北地方整備局にて 

徳山東北地方整備局長から今回の「東日本大震災」の対応状況について 
別添資料－１のとおり説明をしていただきました。 

 
○ 気仙沼市役所建設部土木課熊谷課長補佐から「気仙沼」の現状について 
   別添資料―２について説明をしていただきました。 
 
・ その後、気仙沼の被災地の現場を案内していただきました。 

 
29 日 
  釜石、大船渡および陸前高田の被災地現場を視察しました。 
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○ 東北地方整備局 

災害対策本部 

  

  
映像ですべてが網羅されて各地域が把握できる 
徳山局長自ら説明をしていただきました 

○ 仙台から石巻間の被災地 

  
瓦礫集積所              仮設住宅の一部 
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○ 石巻から気仙沼市役所の途中 

  
 

  
高台が無事であった。 

○ 気仙沼市役所 

  
気仙沼の被害状況等について説明を受けました。 
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無事等を知らせるチラシが張ってある 

○ 気仙沼被災地 

  
焼け焦げた船            気仙沼市場 

  
陸に打ち上げられた船        無残な姿になった車 
（現在、モニュメントにするかスクラップにするか検討中との事） 
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かなり整理された住居跡      スクラップになるであろう多くの車 

○ 釜石被災地 

  
遠くに見える破壊された堤防      遠方に見える釜石市街 
（五洋建設築造）        市街にはバスが入れず遠方から視察 

○ 釜石から大船渡間 

  
建設途中の仮設住宅       テレビ等で報じられていない小さな集落 
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○ 大船渡被災地 

 

  
まだ整理されていない瓦礫      住宅の基礎部だけ無残に 

  
一面何もなく瓦礫のみ           破壊された堤防 

  
崩壊された道路のアバット 
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○ 陸前高田被災地 

  
球場跡               川原川橋の被災 

  
残ったホテル跡           松原で１本だけ残った根性の松 

  
無残に松が建物に横たわっている  瓦礫だけが残った街 
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○ 気仙大橋 

  
現在施工中の仮設橋          右手に流失した様子が垣間見える 
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１４ 東日本大震災報告(雑感) 
                                                  
                       藤 井 敏 雄          首都高メンテナンス東東京  
 

1． 行ってみなければわからない 
今回の震災については、多種多様の報道があり、インターネットなどでいろいろ

な報告などに接することができた。それらに頻繁に接することで、私自身なんとなく

全貌をつかんでいるつもりであった。 
しかしながら、今回現地を視察して、やはり自分の目で体感することの重要性を

改めて認識した。 
報道などでは被災地の一番ひどい状況を切り取っているのであり、仙台や一関

からの途中の行程などは省かれているのである。 
内陸部から2時間程度かけて海岸線に出た途端の漁村の被災状況は、突然現

れるだけに呆然とするものであった。被災地の中に立って自分の目で見るとやはり

報道などでの印象とは違うし、何より行き帰りのバスの中で被災状況やその時自分

がそう状況にあったらどう行動していたかなどを考える時間が貴重なものであった。 
 

2． 津波の被災地と他の地域のコントラスト 
内陸の町だけでなく同じ気仙沼市内や大船渡市内でも津波に合わなかった地

区では、一見地震などなかったように見える。もちろん地震発生後3カ月以上たって

おり、直後の状況からは片付けや復旧などが相当進んでいると考えられるのだが、

それにしても、同じ市内の少し港に近い地域とのギャップはものすごく大きいように

感じた。さらに、気仙沼市の鹿折地区や陸前高田市街などの被災状況は想像を絶

するものであった。 
直接津波の来なかった気仙沼市や大船渡市の比較的高い場所では、すでに後

片付けは終わり、復旧に向け動き出しているように思えたし、港も着実に復興し向か

っているように思えた。 
 

3． 復興復旧の難しさ 
  今回視察した地域は、高齢化や過疎化が進んでいる地域である。大津波で被災

したのであるから、元の場所に町を作るのは困難なことのように思われる。気仙沼や

大船渡のように、連続した市街地の中に少し高い場所があり、大規模な漁港として

産業基盤の復旧が可能なところは別として、小さな漁村の復興は困難なように思え

る。また、陸前高田は市街地の大部分が津波で被災しており、どういう方向に向かう

か見当もつかない。 
 

4． 橋梁の被災について 
気仙大橋は桁ごと津波によって流されていた。津波に耐えられるよう橋梁を設

計することは、極めて困難であり、また非常にコストがかかるものと思われる。しか

しながら重要な国道が3カ月もたってやっと仮復旧の工事が進むのは、少し遅い

ように思われる。 
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首都高熊野町の火災事故の時も感じたが、汎用性のある仮設桁等を保管し

ておき、早期に仮橋を架けられるよう準備しておくことも必要なのではないだろう

か。また、建設が進められている少し高い位置を通る三陸道の早期整備が望ま

れる。 
 
最後に、この時期に視察を企画・実施し、貴重な体験をさせていただいた首

都道路協議会の皆さんに感謝いたします。 
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１５ 道路視察に参加して                           
                                   吉 田 信 二  戸田建設株式会社   

 

 なんだか被災地に立っている自分が夢の中に居るみたいであった。テレビで見た

被災地の模様が目の前にあるからだ。 

 

気仙沼、大船渡、陸前高田、釜石等、被災地を見せていただく度にどう復興すれ

ばよいのだろうと考え続けた。 

 

 そこで一私案を提案したい 

 

今回のような何百年に一度起こるか起きないかの大地震それに伴う大津波、これ

を完璧に防御することは色々な面から不可能である。 

 

そこで復興にあたっては、地震・津波に抗する構造物を考えるのではなく、”受

け流す”ような構造物を考ることとした。 

 

 湾口部では、巨大な堤防が見る方もなく崩壊してしまったので、またさらに巨大

な堤防を造るのは愚の骨頂である。 

 

松島地区が松島に浮かぶ島々のおかげで津波が分散し、そのため被害が少なかっ

たことに鑑み、直径２ないし３０ｍくらいの円筒形構造物を湾口部の面積に合わせ

て何個かつくり、湾口部に千鳥に配置。まずこの構造物で津波のエネルギーを和ら

げる。 

 

円筒形構造物では殺風景なので周りの景観とマッチするように天端部は盛り土

をして松の木を植える。 

 

 海岸部では、松林がなくなったところでは、幅１００ｍくらいの松林帯をつくり、

さらに津波のエネルギーを軽減させる。松林がなかった海岸では、高さ１０ｍ、幅

３０ｍくらいの法面堤防を構築し、津波のエネルギーをさらに軽減する。 

  

 さらにそれに続く後背地（平地）はどうするか。  

 

吉村 昭氏の著書「三陸海岸大津波」によれば、明治２９年の明治三陸津波、昭

和８年の昭和三陸津波、昭和３５年のチリ地震の津波の時もその後住民達は土地へ

の愛着、漁業などの仕事の便利さなどの理由から、高台から平地に戻ってきている

という。 
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従って、平地には湾口部、海岸部でかなり弱まった津波が来ても”受け流す”よ

うな漁業関係者用のビルを何棟も造り，一階部分は江東区に見られるような高さ１

０ｍくらいの柱だけの空洞にする。さらなる高さの津波が来ても、”受け流す”よ

うにビルの形も楕円形にし、これも千鳥に配置したらどうであろうか。 

 

 これらの実現なためには，町づくり・村づくりのスペシャリスト、地質のスペシ

ャリスト、構造のスペシャリストたちがタッグを組んで構造物を造らねばならない。

また資金と計画とどの程度の調整・バランスを図るかが必要である。 
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復興イメージ図（吉田信二） 
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１６ 謝辞 

古 川 公 毅  首都道路協議会副会長 
道路視察団長 
株式会社 IHI     

１． 道路視察を終えて 
  2011 年 6 月 28 日、29 日の道路視察に当たって、多くの方々のご協力をい

ただいたことに、心からの謝辞を申し述べたい。 
  今回の道路視察の目的は、2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大地震と大

津波による宮城県、岩手県三陸沿岸の国道 45 号線を中心とする道路、橋梁の

被害状況を見て、国や自治体の初期対応と復旧の取組みに学ぶとともに、現

地で実感したことを東京の今後の震災対策に役立てることである。 
  道路視察については、首都道路協議会の 4 月の理事会で議論がなされた。

被災地の道路視察は時期尚早ではないか、被災者の方々及び復旧に取組んで

いる国や自治体の各機関のご迷惑にならないか、との意見と、こうした時期

だからこそ、報道ではあまり取り上げられない道路、橋梁の被害状況を、現

地で自分たちの目で直接に見る必要がある、との意見が交わされた。 
そこで現地の状況に配慮しつつ、実施する方向で各方面に相談をした。 

 １）国土交通省東北地方整備局のご協力 
  国土交通省東北地方整備局への協力要請については、土木学会専務理事（現

顧問）の古木守靖氏のお力添えを頂いた。同氏は東北地方整備局の初期対応、

復旧対応の状況を把握しておられ、また、首都道路協議会の活動にかねてか

ら理解を頂いている。古木氏は、変化する状況を踏まえ、東北地方整備局と

相談の上、仙台の本庁舎の災害対策本部室での全体説明が可能であり、一方、

復旧工事の現地説明は未だ困難であろうと助言してくださった。 
  6 月 28 日、仙台の東北地方整備局を訪れた我々21 名は会議室に案内され、

徳山日出男局長から初期対応の詳細と、緊急道路の「啓開」と「復旧」が早

くできた理由について伺うことができた。また災害対策本部室で徳山局長の

立会いのもと、川嶋直樹企画部長から大型画面のビデオ画像で被害状況の説

明をいただいた。お忙しい徳山局長から直接にお話を伺えて感銘を受けた。 
  また、鈴木昭宏企画部技術企画官には、日程調整のほか、気仙沼市までの

視察ルートについて、通行止めが多いので迂回が必要な中で所要時間の比較

案を作成して下さるなどお世話になった。 
 ２）気仙沼市のご協力 
  道路視察の受け入れ自治体については、首都道路協議会の中島弘道事務局

長が、全国道路利用者会議宮城県支部の事務局の宮城県土木部に相談し、気
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仙沼市建設部土木課の金野孝課長が応じてくださることになった。 
  視察に参加する原田龍次氏から、東京都在職中に土木部参事として勤務し

た目黒区は、「さんま祭り」のご縁で気仙沼市と友好都市であるとのお話があ

った。原田氏の知人の目黒区の課長から区長に話があがり、首都道路協議会

の常任理事である青木英二目黒区長は、気仙沼市の菅原茂市長に「道路視察

団が伺うのでよろしく頼みます」と電話をしてくださったとのことである。 
  6 月 28 日夕方、仙台からの視察バスは道路事情で予定より 45 分遅れて気

仙沼市庁舎に到着した。市議会開催中で金野課長はすでに議会に入られたが、

熊谷隆治課長補佐応急対策係長と今野和幸技術補佐兼道路行政係長が、災害

対策本部室で全体説明をして、市内の被災地を詳しく案内して下さった。 
  首都道路協議会から義援金を気仙沼市社会福祉協議会にお渡しした。 
 ３）東日本高速道路株式会社のご協力 
  井上啓一東日本高速道路株式会社顧問（前社長）から、社内報の e-nexco
の特集号「東日本大震災」をご提供いただいた。6 月 29 日に走行した東北自

動車道の被災状況と復旧の取組みが掲載されており、参加者に道路視察資料

として配布させて頂いた。 
２． 報告書の作成に当たって 
  今回の道路視察の重要性に鑑み、報告書を手分けして作成し、首都道路協 
議会のホームページに掲載することを道路視察の参加者の皆さんに提案し、

賛同を頂いた。 
そこで有志の皆さんで道路視察報告書作成委員会を作った。各自分担の上、

テーマを特定して報告をしていただいたり、道路視察に参加しての感想を報

告していただいた。それぞれの印象に強く残ったことを中心に作成されてい

るので内容が一部重複しているが、お許しを頂きたい。 
 道路視察に参加し、IT に詳しい山下保博氏に、各人が作成した報告の編集、

取りまとめと、首都道路協議会のホームページへの掲載に関わるご苦労をお

かけした。また、青木聡氏に行程図の作成をして頂いた。 
こうした経緯で本報告書が作成された。ご参考になれば幸いである。 

 
 おかげさまで、道路視察の所期の目的を達することができました。 
 改めて、道路視察と報告書作成にご協力いただいたお一人お一人に感謝申

し上げます。 
 また、21 名の参加者を送り出して頂いた会員の皆様に感謝いたします。 
 被災地の早期復旧、復興を心から願っております。 
 末尾に、早い段階で地元の地理に詳しい視察バスと熟達のバスガイドを確

保するなど、道路視察の実現のため取組んだ中島弘道事務局長を労いたい。 
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