
東日本大震災から学ぶ災害対応研修会 
 ～予想される大規模災害に備えて～  

日時：平成２３年１２月２０日（火）１３：３０～１６：４０ 

場所：徳島県建設センター 

共催：社団法人徳島県建設業協会、徳島県建設産業団体連合会、徳島県土木施工管理技士会 

プログラム： 

主催者挨拶 社団法人徳島県建設業協会会長 荒川浩児 

（１）「東日本大震災」への対応について －初動対応～復旧・復興に向けて－  

国土交通省 東北地方整備局 防災対策官 木村信悦 

（２）東日本大震災から学ぶ 四国地方整備局の取り組みについて 

国土交通省 四国地方整備局 企画部 防災課長 上林正幸 

（３）東日本大震災 現場からの証言 「仙台市災害復旧の現状と課題」 

株式会社深松組 代表取締役 深松努（社団法人仙台建設業協会副会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６０名ほどの参加者で会場は満員 

 

13:30～ 司会より本日の概要説明  

・CPD対象講習となっている。 

 

13:32～13;37 主催者挨拶 社団法人徳島県建設業協会会長 荒川浩児                

・千年に一度といわれる東日本大震災、国土に深い爪痕を残している。 

・当協会では、地震発生直後、支援体制、義援金、宮城県建設業協会と岩

手県建設業協会に炊き出しの場所の選定をいただき、８千食のそばを提

供。 

・今回の地震から、３連動型地震の発生が迫る西日本の姿を見ることが出

来る。徳島にとって、存亡、 緊急の課題として取り組まなければなら

ない。 

・建設業は道路や河川の管理を通じ、国民の生命・財産を守り、安全・安心な国土を守らなければな

らないし、守ってきた。 

・３名の講師の方々から、緊急対応についてご教示いただく。今後の参考としていただきたい。 
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13:37～14:39 「東日本大震災」への対応について －初動対応～復旧・復興に向けて－        

○講師：国土交通省 東北地方整備局 防災対策官 木村信悦（きむら しんえつ） 

＜防災ヘリ＞ 

・地震から３７分後に防災ヘリが離陸 

・仙台市内は停電により信号が止まり大渋滞 

・七北田川を津波が遡上 

・海岸から２ｋｍほどの内陸に、もう津波が達していた 

・荒浜 １階部分が津波で浸水 

・仙台東部道路 海岸から３ｋｍほど 盛り土が津波の進入を防いでいる 

・名取市閖上 火災の発生 

・波状段波 次から次へと津波が来襲している 

・仙台空港が津波により冠水 

・福島第一原子力発電所 パイプライン等が被災 

 

＜釜石港湾事務所の屋上より＞ 

・堤防を越流 

・家屋流失 

・橋梁、水門なども吹き飛ばされている 

・ＣＣＴＶカメラの津波対策が検討課題 

 

＜初動対応＞ 

○ＮＨＫの画像から、大災害が起きていることを確認 

○３つの方針を決定 

 ①１２日に全国から防災ヘリが到着する ５機のヘリの活用方法 

 ②道路啓開のための業者、資機材の確保 

 ③前例にとらわれない 被災者支援 

 

○大畠国土交通大臣とのテレビ会議 

・人命救助第一 

 救援ルート 道路啓開 

 「局長判断でやれることは、何でもやれ」 

 

○「くしの歯」作戦 

・ＪＡＦの協力により漂流車両の撤去、早い道路啓開 

 

○道路の「啓開」が早い理由 

①橋梁の耐震補強対策により、被災が軽減 

②「くしの歯作戦」により「１６ルート」の「道路啓開」に集中 

③災害協定に基づく地元建設業等の協力 ← 社員や家族が被災しているにもかかわらず、協力いた

だけた。 
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○道路啓開５２チームの内訳 

・太平洋沿岸からの支援３３チーム ６３％ 

 太平洋沿岸以外から１９チーム ３７％ 

 

＜応急復旧、緊急復旧＞ 

○応急橋 

・自営隊の応急橋も活用 

・防災懇話会（ぼうさいこんわかい）による、顔の見える関係づくりが効果を発揮 

・自衛隊と東北地整は相互にリエゾンを派遣 

 

○緊急復旧 

・道路との兼用堤を早期復旧：１４日には、堤防と緊急輸送路を兼ねた堤防を完成 

・江合川の緊急復旧 

・仙台東部道路による減災 

・国道６号相馬バイパスによる減災 

・命の道となった釜石山田道路 

・小本小学校避難階段 

・避難に利用された中下（なかしも）堤防 

 

＜自治体・被災者支援＞ 

・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ ピーク時６３班２５５人 

 災害対策機械 １９２台 

・支援物資調達 支援物資２１８件のうち、約９割を約３日で対応。 

 

○行方不明者捜索 

・自衛隊と協力しながら行方不明者捜索 

・排水ポンプ車による排水作業 

 

○災害功労者表彰 

・建設会社等 ２８３社・３０団体 

 コンサルタント等 ８１社・４団体 

 個人・防災エキスパート等 １５７名 

 

○災害時の情報共有に関する協定（リエゾン協定） 

・協定を結ぶことによって、自治体に職員を送るにしても顔の見える関係を構築し、スムーズに進む。 

 

○教訓・反省 

①組織の意思統一 

 ・情報共有とフラットな指揮命令系統 

  局長からのトップダウンが良かった 
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②抗堪性と通信の確保 

 ・設備・庁舎運用が、防災拠点として抗堪性を確保 

 ・車両と運転手の不足 

 ・光ケーブルの切断によるリアルタイム現地画像の受信不能 

 

③関係機関との連携 

  ・県・市町村、自衛隊、海上保安庁、ＮＥＸＣＯ 

 

④全国組織 

  ・全国各地の地整からＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ、リエゾン、災害対策車を派遣 

  ・燃料確保のための工夫（石油会社との災害協定等） 

 

⑤業界との連動 

  ・「くしの歯作戦」実施にあたり、一夜で５２チームを結成 

 

＜復旧・復興＞ 

○市町村復興支援チーム 

・復興期に入り、カウンターパートとして派遣 

・本省・地方整備局が一体となって課題を検討 

・課題対応に必要なデータの提供、その他技術的支援 

 

○まちづくりサポートマップ 

・関係機関と連携して作成。 

・復興計画策定に携わるさまざまな機関が利用できるよう、ＨＰに掲載。 

 

○海岸堤防高さの設定について 

 

○第３次補正予算 

・年間予算が１００億円の事務所に、５３０億円の第３次補正予算。 

・総延長５８４ｋｍ 新規区間２２４ｋｍ（３８％）、事業中区間１５５ｋｍ（２７％） → １０年

で完成させる 

・スピードアップが必要 →「復興道路会議」を、県、市町村、整備局、経済界、マスコミで結成し、

一丸となって事業を進めていく。 

 

○１５００億円の補正予算 

・全国各地整から６５名の職員派遣。 

・引き続き、みなさまのご支援をお願いします。 

・四国も連動地震、東日本大震災を教訓に検討されている。 

・みなさまの協力なくして、国交省の防災体制はない。引き続きご協力を。 
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14:39～14:45 休憩  

 

14:45～15:17 東日本大震災から学ぶ 四国地方整備局の取り組みについて              

○講師：国土交通省 四国地方整備局 企画部 防災課長 上林正幸 

（内容省略） 

 

 

 

15:17～15:25 休憩 

 

15:25～16:39 東日本大震災 現場からの証言 「仙台市災害復旧の現状と課題」           

○講師：株式会社深松組 代表取締役 深松努（社団法人仙台建設業協会副会長） 

○はじめに 

・物心両面でご支援いただきお礼申し上げる。 

・私は、地震の当日東京にいた。倫理法人会で、「３月９日に震度５強 津

波１ｍ、１０日にも地震があり、３０年以内に９９％の確率で地震が起

きる。地震が起きたら、私は災害の窓口をしなければならない」と挨拶

をして東京へ出張した。 

・大江戸線 地震の際にも地下は揺れにくいのに、大江戸線の列車が大きく揺れた。 

・地上に出てパチンコ屋のテレビで「宮城 震度７」を見た。携帯電話のバッテリーがない。コンビ

ニに飛び込んでも、もう電池はなかった。 

・かみさんから電話「子供を迎えに行く」それで、電話が切れた。 

・タクシーを捕まえて「仙台に行ってくれ」と頼んだが、行ってくれなかった。 

・仕方なくホテルに入り、ＴＶを見た。仙台空港がつかり、名取を黒い津波が襲う。泣きながら見た。 

・気仙沼 たった５分間で街はなくなった。 （ビデオの上映） 

 

○仙台より南の地域には津波は来ないと思っていた 

・仙台市より南は津波が来ると思っていなかった。津波警報が出ても逃げなかった。逃げなかった人

が亡くなっている。 

・仙台東部道路を境に天国と地獄だった。もし東部道路がなければ、東部道路の西側は住宅街や工業

団地だったので、１万人規模の死者が出て、最大の被災地になっていただろう。 

・荒浜地区 ２，０００世帯の集落が全滅 

 

・宮城県だけで５００台の重機が津波で流された。その精算について、決着が付いていない。元請け

がみんな保証すると、会社がみんなつぶれてしまう。 

・仙台市ガス局港工場 「ガスタンクが爆発すると、仙台に３年間ガスの供給が出来なくなる。啓開

してくれ」と頼まれたが、硫化水素が出ており、ガスマスクをした自衛隊が啓開にあたった。 

 

・仙台市内は停電。市内の人は停電のため、仙台に津波がきていることを夜まで知らなかった。 

・若林区の現場で仕事をしていた 「津波が来るから早く逃げろ」と地域の人に呼びかけても、「仙台
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に津波が来るはずねぇ」と、避難しなかった。 

 

○東京から仙台へ 

・国会議員のところの電話は災害時有線電話だろうと議員会館へ行き、仙台との連絡を試みた。 

・３月１２日お昼、参議院会館を出発し東北へ向かう。埼玉で非常食などを買おうとしたが、もう残

っていない。 

・福島にさしかかったところで水素爆発。 

・１３日の朝の５時半に仙台に着いた。余震が続き、いつでも逃げられるよう、家族は厚着をして待

っていた。 

 

○建設業協会の対応 

・１４時４６分 すぐに災害対策本部を立ち上げ 

・５時に区役所に集合し、６時から啓開開始。 

  このようにスムーズな対応が出来たのは、若林区では、全社動かし、何分で集まれるか訓練を行

い、その反省会を３月６日に行い、「３本の幹線道路、６ブロックに分かれて対応しよう」と話し

た直後に、今回の地震が発生したから。 

 

○第１段階：人命捜索に係る河川等の排水、がれき撤去作業 

・７８０体の遺体 建設業者が先頭を切り、遺体が出てくると警察が簡単な確認をして持っていく。 

・津波は最大で沿岸から６ｋｍの内陸まできている。津波で流された遺体はゴロゴロ削られている。

みんな泣きながら作業を行った。 

・１５ｍ級の松林を片づけるには、アイアンフォーク、グラップルなど、アタッチメントの確保が必

要だった。 

・電気がない。携帯電話もつながらない。パソコン、ＦＡＸが使えない。 

 

○燃料が無い 

・燃料が３日間で切れた。バックホウは１日の運転でドラム缶１本（２００リットル）が必要。ガソ

リンを入れるだけでガソリンスタンドでは５時間の行列。緊急車両なので早く入れてくれるが、そ

こで喧嘩になる。「昼は来ないでくれ」「警察を立てるからその時にきてくれ」と。 

・燃料が無くなることは、ＢＣＰには書かれていなかった。 

 

○低体温症で死んでいく 

・仙台は６０ｃｍ沈下し、逆勾配となりまちの中の水が排水できなくなった。 

・３月１１日の夜は氷点下。 

・負傷者が少なかった ３日間でみんな凍死してしまったので、負傷者が残っていない。 

・仙台だけで１４万５千台の車が流された ハイブリッド車は２００ボルト以上の電池なので、絶対

に触るな、感電死する。 

 

○第２段階：道路のがれき撤去 

・流された松林を整地し、がれき置き場にする工事を平行して行った。 
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・仙台は、たまたま松林が流されたので、がれき置き場を作ることができた。 → がれき置き場を

事前に決め、調整をしておくことが必要。 

・公園課：がれき置き場が元松林だったので、公園課で対応が始まった 

・環境局 環境省がガレキ対応をすることになったので、対応は環境局となった 

・経済局農林土木課 農地を所管 

   ↓ 

 宮城と若林の６つの部局を行き来し、調整にあたり気が狂いそうだった 

   ↓ 

 宮城の環境局がワンストップで対応してくれることになった 

 

・仙台は最初から分別処理 

 他の地域は分離していないので火事が起きる 木、鉄、電化製品を混ぜ、電化製品から液が漏れ火

事となる。 

・平常時の年間の土木予算が１，９００億に対して、ガレキ撤去費が４，０００億円 

・がれき置き場内の道路を、市は８ｍ幅にしようと言ったが、１２ｍにして渋滞防止をはかろうと提

案。 

・ガレキ処理はダンプを渋滞させないことがポイント。 

 

○家屋の撤去 基礎は残して 

・全壊判定２万戸 市民が仙台市役所に申し出ると、国費で解体してくれる。面積に単価をかけ、そ

れで発注して対応。 → 他の地域では合い見積もりを取れと言われている。仙台のやり方が正解

だ。 

・基礎は撤去せずに残している。基礎まで撤去してしまうと、土地の境界がわからなくなる。地面全

体が水平に５ｍ規模で移動しており、基準点もわからない。基礎が無くなると目印が無くなる。 

・田圃にはゴミが刺さっており、５ｃｍ程すきとり、土砂も一緒にガレキとなる。 

 

＜東日本大震災を体験して＞ 

１．今回の災害の特徴 

・津波災害は点ではなく面的災害 東日本全体 

・ＰＴＳＤの後遺症 被災者のほとんどが九死に一生の体験者 

・避難するお年寄りを助け、高低差を後ろから押し上げたところで津波が追いつき、自分も

首まで浸かった。ギリギリ這い上がり、振り返ると、目の前で２０人が津波で亡くなった。

「ボコボコッ」の音とともに、黒い津波に沈んでいった。トイレを流したときの「ボコボ

コッ」の音を聞くと失神する。 

・せっかく津波から生き残っても、凍死でみんな亡くなっていった。 

・１７ｍの高台にある女川町立病院 駐車場が避難所だったので、駐車場に避難し暖をとっ

ていたところ、うしろ（山側）からきた津波に押し出され、高台の直壁から流れ落とされ

ていき、駐車場にいた全員が亡くなった。その様子を、病院の人たちは見ていた。 

・作業員は、夜、夢に出てくる。 

・我々から見たらガレキだが、住んでいる方から見たら財産。位牌、アルバムはビニール袋に入れ市
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役所に渡す。現金も出てくる。 

・燃料と食料の枯渇で１週間苦しんだ。 

・仙台は５時間以上並ばないと物が手に入らない。それでも一人５品まで。我々は被災地での作業の

ため、行列に並べない。 

・半年間炊き出し生活。現場に行くと何もない。何も手に入らない。炊き出しでの復旧作業。 

・１週間分の備蓄が必要。 

・連絡がつかず「出張所長を捜して、何をしてほしいか聞いてこい」。そんな状況。 

 

・３月に検査をすませ、金が入ってくるシステムが崩壊している。 

・災害対応で、金がバンバン出ていくのに、金が入ってくるのは７月だった。区役所の職員はパニク

っている。災害対応作業は進めているのに、金は払ってもらえない。 

・仙台銀行 今は猫の手も借りたいときに、金が無いのでは会社を回せない。月に５億円の金が出て

いった。銀行が貸してくれた。 

 

・「単身赴任」ではなく「単身在任」 ５万人以上の家族が県外に逃げている。 

・「除染」 仮置き場を国が決めない。地域に決めろというが、軋轢（あつれき）がある。 

 

２．仙台建設業協会と仙台市の関係 

 

３．協会として今後あるべき姿 

・普段の訓練と、発注者との綿密な連絡体制 

・「コンパネ３，０００枚用意してくれ」と、半分運動場に敷いたところでキャンセル。「これ

どうするんですか」と役場に問うても「ごめんね」 

・避難所の状況を市に報告 

・照明 

・体育館で余震 ろうそくの明かりでいるなか、余震で揺すられたらキャーキャー 悲鳴 

・工事現場の発電機を持ち込み、明かりがついていた避難所はここだけだった。まわりからみ

んな集まってきて、喜ばれた。 

・発電機を提供することは建設業者はできる。 

・連絡がつかないことを前提としたＢＣＰとすべき。 

・区役所ごとに、やり方、単価、みんなバラバラ 

・「甘い水」と「辛い水」ならみんな「甘い水」に行く。ダンプは「甘い水」に集まる。ガレ

キ処理の単価が決まらない。 

・行方不明者の捜索のため家を壊していたら、その家の所有者が「何をしているか！」ということで

行政は作業をストップさせた。２週間後、その家に行方不明者がいた。作業を続けていたら助けら

れていたかもしれない。 → 私的財産であっても、行政は、人命第一に対応を。 

 

＜東日本大震災から得られたこと＞ 

・情報の混乱、確認の再確認を取る。殆どが思いつき。 

・安全対策を前面に出し、作業員の不安を取り除く（津波、放射能） 
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・調達班の編成 燃料、食糧不足に対応する。腹が減っては戦は出来ぬ。 

・マニュアルの必要性 ガソリン、軽油が不足した場合のマニュアルの必要性（通勤、仕事）。 

・来雄、カセットボンベなど電気・ガスが無い場合の対策 社内備品整備 

・被災社員に対するバックアップ 必要情報の伝達 

・早急な対応が無理でも必ず対応する 

・非常時のお客様に対する姿勢 便乗値上げの横行 

・握り飯１個５００円、ガソリン１リットルが１、０００円 そんなことをするところにはお

客さんは二度と来ない。 

・全国の仲間の支援に改めて感謝 特に西日本の動きが速い 

・社員の動きが良く見えた 人の本性が良く見えた 

・普段の地震被害と津波被害の違い 

・この災害が必然とすれば、今で良かった 

・５年後だとこんな対応はできない。協会会員がどんどん減っている。協会を解体せざるを得

ない。協会が無くなったら役所はどこに連絡を取るのか。 

・東北人の辛抱強さと絆の深さ、日本人のＤＮＡが再確認 

・ボランティアを通して、若者も一生懸命地域を笹あえた 

・避難所での支援物資の格差、息の長い支援活動が必要。 

・自衛隊による懸命な救助活動。子どもたちの自衛隊に対するあこがれ。 

・警察消防と一緒の遺体捜索 メンタル面の支援 

・子どもたちのトラウマに対する対応 身近な死 

・資金繰りに対する役所の考え方 ピント来ていない 

・年度末での災害の対処方法 普段とは違う 

・世界一災害に強い地域を次世代に残せることが、誇りに思う 

・建設業は普段は「町医者」、災害時は「救急救命医」 

・震災復興の先を見越した経営を 立て直す絶好の機会 

・ピンチはチャンス、仲間と共に 

 

・自衛隊 ２０～３０代の若い人ががんばってくれた 

・建設業は高齢化 ガレキ撤去 ３５歳 全員それ以上の高齢者 

 ２０代 誰も入ってこない 今の職員もリタイヤしていく 

・３次補正が成立 監督、職員、鉄板、足場、何もありません。ｍａｘに合わせたら、５年後には仕

事が無くなることがわかっており、ｍｉｎで仕事をしている企業では対応できない。 

・台風１２号、１５号で静岡も被災し、職員がいない。 

・東北は賃金が安い。四国から来てもらっても宿泊費は反映されない。 

・鉄板 遠方から運搬してきても運送費が設計単価に反映されていない。 

 

○最後に 

・みなさんにお手伝いしてもらわないと、東北の復興なんて出来ない。 

・明日、四国で起きるかもしれない。過去の地震は１５０年ピッチで起きている。もう空白期が１５

７年。明日来たら、自分の子供を守れますか。 
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・工業高校で１５０人の生徒を前に話した。「私は４６歳。私の歳になるまでに静岡県を守れるのは、

あなた方しかいない。誰が日本を守るのか」 

・真剣に考え、どうやって日本を守るのか考えなければならない時期が来ている。 

－ 以上 － 

 

 

＜講演終了後、控室でしばし深松さんたちと話しをしました＞ 

○資金繰り 

・現場を動かすには金が要る。なのに、役所から金が払われたのは７月になってから。 

・３月末に向け工事が完成し、最も資金をつぎ込んでいたところに地震。工事は中止命令が切られた

が、すでに支出している工事費の支払いがなかなか行われない。 

・復旧作業に関わる費用を、幹部はすぐにでも支払うと言ってくれるが、具体の契約や事務を行う職

員はパニクっていて、支払いとはならなかった。 

 

○復興へ向け 

・今までの平常時の年間工事量から逆算すれば、５０年分に相当する工事量を、今後５年間で仕上げ

ようとの予算が付こうとしている。 

・しかし、地域には人も機械も資材も足りない。他地域から人を雇い入れる（出稼ぎ）なら、現地で

の宿泊費が必要となる。 

・鋼材など、鉄板一枚でも遠方から運搬すれば、運送費が高くかかる。 

・しかし、設計歩掛かりには反映されない。 

・そうでなくても東北の労務単価は安い。月給２０万にも満たないような労務単価で、誰が寒い東北

にまで仕事に来てくれますか。 

・各自治体で異なる単価、積算方法をしていると、歩の良いところにダンプも人も集まる。 

 

○監督が足りない 

・仕事を受けたくても、監督が足りない。 

・仕事量のｍａｘに合わせて人や機材を増やしても、５年後には仕事が無くなることが見えている。 

・地元企業と地域外企業で特定ＪＶを認めてもらえれば、監督確保の問題はクリアできる。 

・５０年分の仕事を５年でしようとしていることへの、人や機械の調達も同様に、特定ＪＶでクリア

できる。 


