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　平成23年3月11日14時46分に三陸沖を震源とする、M9.0の巨大地震と太平洋沿岸を襲った大津波により、1万5千人を超える尊い人命

が失われるとともに、未だ行方不明の方が多数おられ、1年たった今も家屋の流出等により、避難生活を余儀なくされている被災者の

方々が多数いらっしゃるなど、未曾有の大災害となりました。犠牲となられた方々に謹んでご冥福をお祈りいたしますとともに、被災され

た皆様に心よりお見舞い申し上げます。

　発災直後、北上川下流河川事務所では直ちに「大規模災害対策支部(非常体制)」を設置し、情報収集を開始するとともに、翌12日早朝

からは、堤防・水門等の河川管理施設の点検を開始。点検が進むににつれ地震と津波遡上による堤防の決壊や亀裂・陥没等重大な被害

の状況が明らかになってきました。

　その後、救援活動等に資するための道路兼用堤防の緊急復旧工事や、地盤沈下した箇所での排水対応のポンプ車の増強、堤防被害

の拡大防止を目的として応急復旧工事などを行ってきました。

また、幾度も起こる余震と大津波警報の発令が続く中、日が暮れると一層不安が募る被災された住民の方々が、灯りを頼りに当事務所

を訪れ、数日間避難場所としての受け入れなども行いました。

　事務所職員の中には、被災を受けた職員も多くおり、また、震災直後はライフラインの途絶、食料等の物資不足が続いた中、地域住民

の「安全・安心の確保」の使命感で、他地整からの応援職員とともに業務に励んで来ているところです。

　今回の記録は、「～その時、何が起こり、どう動いたのか～」について、地震発生からの366日について、震災被害の悲惨さ、対応等の

記録を確実に残すとともに、今後起こりうる災害に対して、緊急時の対応として「何を優先し、どう動くべきか。」について考えていただき

たい、との趣旨でとりまとめたもので、今後の災害対応の一助にしていただきたいと思います。

　震災から、1年以上が経過した現在、当事務所としては甚大な被害を被った堤防等河川管理施設の災害復旧を実施し、地元自治体の

復興計画との整合を図りつつ、地元住民の方々との合意形成のための説明会等を開催するなど、早期の復旧・復興に向けた対応に全力

を注いでいるところです。これからも関係各位の皆様のご指導等、よろしくお願いいたします。

平成 24年 4月
国土交通省　東北地方整備局　北上川下流河川事務所長　佐藤　克英

はじめに

東日本大震災発生
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〜その時、何が起こり、
　どう動いたのか〜
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写真で見る、被災前と被災後の状況

石巻市　旧北上川河口付近

被災前

被災後

石巻市　南浜町・門脇町

被災前

被災後

写真提供：アジア航測

H23.3.23 撮影

H19.12.8 撮影
H18 年度撮影

H23.3.19 撮影

旧北上川

旧北上川

旧北上川

旧北上川

日和大橋

日和大橋

日和大橋

門脇町

南浜町

中瀬地区

日和山公園

日和大橋

中瀬地区

日和山公園

南浜町

門脇町
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旧北上川

旧北上川

写真で見る、被災前と被災後の状況

石巻市　日和山から中瀬を望む

被災前

被災後

内海橋

石ノ森萬画館

中　瀬　地　区

海が見えるレストハウス

中瀬公園

旧石巻ハリストス正教会堂

内海橋

石ノ森萬画館

中　瀬　地　区

旧石巻ハリストス正教会堂

5 6



写真で見る、被災前と被災後の状況

石巻市　新北上大橋付近

被災前

被災後

石巻市　北上川河口付近

被災前

被災後

L=1,100m 

写真提供：朝日航洋株式会社

写真提供：朝日航洋株式会社

H23.4.5 撮影

H17.7 撮影

大沢川

富士川

北上川

大沢川
堤防の決壊

堤防斜面の崩れ

L=3,770m

富士川

北上川
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平成 23年 3月撮影

平成 19年 11 月撮影

写真で見る、被災前と被災後の状況

石巻市　長面地区 東松島市　鳴瀬川河口付近

被災前

被災前

被災後

被災前

被災後

平成 18年撮影 平成 23年 3月 19 日撮影

平成 11年 5月撮影

平成 12年 5月撮影 平成 23年 4月撮影
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“想定外”という言葉はあまり使いたくない。
しかし何もかもが “想定外” の状況だった。
　

　震災発生時は庁舎内の所長室で仕事をしておりました。

かねてから宮城県沖地震が発生する予想はありましたし、

実際、地震が頻発していたため、ある程度の心構えをし

ていたつもりでしたが、あまりの揺れの激しさに「これが

宮城県沖地震か」と思いました。“想定外” という言葉は

あまり使いたくはないのですが「想定よりも大きいな」と。

みなさんお感じになったでしょうが、連動型にしても大き

い揺れだと感じました。

　とにかく揺れが長く、すぐには所長室から出られません

でした。時間にして十数分ほどだったかと思います。キャ

ビネット等は固定しておりましたので、落下や倒壊はあり

ませんでしたが、机の上の書類、あるいは置物、そうい

った物が散乱しました。本震が約３分、その後も断続的

に余震が続き、「まずは地震がおさまるのを待とう」と考

えました。

　その後、災害対策室の立ち上げ、職員の安否確認、情

報収集の開始。そういった部分をチェックしました。

　大きな地震でしたが幸いにも庁舎が無事で職員も無事。

すべて停電になりましたが庁舎の非常電源装置も作動しま

した。しかし、その中で大津波警報が発令され「この事

務所も浸水に巻き込まれるのではないのか」と不安でし

たし、実際、本局からも「津波が来るぞ」「大丈夫か」

といった問い合わせがありました。ですから津波が押し寄

せる時期についてはかなりの危機感を持っていました。「避

難しろ」と言われましてもやはり “想定外” の状況ですし、

津波が来ても外に出るのは危ない。そこで職員には３階

へ避難するよう指示したんです。仮に庁舎が浸水すること

になってもせいぜい１階までだろうと考えました。

　一般の方々も多数避難してきました。阪神・淡路大震

災（1995 年）などでもそういったことがあって、仙台の

ような都市部でしたら本局庁舎への避難者が想定されて

いましたが、北上川下流河川事務所は地方ですから。と

ても驚きました。事務所以外に明かりがなかったのでみな

さん来られたのでしょうね。一般の避難者の対応は総務

課が担当しましたが、みなさん適切に対応してくれました。

宿泊所、食糧、通信系統、そして燃料。
困難を極めた “判断” “調整” “対応”。

　停電状態が長く続いた影響は大きかったですね。通信

が遮断され、管内の状況把握がなかなかできない。大津

波警報が発令中なので被害調査に行けない。さらに停電

がいつ回復するのか見込めない。非常用電源の重油は容

量が３日分。停電が続く場合、通常なら重油がなくなる前

に調達先から配送してくるという手順になっていますが、

それができない。重油が底を尽けば非常用電源が落ち、

事務所機能がストップしてしまう。ですから初期は燃料の

確保にとても苦労しました。

　かろうじて国交省の専用回線がつながったので、本局

に頼んだり、被災していない事務所にお願いしたりと、

なんとかギリギリの状況で調達することができました。こ

れが本当に大変でした。

　同じように職員のみなさんも大変だったと思います。通

勤者は帰宅困難者になりました。宿舎は石巻市内に３つ

あるのですが、１つは水没、もう１つは通勤経路が浸水。

非常用の食糧もやはり３日間ですから、その先はどうする

か。宿泊場所、食糧、通信系統、燃料……。災害対応以

外にも苦労した記憶が残っています。

　そして一刻を争う事態の中、緊急復旧作業を要するとい

うのに、被害状況が全く分からないという状態にありまし

た。どこをどういう風に進めていくかの判断、必要関係機

関との調整。この“判断”“調整”“対応”が非常に難しかった

です。

　排水ポンプ車についても同様です。石巻市では震災翌日

の12日、３日後の13日に東松島市で排水ポンプ車の作業を

開始しましたが、浸水区域が広範囲にわたったため、全国

の排水ポンプ車を東北に集めていただき作業にあたりまし

た。仙台空港の排水作戦がよく知られていますよね。

　北上川下流管内は特に被害が深刻でしたので、行方不

明者捜索のために排水で水位を下げる、あるいは水を抜

いて捜索活動を支援する、という作業が広範囲になり、事

務所の対応能力が限界を超えてしまいました。本局に応援

を頼みましたが、どこまで事務所が対応するのか。この点

に苦慮しました。従来とはまったく異なる災害状況でした

から。

　地域住民の方々の要望にお応えする支援活動の面で、

私たちは貢献できたのではないでしょうか。こういった活

動は自衛隊や消防の方々のように世の中にはあまり知られ

ていませんが、当時の職員のみなさんのご苦労は、誰より

も私が一番分かっています。とは言え、もう少し世間に広

まるとうれしいですけどね。

職員それぞれ自らの役割を考えた。
これは個々の士気の高さの現れだ。

　本局、自治体、地域住民。排水に高潮対策、被災後の対

応。“組織と組織”“組織と個”。対応の幅は広く、内容もさま

ざまでした。

島田 昭一氏

東 日 本 大 震 災

あ の 日 、あ の 時 を

振 り か え っ て …

前　北上川下流河川事務所長

インタビュー

intervew.
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　先ほど申し上げましたように、場所によって被害の大小

はあるものの、事務所管内の被害範囲は広く、事務所で

は緊急度の高い、被害の大きい場所から復旧作業を行い

ました。しかし、たとえば「自宅の目の前の堤防が壊れ

ている、早くなんとかしてくれ」といった地域の方々の声

がどんどん入ってくるわけです。住民の方の気持ちも理解

できますし、もちろん対応できるものは迅速に対応します

が、工事のスケジュール等、住民の方の理解と納得が得

られるよう説明をしなければならない現場の方々は大変

だったと思います。

　私自身も通常業務は停止し、しばらくは災害対応に専

念しましたが、ひと息つくことができたのは、本当にだい

ぶ先。地震、津波の被害規模、かつて経験したことのな

い災害対応、全組織あげての緊急対応ですからね。非常

体制も７月初旬まで続きました。

　ですから職員が交代で休みをとれるよう、長期対応に

備えるための配慮をしました。ローテーションを組み、少

なくとも７日に１日は休み、常に職員８割の状態で対応す

るようにしました。スタートダッシュと言いますか、最初

から力を入れてしまうと後で疲れてしまう、体を壊してし

まいますからね。

　私は宿舎が無事でしたので帰宅していましたが、宿舎

が浸水した職員の皆さんは帰れないから執務室の床等に

ていたんですね。ガソリンもなかったですし。石巻市内は

基本的なインフラが整うまで１カ月以上かかりました。ガ

スにいたっては４月後半。お風呂にも入れないわけです。

ですから私がいた宿舎の空き部屋を活用してお風呂を使

用できるように総務課の方で考えてくれました。

　当時を振り返って感じるのは、職員のみなさんが一生

　

懸命それぞれの使命を果たしてくれたということ。災害対

応、防災に関する事業が私たち組織の仕事ではありますが、

あの時期、職員のみなさん一人ひとりが自分の役割を考

え全うし、臨機応変に対応してくれました。それは日頃の

訓練の成果というのももちろんありますが、皆さんの士気

の高さの現れだったと思います。

　所長として私が檄を飛ばす必要はなかったです。最終

的な判断と少しの指示だけで、みなさんの働きぶりの上

に成り立った統率でした。

　さらに初期の食糧や燃料不足の際には、所長として被

災地外の所長に支援をお願いしましたが、お願いすれば

すぐに、さらにお願いしたこと以上の対応をしてください

ました。横の連携、組織として素晴らしいと感じました。

　それと緊急復旧工事ですね。有事の際は地域の建設業

者さんとの災害協定がありますから作業のお願いをする

わけですが、その企業の社員の方々も被災者なのです。

いろいろな心配事を抱えた中で、地域の復旧工事に尽力

していただきました。

　また、災害対応を日々進めていく中で、さまざまな方が

激励に訪れてくださいました。緊張感に満ちた時間の中で、

新潟の友人が持ってきたトマト。一般避難者の方にいた

だいた野菜ジュース。これも大変うれしかったですね。

思考訓練、後方支援指揮の再考、
顔が分かるネットワーク強化を。

　「たら・れば」で考えた時、反省しなければならないこ

とはたくさんあるとは思いますが、その時点で、最大限の

情報を収集して最適と言えないまでも適切な判断をしてい

たと思います。それでよかったのではないかと私は考えて

います。もし不適切だったと感じた対応があったのならば、

その次の時点ですぐに修正するようにしていました。

　ですから自己満足になりますが「たら・れば」であまり

考えたくない。全体としての反省点はありますから、それ

は別途考えるようにしています。

　まずはじめに、今回の教訓をまとめることが重要になっ

てくると思います。そしてそれらを次に活かす。東南海・

南海地震の発生も騒がれている状況ですからね。

　今回インタビューを受けるにあたって考えたことが３つ

あります。

　震災前、石巻市の「水辺のプロムナード計画」の一環

で市民向けの公開講座があったのですが、私が講師とし

て北上川の治水についてお話させていただきました。そ

の中でもお話した内容なのですが、「居安思危」（こあん

しき）という故事があります。平安無事のときにも、危難

に備えて、 用心を怠らないこと、という意味で、これが「有

備無患」つまり「備えあれば憂い無し」につながっている

のだそうです。

　水防訓練、洪水対応訓練、災害対応訓練など、われわ

れは日常的にそういったことをやっているわけですが、そ

れを繰り返す、これが必要だと思います。訓練していなけ

ればできないですから。

　では、訓練外の危機についてはどうするか、それは “思

考訓練” だと思います。想定外の状況下で必要になってく

るのは対応能力。そのためのイマジネーション、これをさ

らに高めていかなければならないと思います。これがまず

１つですね。

　２つ目が「兵站」（へいたん）。これは軍事用語になる

のかもしれませんが、災害の場合、組織があって人が対

応するわけですから、今回のように食糧、飲み水をどのよ

うに供給するか、災害対応をする場合でも人がいなけれ

ばなりませんから、応援を受け入れるための対応も必要

になります。後方支援の指揮についても考えていかなけ

ればなりません。停電についてもそうです。さらに長期の

停電になった場合はどう備えるのか。燃料確保のための

協定を結ぶ等も必要だと感じます。

　そして３つ目は１つ目と少しつながりますが、情報通信

系が途絶えた時、どのように関係者、あるいは地域の方々

と連絡をとるのか。私が今回の経験を通して感じたのは、

顔の分かる交流を図っておくことの大切さです。

　電話でやりとりするだけではなく、顔と名前をきちんと

知る。そのネットワークの強化が災害対応として重要にな

ると思いました。燃料調達の際、私はこのネットワークが

大変役立ちました。

　震災発生から１年。まだまだ災害復旧が進んでいませ

んが、地域の復興はこれから。北上川下流河川事務所の

皆さんには、これまで以上のご活躍を期待しています。

私も陰ながら応援しています。

intervew.
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巨大地震と大津波による未曾有の自然災害。地震は国内観測史上最大のマグニチュード9.0を記録。太平洋沿岸各地には大津

波が押し寄せ、東北を中心に北海道、関東など被害は広範囲に及んだ。また津波により東京電力福島第一原発では電源を喪

失。放射能物質を放出する重大な原発事故を引き起こした。平成24年現在も状況は深刻なものとなっている。

当事務所がある石巻市では大津波により市内13.2%、中心市街地全域が浸水した。

人口162,822人（平成23年2月現在）のうち、死者、行方不明者が3,000人を超え、国内でもっと甚大な被害を受けた。

東日本大震災の概要 河川関係・被災の全体概要

東北地方整備局管内で合計1,195箇所の被害が発生

東北管内の被災状況

事務所管内の被災状況

〔被災状況の一部〕

■鳴瀬川

■吉田川

■江合川

■旧北上川

■北上川

193箇所

171箇所

131箇所

153箇所

213箇所

地震の概要

死　　　者 15,856 人

行方不明者 3,084 人（1,629 人）

負　傷　者 6,025 人（4,133 人）

全 壊 家 屋 129,489 戸（84,749 戸）

半 壊 家 屋 255,625 戸（147,169 戸）

床 上 浸 水 20,434 戸（15,403 戸）

床 下 浸 水 15,513 戸（12,842 戸）

H24 年 4 月 4 日現在警視庁調べ

（カッコ書きは同日現在の石巻市全体数）

●発生日時：平成２３年３月１１日１４時４６分頃

●地震規模：M9.0（最大震度７　宮城県栗原市築館）

●震央：三陸沖（牡鹿半島の東南東、約130km付近）

●震源の深さ：約24km

津波の概要

青　　森 24

岩　　手 58

宮　　城 327

福　　島 112

計 521

含む茨城・千葉 561

844

4,946

2,003

2,456

10,249

12,382

2.8%

1.2%

16.3%

4.6%

5.1%

4.5%

県　　名

宮城県東部浸水エリア

宮城県南部浸水エリア

（km2） （km2） （%）

浸水面積 県の全面積 率

●地震発生後、大津波警報が発令

　（平成５年発生、北海道南西沖地震、以来17年ぶり）

●東北地方の太平洋沖を中心に甚大な津波被害が発生

東北地方整備局が管理する 12 水系のうち太平洋側の 5水系で合計 1,195 箇所の

被害が発生した。特に北上川下流河川事務所の管内においては、被害の大きかった

23 箇所について、緊急復旧工事を実施。

北上川下流河川事務所管内で合計861箇所の被害が発生

江合川左岸 27.5k 付近 吉田川背割堤 7.0k 付近

吉田川左岸 15.2k 付近

被害の大きかった23箇所において、緊急復旧工事を実施

七北田川

北上川

旧
北
上
川

鳴
瀬
川

定
川

万石浦（渡波）

名取川

阿武隈川

大崎出張所

仙台河川国道事務所

震源地

0 5強

凡　例　（相当震度階）

76強6弱5弱4321

0 20 40 60 80 100km

涌谷出張所

国土交通省河川・道路等施設の地震計ネットワーク情報
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 災 害 対 策 班 編 成  

　地震発生時の平成２３年３月１１日は金曜日であったため、全職員（期間業務職員含む）１１６名のうち１０１名が事務所・出張所に出勤していた

ことにより、非常体制をとっても人員不足になる班がなかったことは幸いであった。

　この災害対策班編成（H23.8.1現在）は、他地整・他事務所より派遣していただいた職員を災害復旧対策支援班に編成したものです。

（Ｈ23.8.1 現在）

３名

２名

０名
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各班の主な作業工程

総　

括　

班

総括係

3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月

2011（平成 23 年） 2012（平成 24 年）

2 月 3 月

災害対策班

災害復旧対策支援班

調査係

機械係

総務係

経理係

情報収集班

総
務
班

広　報　班

用　地　班

現地視察対応 国土交通大臣、本省、他地整等　94 回 3/34/12

電気通信施設点検 5/23/11

第 1報 第 119 報 3/293/11

リニューアルして発行3/12

設置 Ku-SAT 撤去

事務所、出張所、排水機場等の油脂類確保

月浜第一水門、月浜第二水門、野蒜水門

石巻・東松島市で 29 箇所　2000 台が稼働

浸水リスクマップ更新

センサー設置

5月上旬～７月上旬

石巻市、東松島市、女川町に派遣

第1団：5地整83名（中部、北陸、近畿、中国、四国）活動　　　　　　　
第2団：2地整52名（北海道、北陸）活動　
第3団：4地整35名（近畿、北陸、中国、北陸、九州）活動

当面措置

大規模災害対策支部設置〈非常体制〉

応急復旧完了による暫定措置

石巻市

石巻市

施設点検

47 件 6/13/14緊急随意契約　工事

119 件 6/293/18緊急随意契約　業務

45 件 5/313/18緊急随意契約　物品・役務

旧北上川、鳴瀬川、北上川 11/148/5車両引き上げ

記者発表

ComCom 復興情報かわら版

緊急土地使用

事業損失・建物事前調査業務

通信確保

油脂類確保

ゲート設備復旧作業

排水ポンプ車稼働

浸水リスクマップ作成

浸水センサー設置

堤防復旧技術検討会

地盤高・測量・流下能力・土質調査

痕跡調査

リエゾン派遣

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ

基準水位の見直し

パブリックコメント

復興事業説明会

緊急復旧工事（新江合川）

緊急復旧工事（鳴瀬川）

緊急復旧工事（江合川）

緊急復旧工事（北上川）

電通係

支 援 体 制

地震

大津波警・注意報

班　名 作業内容

6/73/24

3/14 4/12

東松島市１件、5/3　石巻市１件4/24 4/29

3/18 4/18

3/314/16

6/30

解除9/23大雨による災害対策支部設置 9/21

台風15号接近による大雨

地震発生（震度５弱）

津波注意報発令

9/239/218/19

地震発生（震度４）

津波注意報発令

7/10

地震発生（震度 5弱）

津波注意報発令

6/23
地震発生

（福島県中通り：震度６弱）
4/12

地震発生（福島県浜通り：震度６弱）

津波警報発令
4/11

地震発生（宮城県沖：震度６強）

津波警報発令
4/7

地震発生（宮城県沖：震度５弱）

津波注意報発令
3/28

東日本大震災発生

（三陸沖 :震度７:Ｍ9.0）

大津波警報発令

3/11

解除5/31大雨による災害対策支部設置 5/30

第1回
4/14

4/1~

11/24

11/15

12/17

11/27

6/1~

第2回

5月上旬

着手 完了

着手 完了

着手 完了

着手 完了

5/6
第4回
10/7

第5回
11/16

公表
3/2

第3回
7/29

5/31 6/29

3/12

3/13 4/19

3/24 6/25

3/16

3/16

4/20

7/11

3/11 7/10

大規模災害対策支部設置〈警戒体制に移行〉7/11

3/22

10/31

5/19

4/6 5/19

第 1報

地震発生（福島県浜通り：震度 5強）3/23

地震発生（茨城県北部：震度 5強）

11/20
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北上川下流河川事務所管内においては、861箇所（4月11日18時現在）で堤防決壊、堤防の亀裂、沈下

や樋門・樋管の損傷等の被害を受けました。

災害対策班・災害復旧対策支援班

河川管理施設における緊急復旧工事一覧 北上川下流河川事務所　管内図

緊急復旧工事一覧

水系名 河川名 起　点 終　点 被　災　状　況延　長 着手月日 完了月日
左右

岸名

管内では、被害の大きかった２３箇所において、緊急

復旧工事を実施。

震災の２日後に指示を行い、その翌日（３月１４日）

より施工に着手。

本格的な出水期が始まる7月までに、ほとんどの工事

で施工を完了。

No

北上川 北上川 -0.8k+20 2.8k+192 破堤、堤防沈下、裏法崩れL=3,770m 3 月 15 日 6 月 24 日左岸1

北上川 北上川 3.8k 4.6k+16 破堤L=1,100m 3 月 14 日 6 月 11 日右岸2

北上川 江合川 14.0k+50 14.6k+100 堤防沈下L=650m 3 月 25 日 4 月 10 日左岸3

北上川 江合川 14.0k+43 14.6k+43 堤防沈下（民家へのはらみ出し）L=609m 3 月 19 日 4 月 7 日右岸4

北上川 江合川 25.9k+20 26.9k 堤防沈下、堤体亀裂L=778m 3 月 17 日 4 月 8 日左岸5

北上川 江合川 27.4k+60 27.8k 堤防沈下、表法面崩落（液状化）L=309m 3 月 16 日 4 月 2 日左岸6

北上川 江合川 26.6k+115 26.8k+120 堤防沈下、堤体亀裂L=213m 3 月 17 日 4 月 4 日右岸7

鳴瀬川 鳴瀬川 11.3k+30 11.5k+100 堤防沈下L=220m 3 月 24 日 4 月 6 日左岸8

鳴瀬川 鳴瀬川 20.1k+130 20.3k+40 堤防沈下、法面崩落（川表・川裏）、堤体亀裂L=67m 3 月 26 日 6 月 15 日左岸9

鳴瀬川 鳴瀬川 29.0k+20 29.1k+280 堤防沈下、川表裏法崩落L=300m 3 月 24 日 4 月 9 日左岸10

鳴瀬川 鳴瀬川 30.0k 30.5k+37 堤防沈下L=320m 3 月 16 日 6 月 25 日左岸11

北上川 江合川 20.8k+190 21.0k+160 堤防沈下、堤体亀裂L=170m 3 月 29 日 4 月 12 日左岸12

北上川 江合川 21.8k+10 22.0k+30 堤防沈下、川裏法崩れL=220m 3 月 29 日 4 月 11 日左岸13

北上川 新江合川 2.8k+25 2.8k+195 堤防沈下、裏法崩れ、護岸損傷L=170m 4 月 6 日 4 月 29 日右岸14

鳴瀬川 鳴瀬川 11.9k+30m 12.0k 堤防沈下、堤体亀裂L=70m 4 月 7 日 5 月 21 日右岸15

鳴瀬川 吉田川 14.6+70 14.8k+20 堤防沈下、堤体亀裂L=144m 4 月 6 日 5 月 13 日左岸16

鳴瀬川 吉田川 15.2+170 15.4k+70 堤防沈下、堤体亀裂L=98m 4 月 6 日 5 月 13 日左岸17

北上川 北上川 1.0k-120 1.0k+10 水門流出《釜谷水門》＋破堤1基+L=130m 4 月 17 日 6 月 30 日右岸18

北上川 北上川 1.8k+180 - 水門設備流出（損傷）　※土木関係の緊急災なし1基 4月 16 日 6 月 15 日左岸19

北上川 北上川 36.2k+150 - 管体亀裂＆沈下《鬼橋排水樋管》1基 4月 16 日 7 月 11 日左岸20

北上川 江合川 29.2k+100 29.4k+60 堤体亀裂、川表法面崩落（液状化）L=160m 4 月 16 日 5 月 1 日右岸21

鳴瀬川 鳴瀬川 0.0k 0.4k+20 特殊堤流出L=420m 4 月 17 日 6 月 11 日右岸22

鳴瀬川 鳴瀬川 29.7k+120 30.1k 堤防沈下、堤体亀裂、川裏法面崩落L=240m 4 月 17 日 5 月 26 日右岸23

旧
北
上
川
→

鳴
瀬
川
→

北
上
川
→

旧
北
上
川
→

鳴
瀬
川
→

江合川→

吉田川→

新
江
合
川
→

（4/7発生の地震による被害箇所を含む）

表示範囲

岩手県

青森県

秋田県

山形県 宮城県

福島県

管理区間

管理区間

管理区間

管理区間

石巻市

東松島市

登米市

松島町

大崎市

涌谷町

美里町

大郷町

富谷町

大和町

旧北上川河口

鳴瀬川河口

北上川河口
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災害対策班・災害復旧対策支援班

緊急復旧工事箇所図【北上川、旧北上川、鳴瀬川】

北
上
川
→

旧
北
上
川
→

鳴
瀬
川
→

鳴
瀬
川
→

江
合
川
→

新
江
合
川
→

旧
北

上
川

→

北上川→

登米市

涌谷町

東松島市

松島町

大崎市

119

18

22

8

9

11

10

23

2014

7

21 6

5

13

12

4

3

15
16

17

2

：緊急復旧箇所
※番号は緊急復旧工事一覧の箇所番号
　及び 緊急復旧状況の番号と一致

石巻市
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　　北上川下流月浜・橋浦地区緊急復旧工事

堤防洗掘の状況

<上流部の平面図 >

№29 ～ 34m 標準断面図

№34+40.0 ～ 39+14.0 標準断面図

〔月浜第二水門付近〕

〔左岸 1.0k 付近〕

新北上大橋

追　 波 　湾

堤防の決壊

堤防斜面の崩れ

L=3,770m

●工事場所：北上川左岸 -0.8k+20 ～ 2.8k+192

●工事延長：3,770m

●被災状況：破堤、堤防沈下、裏法崩れ

●着手月日：平成２３年３月１５日

●完了月日：平成２３年６月２４日

●工事内容：復旧盛土、大型連節ブロック張

●施工業者：(株 )武山興業

追　波　湾

北
上
川
→

1

災害対策班・災害復旧対策支援班

3月15日

6月24日

7時 着手　
復旧盛土完了、ブロック張り完了

緊急復旧工事　完了

平成 23 年 3 月 19 日　アジア航測撮影

< 下流部の平面図 >

< 上下流部の標準断面図 >

№0～ 0+36.0m 標準断面図

復旧作業状況（H23.3.20 撮影） 復旧作業状況（H23.4.4 撮影） 緊急復旧工事　完了（H23.6.24 撮影）

北上川左岸 0.0ｋ　堤防決壊（月浜第二水門） 復旧作業状況（H23.3.21 撮影） 緊急復旧工事　完了（H23.6.24 撮影）

復旧作業状況（H23.3.25 撮影） 復旧作業状況（H23.3.28 撮影） 復旧作業状況（H23.4.27 撮影）

緊急復旧工事　完了

（H23.6.24 撮影）

復旧作業状況

（H23.3.19 撮影）

〔左岸 0.0k 付近〕

北上川

北上川

北上川

大沢川

北上川 北上川

北上川

北上川

大沢川

大沢川
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災害対策班・災害復旧対策支援班

北上川下流釜谷地区緊急復旧工事2

堤防洗掘の状況

終
点

（
上
流
側
）

起
点

（
河
口
側
）

●工事場所：北上川右岸 3.8k ～ 4.6k+16

●工事延長：１，１００m

●被災状況：破堤

●着手月日：平成２３年３月１４日

●完了月日：平成２３年６月１１日

●工事内容：復旧盛土、大型連節ブロック張

●施工業者：(株 )瀬崎組

3月14日

4月   6日
6月   9日
6月11日

6時 着手
（22時 工事用道路完成）
緊急道路２車線確保
道路堤防天端切替え完了
緊急復旧工事　完了

平成 23 年 3 月 19 日　アジア航測撮影 復旧作業状況（H23.4.28 撮影） 道路堤防天端へ切替え（H23.6.10 撮影） 緊急復旧工事　完了（H23.6.11 撮影）

北上川右岸 4.0ｋ付近　堤防決壊 緊急道路（兼工事用道路）を活用し

緊急車両が通行（H23.3.21 撮影）

緊急道路（兼工事用道路）の

2車線確保（H23.4.6 撮影）

北上川 北上川 北上川

北上川

北上川

北上川新北上大橋

堤防の決壊

L=1,100m

北
上

川
→

追　波　湾

富士沼

< 平面図 >

< 標準断面図 >
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災害対策班・災害復旧対策支援班

江合川上谷地地区緊急復旧工事3

堤防沈下の状況

涌谷上谷地橋

●工事場所：江合川左岸 14.0k+50 ～ 14.6k+100

●工事延長：６５０m

●被災状況：堤防沈下

●着手月日：平成２３年３月２５日

●完了月日：平成２３年４月１０日

●工事内容：復旧盛土、大型連節ブロック張

●施工業者：(株 )只野組

3月25日

4月10日

8時 着手　
復旧盛土完了 ブロック張り完了

緊急復旧工事　完了
平成 23 年 3 月 27 日　アジア航測撮影 江合川左岸 14.4k 付近　堤防沈下 復旧作業状況（H23.3.30 撮影） 緊急復旧工事　完了（H23.4.10 撮影）

江合川

江合川
江合川

涌谷上谷地橋 涌谷上谷地橋 涌谷上谷地橋

涌谷上谷地橋
堤防沈下

L=650m

江
合
川
→

< 平面図 >

< 標準断面図 >

鳴瀬川→

江合川→
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災害対策班・災害復旧対策支援班

江合川桜町地区緊急復旧工事4

堤防沈下の状況

民家へのはらみ出し状況

涌谷上谷地橋（町）

●工事場所：江合川右岸 14.0k+43 ～ 14.6k+43

●工事延長：６０９m

●被災状況：堤防沈下（民家へのはらみ出し）

●着手月日：平成２３年３月１９日

●完了月日：平成２３年４月７日

●工事内容：復旧盛土、大型連節ブロック張

●施工業者：若生工業㈱

3月19日

4月  7日

9時 着手　
復旧盛土完了 ブロック張り完了

緊急復旧工事　完了
平成 23 年 3 月 27 日　アジア航測撮影 江合川右岸 14.1k 付近　堤防沈下 復旧作業状況（H23.3.30 撮影） 緊急復旧工事　完了（H23.4.7 撮影）

江合川

江合川江合川

涌谷上谷地橋
堤防沈下

L=609m

江
合
川
→

< 平面図 >

< 標準断面図 >

鳴瀬川→

江合川→
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災害対策班・災害復旧対策支援班

江合川渕尻地区緊急復旧工事5

堤防沈下の状況

川裏法崩れ 川表法尻縦断亀裂

●工事場所：江合川左岸 25.9k+20 ～ 26.9k

●工事延長：７７８m

●被災状況：堤防沈下、堤体亀裂

●着手月日：平成２３年３月１７日

●完了月日：平成２３年４月８日

●工事内容：復旧盛土、大型連節ブロック張

●施工業者：石堂建設㈱

3月17日

4月  8日

8時 着手　
復旧盛土完了 ブロック張り完了

緊急復旧工事　完了
平成 23 年 3 月 27 日　アジア航測撮影 江合川左岸 26.6k 付近　堤防沈下 復旧作業状況（H23.3.24 撮影） 緊急復旧工事　完了（H23.4.8 撮影）

江合川江合川

江合川

東北新幹線

江合橋

堤防沈下、堤体亀裂

L=778m

江
合
川
→

< 平面図 >

< 標準断面図 >

鳴瀬川→

江合川→

新
江
合
川
→
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災害対策班・災害復旧対策支援班

江合川江合橋下流地区緊急復旧工事6

堤防沈下の状況

表法面崩落の状況

涌谷上谷地橋（町）

●工事場所：江合川左岸 27.4k+60 ～ 27.8k

●工事延長：３０９ｍ

●被災状況：堤防沈下、表法面崩落

●着手月日：平成２３年３月１６日

●完了月日：平成２３年４月２日

●工事内容：復旧盛土、大型連接ブロック張

●施工業者：㈱金原土建

3月16日

4月  2日

17時30分 着手　
復旧盛土完了、ブロック張り完了、市道部盛土完了（市道兼用堤防）　　

緊急復旧工事　完了

平成 23 年 3 月 27 日　アジア航測撮影 江合川左岸 27.6k 付近　堤防沈下 復旧作業状況（H23.3.18 撮影） 緊急復旧工事　完了（H23.4.2 撮影）

江合橋
江合川

江合川

東北新幹線

江合橋

堤防沈下、表法面崩落

L=309m

江
合
川
→

< 平面図 >

< 標準断面図 >

鳴瀬川→

江合川→

江合橋上流部

切　返　部

江合橋下流部

新
江
合
川
→

江合橋
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大型連結ブロック部

盛　土　部

災害対策班・災害復旧対策支援班

江合川福沼地区緊急復旧工事7

堤防沈下の状況

液状化による法崩れ

終点

3月17日

4月  4日

9時 着手　
復旧盛土完了 ブロック張り完了

緊急復旧工事　完了

平成 23 年 3 月 27 日　アジア航測撮影 江合川右岸 26.6k 付近　堤防沈下 復旧作業状況（H23.3.30 撮影） 緊急復旧工事　完了（H23.4.4 撮影）

江合川 江合川
江合川

東北新幹線

江合橋

堤防沈下、堤体亀裂

L=213m

江
合
川
→

< 平面図 >

< 標準断面図 >

●工事場所：江合川右岸 26.6k+115 ～ 26.8k+120

●工事延長：２１３ｍ

●被災状況：堤防沈下、堤体亀裂

●着手月日：平成２３年３月１７日

●完了月日：平成２３年４月４日

●工事内容：復旧盛土、大型連節ブロック張

●施工業者：㈱佐藤工務店

鳴瀬川→

江合川→

新
江
合
川
→
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災害対策班・災害復旧対策支援班

鳴瀬川砂山地区緊急復旧工事8

堤防沈下の状況

●工事場所：鳴瀬川左岸 11.3k+30 ～ 11.5k+100

●工事延長：２２０ｍ

●被災状況：堤防沈下

●着手月日：平成２３年３月２４日

●完了月日：平成２３年４月６日

●工事内容：復旧盛土、大型連節ブロック張

●施工業者：㈱阿部土建

3月24日

4月  ６日

11時30分 着手　
復旧盛土完了 ブロック張り完了

緊急復旧工事　完了

平成 23 年 3 月 27 日　アジア航測撮影 鳴瀬川左岸 11.5ｋ付近　堤防沈下 復旧作業状況　（H23.3.27 撮影） 緊急復旧工事　完了（H23.4.8 撮影）

鳴瀬川

鳴瀬川

鳴瀬川

堤防沈下

L=220m

鳴
瀬
川
→

< 平面図 >

< 標準断面図 >

鳴瀬川→

吉田川→
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災害対策班・災害復旧対策支援班

鳴瀬川和多田沼地区緊急復旧工事、鳴瀬川福ヶ袋地区緊急復旧工事9

堤防沈下の状況

クラックの状況

涌谷上谷地橋（町）

●工事場所：鳴瀬川左岸 20.1k+130 ～ 20.3k+40

●工事延長：６７ｍ

●被災状況：堤防沈下、法面崩落、堤体亀裂

●着手月日：平成２３年３月２６日

●完了月日：平成２３年６月１５日

●工事内容：鋼矢板二重締切

●施工業者：㈱加藤工務店、菱中建設㈱

3月26日

6月15日

8時30分 着手　 鋼矢板打込完了

緊急復旧工事　完了

平成 23 年 3 月 23 日　アジア航測撮影 鳴瀬川左岸 20.3k 付近 堤防沈下 復旧作業状況　（H23.5.9 撮影） 緊急復旧工事　完了　（H23.6.13 撮影）

鳴瀬川

鳴瀬川 鳴瀬川

堤防沈下、法面崩落、堤体亀裂

L=67m
鳴
瀬
川
→

< 平面図 >

< 平面図 >

二重締切 標準図 土堤締切 標準図

<標準断面図 >

鳴瀬川→

吉田川→

< 鳴瀬川和多田沼地区緊急復旧工事 >

< 鳴瀬川福ヶ袋地区緊急復旧工事 >

船越水管橋
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●工事場所：鳴瀬川左岸 29.0k+20 ～ 29.1k+280

●工事延長：３００ｍ

●被災状況：堤防沈下、川表法面崩落

●着手月日：平成２３年３月２４日

●完了月日：平成２３年４月９日

●工事内容：復旧盛土、大型連節ブロック張

●施工業者：㈱村田工務所

鳴瀬川→

吉田川→

災害対策班・災害復旧対策支援班

鳴瀬川下川原地区緊急復旧工事10

堤防沈下の状況

クラックの状況

3月24日

4月  9日

8時30分 着手　
復旧盛土完了 ブロック張り完了

緊急復旧工事　完了

平成 23 年 3 月 23 日　アジア航測撮影 鳴瀬川左岸 29.1ｋ付近　堤防沈下 復旧作業状況　（H23.3.30 撮影） 緊急復旧工事　完了（H23.4.9 撮影）

鳴瀬川

鳴瀬川 鳴瀬川

志田橋

堤防沈下、法面崩落

L=300m

鳴
瀬

川
→

< 平面図 >

< 標準断面図 >
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災害対策班・災害復旧対策支援班

鳴瀬川下中ノ目地区緊急復旧工事11

堤防沈下の状況

クラックの状況

●工事場所：鳴瀬川左岸 30.0k ～ 30.5k+37

●工事延長：３２０ｍ

●被災状況：堤防沈下

●着手月日：平成２３年３月１６日

●完了月日：平成２３年６月２５日

●工事内容：鋼矢板二重締切

●施工業者：丸か建設㈱

3月16日

6月25日

18時30分 着手
鋼矢板打込完了、中詰め盛土完了
ブロック張り完了

緊急復旧工事　完了
平成 23 年 3 月 23 日　アジア航測撮影 鳴瀬川左岸 30.3k 付近　堤防沈下 復旧作業状況（H23.3.22 撮影） 緊急復旧工事 完了（H23.6.25 撮影）

鳴瀬川

鳴瀬川

志田橋

堤防沈下

L=320m

鳴
瀬
川
→

< 平面図 >

< 標準断面図 >

鳴瀬川→

江合川→

仮締切工断面図
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鳴瀬川→

吉田川→

江合川→

災害対策班・災害復旧対策支援班

江合川平針下流地区緊急復旧工事12

堤防沈下の状況

堤防亀裂の状況

●工事場所：江合川左岸 20.8k+190 ～ 21.0k+160

●工事延長：１７０ｍ

●被災状況：堤防沈下、堤体亀裂

●着手月日：平成２３年３月２９日

●完了月日：平成２３年４月１２日

●工事内容：復旧盛土、連節ブロック張り

●施工業者：㈱只野建設

3月29日

4月12日

10時 着手　復旧盛土完了
ブロック張り完了

緊急復旧工事　完了

平成 23 年 3 月 23 日　アジア航測撮影 江合川左岸 21.0k 付近　堤防沈下 復旧作業状況（H23.4. 7 撮影） 緊急復旧工事　完了（H23.4.13 撮影）

江合川

江合川

江合川

中北橋

遠田橋

堤防沈下、堤防亀裂

21.0k+160

20.8k+190

江
合
川
→

< 標準断面図 >

< 平面図 >
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鳴瀬川→

吉田川→

江合川→

災害対策班・災害復旧対策支援班

江合川平針上流地区緊急復旧工事13

堤防沈下の状況

堤防亀裂の状況

●工事場所：江合川左岸 21.8k+10 ～ 22.0k+30

●工事延長：２２０ｍ

●被災状況：堤防沈下、川裏法崩れ

●着手月日：平成２３年３月２９日

●完了月日：平成２３年４月１１日

●工事内容：復旧盛土、連節ブロック張り

●施工業者：㈱山内組

3月29日

4月11日

10時 着手　復旧盛土完了
ブロック張り完了

緊急復旧工事　完了

平成 23 年 3 月 23 日　アジア航測撮影 江合川左岸 22.0k 付近　堤防沈下 復旧作業状況（H23.4.5 撮影） 緊急復旧工事　完了（H23.4.11 撮影）

江合川

江合川

江合川

涌谷上谷地橋

堤防沈下、川裏法崩れ江
合
川
→

< 平面図 >

< 標準断面図 >

21.8k+10

21.0k+160
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鳴瀬川→

吉田川→

江合川→

災害対策班・災害復旧対策支援班

新江合川中谷地地区緊急復旧工事14

堤防沈下及び裏法崩れの状況

護岸損傷の状況

●工事場所：江合川右岸 2.8k+25 ～ 2.8k+195

●工事延長：１７０ｍ

●被災状況：堤防沈下、裏法崩れ、護岸損傷

●着手月日：平成２３年４月６日

●完了月日：平成２３年４月２９日

●工事内容：復旧盛土、連節ブロック張り

●施工業者：㈱丸徳建設

3月  6日

4月29日

9時 着手　復旧盛土完了
ブロック張り完了

緊急復旧工事　完了
平成 23 年 3 月 23 日　アジア航測撮影 新江合川右岸 2.９k 付近　堤防沈下 復旧作業状況（H23.4.13 撮影）

新江合川

新江合川

新江合川

堤防沈下、裏法崩れ

護岸損傷

2.8k+195

2.8k+25

新
江
合
川
→

< 平面図 >

< 標準断面図 >

伊達ヶ森水管橋

敷玉橋（県）

荒雄橋（国）

緊急復旧工事　完了（H23.4.30 撮影）

敷玉橋

敷玉橋

敷玉橋
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鳴瀬川→

吉田川→

江合川→

災害対策班・災害復旧対策支援班

鳴瀬川木間塚地区緊急復旧工事15

堤防沈下の状況

堤体亀裂の状況

●工事場所：鳴瀬川右岸 11.9k+30 ～ 12.0k

●工事延長：７０ｍ

●被災状況：堤防沈下、堤体亀裂

●着手月日：平成２３年４月７日

●完了月日：平成２３年５月２１日

●工事内容：鋼矢板打込、盛土、ブロック張り

●施工業者：㈱丸本組

4月  7日

5月21日

9時 着手　鋼矢板打込完了、盛土完了
　　　　　ブロック張り完了

緊急復旧工事　完了

平成 23 年 3 月 23 日　アジア航測撮影 鳴瀬川右岸 11.9ｋ付近　堤防沈下 復旧作業状況　（H23.5.12 撮影） 緊急復旧工事 完了　（H23.5.21 撮影）

鳴瀬川

鳴瀬川
鳴瀬川

堤防沈下、堤防亀裂

12.0k

11.9k+30

鳴
瀬
川
→

< 平面図 >

< 標準断面図 >
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鳴瀬川→

吉田川→

江合川→

災害対策班・災害復旧対策支援班

吉田川上志田地区緊急復旧工事16

堤防沈下の状況

堤体亀裂の状況

●工事場所：吉田川左岸 14.6k+70 ～ 14.8k+20

●工事延長：１４４ｍ

●被災状況：堤防沈下、堤体亀裂

●着手月日：平成２３年４月６日

●完了月日：平成２３年５月１３日

●工事内容：盛土、ブロック張り

●施工業者：㈱木村土建

4月  6日

5月13日

14時 着手　
復旧盛土完了 ブロック張り完了

緊急復旧工事　完了
平成 23 年 3 月 23 日　アジア航測撮影

14.6k+70

14.8k+20

吉田川左岸 14.7k 付近　堤防沈下 復旧作業状況（H23.4.18 撮影） 緊急復旧工事 完了（H23.5.14 撮影）

吉田川

吉田川

吉田川

品井沼大橋

堤防沈下、堤防亀裂

吉
田
川
→

< 平面図 >

< 標準断面図 >
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鳴瀬川→

吉田川→

江合川→

災害対策班・災害復旧対策支援班

吉田川上志田地区緊急復旧工事17

堤防沈下の状況

堤体亀裂の状況

●工事場所：吉田川左岸 15.2k+170 ～ 15.4k+70

●工事延長：９８ｍ

●被災状況：堤防沈下、堤体亀裂

●着手月日：平成２３年４月６日

●完了月日：平成２３年５月１３日

●工事内容：盛土、ブロック張り

●施工業者：㈱木村土建

4月  6日

５月1３日

14時 着手　復旧盛土完了
ブロック張り完了

緊急復旧工事　完了

平成 23 年 3 月 23 日　アジア航測撮影 吉田川左岸 15.3k 付近　堤防沈下 復旧作業状況（H23.4.30 撮影） 緊急復旧工事 完了（H23.5.14 撮影）

吉田川 吉田川

吉田川

品井沼大橋

堤防沈下、堤防亀裂

15.4k+70

15.2k+170

吉
田
川
→

< 平面図 >

< 標準断面図 >
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新北上大橋

災害対策班・災害復旧対策支援班

北上川下流長面地区緊急復旧工事18

水門流失の状況

●工事場所：北上川右岸 1.0k-120 ～ 1.0k+10

●工事延長：１基＋１３０ｍ

●被災状況：水門流失《釜谷水門》＋破堤

●着手月日：平成２３年４月１７日

●完了月日：平成２３年６月３０日

●工事内容：締切盛土、仮設樋門設置

●施工業者：㈱猪又組

4月17日

6月30日

9時 着手　締切盛土完了
仮設費門設置完了

緊急復旧工事　完了

平成 23 年 3 月 23 日　アジア航測撮影 釜谷水門流出・堤防決壊状況

北上川右岸 1.0ｋ付近 釜谷水門流出

仮設樋門施工状況（H23.6.11 撮影） 仮設樋門　完成（H23.6.30 撮影）

北上川 釜谷水門

富士川

富士川

富士川
北上川

水門流出、破堤
北
上
川
→

富
士
川
（
県
）
→

< 平面図 >

< 標準断面図 >

北
上
川
→

旧北上川→

仮設樋門設置予定位置

2.4k 付近
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北
上
川
→

旧
北
上
川
→

災害対策班・災害復旧対策支援班

北上川下流月浜第一水門緊急復旧工事19

浸水状況

●工事場所：北上川左岸 1.8k-180

●工事延長：１基

●被災状況：水門設備流失（損傷）

　　※土木関係緊急災なし

●着手月日：平成２３年４月１６日

●完了月日：平成２３年６月１５日

●工事内容：仮設操作盤設置

●施工業者：三菱重工鉄構エンジニアリング㈱

平成 23 年 3 月 23 日　アジア航測撮影

月浜第一水門損傷

復旧完了変形したゲート駆動用油圧シリンダー

仮設操作盤設置　浸水したゲート操作盤

月浜第一水門

水門設備流出（損傷）

北
上
川
→

▼浸水ライン

新北上大橋
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北
上
川
→

旧
北
上
川
→

災害対策班・災害復旧対策支援班

北上川下流鬼橋排水樋管緊急復旧工事20

管体亀裂の状況

●工事場所：北上川左岸 36. 2k+150

●工事延長：１基

●被災状況：管体亀裂＆沈下《鬼橋排水樋管》

●着手月日：平成２３年４月１６日

●完了月日：平成２３年７月１１日

●工事内容：仮堤防

●施工業者：㈱佐々木建設ﾞ

平成 23 年 3 月 23 日　アジア航測撮影 北上川左岸 36.3ｋ付近　鬼橋排水樋管損傷 復旧作業状況（H23.6.27 撮影） 仮堤防設置完了状況 (H23.7.11 撮影 )

北上川 新米谷大橋

< 平面図 >

< 標準断面図 >

管体亀裂＆沈下

北
上
川
→

新米谷大橋
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鳴瀬川→

吉田川→

江合川→

災害対策班・災害復旧対策支援班

江合川福浦地区緊急復旧工事21

堤体亀裂の状況

●工事場所：江合川右岸 29.2k+100 ～ 29.4+60

●工事延長：１６０ｍ

●被災状況：堤体亀裂

　 川表法面崩落（液状化）

●着手月日：平成２３年４月１６日

●完了月日：平成２３年５月１日

●工事内容：盛土、ﾌﾞﾛｯｸ張り

●施工業者：菅甚建設㈱

4月16日

5月  1日

9時 着手　復旧盛土完了
ブロック張り完了

緊急復旧工事　完了

平成 23 年 3 月 23 日　アジア航測撮影 江合川右岸 29.4ｋ付近　法面崩落 復旧作業状況（H23.4.27 撮影） 緊急復旧工事 完了（H23.5.3 撮影）

江合川

江合川

江合川

堤体亀裂

川表法面崩落（液状化）

29.2k+100

29.4k+60

江
合
川
→

< 平面図 >

< 標準断面図 >

清水川頭首工（土改・農）

桜の目橋（県）
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鳴瀬川→

鳴
瀬
川
→

吉田川→

江合川→

災害対策班・災害復旧対策支援班

鳴瀬川野蒜地区緊急復旧工事22

堤防沈下の状況

●工事場所：鳴瀬川右岸 0.0k ～ 0.4k+20

●工事延長：４２０ｍ

●被災状況：特殊堤流失

●着手月日：平成２３年４月１７日

●完了月日：平成２３年６月１１日

●工事内容：盛土、ブロック張り

●施工業者：㈱鈴亀建設

4月17日

6月11日

9時 着手　ブロック張り完了
復旧盛土完了 

緊急復旧工事　完了
平成 23 年 3 月 23 日　アジア航測撮影 鳴瀬川右岸 0.0k 付近 特殊堤流出 復旧作業状況　（H23.5.2 撮影） 緊急復旧工事 完了（H23.6.11 撮影）

鳴瀬川

鳴瀬川

鳴瀬川

鳴瀬川右岸 0.2k 付近 特殊堤流出 復旧作業状況　（H23.5.3 撮影） 緊急復旧工事 完了（H23.6.11 撮影）

鳴瀬川鳴瀬川

鳴瀬川

特殊堤流失

L=420m

0.4k+20

0.0k

吉
田
川
→

鳴
瀬
川
→

< 平面図 >

< 標準断面図 >

JR 仙石線
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鳴瀬川→

鳴
瀬
川
→

吉田川→

江合川→

災害対策班・災害復旧対策支援班

鳴瀬川下伊場野地区緊急復旧工事23

堤防沈下の状況

堤防亀裂の状況

●工事場所：鳴瀬川右岸 29.7k+120 ～ 30.1k

●工事延長：２４０ｍ

●被災状況：堤防沈下、堤体亀裂

　　　　　　　　 川裏法面崩壊

●着手月日：平成２３年４月１７日

●完了月日：平成２３年５月２６日

●工事内容：盛土、ブロック張り

●施工業者：㈱及川工務店

4月17日

５月２６日

9時 着手　復旧盛土完了
ブロック張り完了 

緊急復旧工事　完了
平成 23 年 3 月 23 日　アジア航測撮影 鳴瀬川右岸 29.9k 付近 堤防沈下 復旧作業状況　（H23.4.25 撮影） 緊急復旧工事　完了　（H23.5.25 撮影）

鳴瀬川

鳴瀬川

鳴瀬川

鳴瀬川右岸 30.1 付近 堤防沈下 復旧作業状況　（H23.4.23 撮影） 緊急復旧工事 完了　（H23.5.23 撮影）

鳴瀬川

鳴瀬川

鳴瀬川

鳴瀬川

堤防沈下、堤体亀裂

川裏法面崩落

L=240m

30.1k

29.7k+120

鳴
瀬
川
→

< 平面図 >

< 標準断面図 >

志田橋
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旧北上川

中瀬

石巻大橋

内海橋

3月19日国土地理院撮影

① 既存堤防嵩上げの状況 ② Ｌ型擁壁設置の状況

①

②

9月2日撮影4月8日撮影9月2日撮影4月8日撮影

地盤沈下・護岸被災に伴う満潮時の浸水を軽減するため、当面の緊急高潮対策として、石巻大橋から下流の必要

な箇所で大型土のう等を設置し、6月25日完了。引き続き、震災前の高潮堤機能の復旧のため、既存施設の嵩上げ

やＬ型擁壁設置などの整備及び排水ポンプ設置のための仮設排水ますの整備などを実施し、これらの緊急対策が8

月31日概成。台風12号の接近に備え、排水ポンプ車の緊急配備も行いました。今後は、迅速な復興に資するよ

う、地域の復興計画と連携しながら抜本的な治水対策を進めます。

787cm15時55分東松島市

北上川

旧北上川
鳴瀬川

吉田川

岩手県境

大泉

米谷

登米

福地

月浜

門脇

大森

和渕

倉埣

北上大堰

旧北上川分流施設

野蒜

小野

鹿島台

幡谷粕川

落合
高田橋

竹谷

野田橋下中の目
三本木橋

11cm17時40分

第1波〔大泉〕

―欠測

第1波〔米谷〕

43cm16時40分

第1波〔登米〕

424cm15時42分

第1波〔福地〕

7cm18時40分

第1波〔倉埣〕

74cm16時50分

第1波〔和渕〕

－欠測

第1波〔大森〕

－欠測

第1波〔門脇〕

短台

15cm17時10分

第1波〔短台〕江合川

4cm16時30分

第1波〔竹谷〕

35cm16時40分

第1波〔幡谷〕

第1波〔野蒜〕

512cm16時00分

第1波〔小野〕

559cm16時00分

第1波〔小野〕

151cm16時20分

第1波〔鹿島台〕

151cm16時20分

第1波〔鹿島台〕

柳津

55cm16時20分

第1波〔柳津〕

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

岩手県

宮城県

登米市

大崎市

石巻市

米谷大橋

登米大橋

柳津大橋

飯野川橋

日和大橋

石巻大橋

内海橋

開北橋

天王橋

神取橋

豊里大橋

北上大橋

鳴瀬大橋

東松島大橋

鳴瀬奥松島大橋

木間塚大橋

感恩橋野田橋

志田橋

三本木橋

新三本木大橋

及川橋

二子屋橋

品井沼大橋

大郷大橋

粕川橋
悟溪寺橋落合橋

高田橋

新田橋

※この数値は観測所の１０分データにより算出された波高を表示し

ております。（鳴瀬川河口の「野蒜」及び北上川の「福地」水位観

測所については、分データによる波高を表示しております。）

◎被災家屋棟数（エリアによる推計、全体の約60％が被災）

　市内全家屋　128,000棟

　全 壊 家 屋　  84,749棟

　半 壊 家 屋　147,169棟

◎道路、橋梁被害状況（橋梁は15m以上のみ）

　道路　2033.7kmのうち被害583km（被災率28.6%）

　橋梁　91橋のうち60橋（被災率65.9%）

◎津波高（痕跡）T.Pm（水位変化）

　北 上 川　8.0（約49km）

　旧北上川　8.4（約33km）

　鳴 瀬 川　7.0（約15km）

　名 取 川　9.0（約7km）

　阿武隈川　10.0（約13km）

地殻変動により海抜ゼロメートル地帯が拡大。

国土地理院が平成23年4月5日〜10日にわたり全地球測位システム(GPS)で

太平洋28点の水準点・三角点を測定したところ、牡鹿半島で120cm、

女川町で89cm、石巻市渡波で78cmの地盤沈下を観測した。

◎地盤沈下

　石巻市渡波字神明　−78cm（一等水準点）

　石巻市渡波字貉坂山　−67cm（四等三角点）

　東松島市矢本字穴尻　−43cm（一等水準点）

　東松島市矢本字上舘下　−38cm（二等三角点）

　北上川河口周辺の地盤沈下量は約65cm。阿武隈川の河口部で約80〜20cm。

■石巻市被害内容 ■０メートル地帯の拡大

※参考

国土地理院　平成23年（2011年）東北地方太平洋地震に伴う地盤沈下調査

（http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/sokuchikijun40003.html）

石巻市（http://www.city.ishinomaki.lg.jp/mpsdata/web/7353/hisai.pdf）

災害対策班・災害復旧対策支援班

旧北上川の地盤沈下に伴う緊急高潮対策 河川への津波の遡上状況（9月2日現在）

コンクリート擁壁嵩上げ又はＬ型擁壁施工範囲

仮設排水ます設置箇所

北上川

旧北上川

江合川

鳴瀬川

吉田川

凡　例

●
水位観測所名

※地震による故障のため修正

－欠測

第1波〔月浜〕

河口からの距離

（北上川）

河口からの距離

（旧北上川）

野蒜   ０km

小野   ４km

鹿島台 ９km

幡谷 １４km

竹谷 １７km

河口からの距離

（鳴瀬川）

月浜　０km

福地　８km

柳津２５km

登米３２km

米谷３７km

大泉４９km

門脇１km

大森１３km

和渕２２km

短台２６km

倉埣３３km
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総括班・総括係

災害への対応
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3.11東日本大震災情報の内容
経過
日数

月日 時間 分類 3.11東日本大震災情報の内容
経過
日数

月日 時間 分類 3.11東日本大震災情報の内容
経過
日数

月日 時間 分類3.11東日本大震災情報の内容
経過
日数

月日 時間 分類 3.11東日本大震災情報の内容
経過
日数

月日 時間 分類 3.11東日本大震災情報の内容
経過
日数

月日 時間 分類3.11東日本大震災情報の内容
経過
日数

月日 時間 分類

総括班・総括係

東日本大震災　時系列整理簿

3　月

初日 3/11 14:46 地震・警報 東日本大震災発生（栗原市　震度 7　Ｍ9.0）

14:46 支部体制 事務所　非常体制

14:46 地震・警報 大津波警報　発令 

14:46 情報 避難指示（石巻市 :６万世帯すべて、
東松島市 :１万５千世帯すべて）

14:46 ライフライン 県内停電により、非常電源へ切替

14:46 記者発表 第１報　非常体制

14:46 ライフライン 電話不通・インターネット不可

14:46 状況把握 テレビによる情報収集

14:46 状況把握 電気通信設備施設点検開始

15:09 施設状況 北上下流～箟岳間マイクロ回線障害発生

16:45 記者発表 第２報　発生状況

18:30 所内会議 所内打合せ

18:30 施設状況 CCTV バッテリー切れ (一部を除く）

18:30 施設状況 視聴可（脇谷側水門・鴇波側水門）

18:30 避難 住民が事務所へ避難（約 20 名）

23:15 避難 石巻市長　事務所へ避難

2 3/12

2 3/12

3 3/13

1:15 避難 石巻市長　日赤病院（市災対本部）へ自衛隊により移動

6:00 状況把握 点検開始　指示

7:00 要請 石巻市長来所　人命救助用に船の借用依頼
飯野川１艇、鹿島台１艇（自衛隊へ）

7:20 記者発表 第３報　点検開始

7:20 要請 石巻市（桜田部長）より住吉、釜ポンプ場に
水中ポンプ手配要請

8:30 ライフライン 石巻市へ衛星携帯　貸出（石巻市との連絡路確保）

8:45 要請 石巻市（高田室長）より、排水ポンプ車の確認と
要請先（防災課）を連絡

9:00 リエゾン 市役所へ現地調査を兼ねて調査課長・小島原出発（自転車）

9:20 記者発表 記者発表（第４報）

9:35 ポンプ車 排水ポンプ車出動（米谷出張所）

9:50 状況把握 北上川 R5.4 津波により越水（昨日の第１波時
鈴亀建設作業員１名行方不明）
＜北上川下流護岸等補修工事＞

9:50 記者発表 記者発表（第５報）

10:10 状況把握 北上大堰 No.3 ゲート傾斜異常発生

10:25 要請 防災エキスパート派遣要請 12 名

11:10 リエゾン 調査課長・小島原、現地調査より帰庁

11:25 ポンプ車 排水ポンプ車（米谷）到着（運河交流館駐車場）

11:30 現地応援 北上大堰（飯野川）へ管理課専門職（機械）出発

12:00 記者発表 記者発表（第６報）

12:20 現地応援 釜閘門（運河出口）に現地調査へ清水野監督官、間山係長出発

12:20 現地応援 水押第三樋管付近へ排水ポンプ車設置のための
事前作業開始
宮本堰管・梅津係長・（用地）柳川課長・佐藤係長
・吉田係長・安倍専門官（計６名）

12:55 現地応援 排水ポンプ車設置作業現場（水押）へ伊藤専門調査員出発

13:10 現地応援 排水ポンプ車設置作業現場（水押）へ伊藤専門調査員到着

13:30 現地応援 伊藤専門調査員帰庁

13:40 現地応援 宮本堰管帰庁

13:45 現地応援 水押第三樋管へ→
梅津係長（品確）・吉田係長（用地）・佐藤係長（用地）

13:45 現地応援 清水野監督官、間山係長帰庁

13:50 ポンプ車 釜閘門（運河出口）へ 60m3/s　設置
　→宮本堰管・安倍専門官・柳川課長

14:00 現地応援 小川専門職、上谷地橋付近災害対応へ出発

14:30 リエゾン 新庄河川からリエゾン３名が石巻へ出発

14:40 現地応援 水押第 3樋管へ小島原出発

15:07 ポンプ車 排水ポンプ車・照明車が運河交流館へ到着した
との連絡が鹿島台（出）に入った

15:12 現地応援 石巻市役所へのルート確認のため間山係長出発

15:15 現地応援 水押第 3樋管から小島原技官帰庁

15:35 リエゾン 黒沼専門官・松倉係長（新庄河川）がリエゾンと
して事務所到着、当面事務所待機

16:10 状況把握 江合川点検開始（三協技術 (株 )）

16:25 現地応援 間山係長帰庁

16:30 ポンプ車 住吉・ポンプ排水開始（照明車も到着済み）

16:36 現地応援 小川専門職帰庁

16:50 現地応援 上釜ポンプ場へ調査課長・伊藤専門調査員出発

16:55 ポンプ車 上釜ポンプ場排水開始（照明車到着済み、設置作業中）

17:00 現地応援 運河交流館へ小島原出発（排水ポンプ車確認）

17:20 ライフライン 庁舎Ａ重油、地下タンクより補充し約１日分追加確保（報告）

17:53 現地応援 調査課長・伊藤専門調査員帰庁

18:20 現地応援 石巻市（ムラマツ・スガﾞ）2名、釜閘門へ向かう

18:30 現地応援 梅津係長・吉田係長・佐藤係長帰庁

18:47 現地応援 齋藤調査課長、伊藤（龍）専門調査員、大樋排水樋管へ向かう。

18:50 給油 金原土建が、ポンプ車の軽油補給のため、住吉へ出発。
19:05 現地応援 宮本堰官帰庁

19:26 ポンプ車 飯野川（出）追波格納庫より排水ポンプ車出動 3 3/13

4 3/14

4 3/14

5 3/15

19:53 現地応援 伊藤（龍）専門調査員、間山係長が上釜ポンプ場へ向かう。

20:20 地震・警報 大津波警報を津波警報に切替

20:47 ポンプ車 飯野川（出）住吉第２樋管に排水ポンプ車到着

17:35
18:00

現地応援 TEC-FORCE 用の図面を鹿島台（出）に届ける手配

中家係長・阿部係長出発

0:05 施設状況 北上下流～箟岳間マイクロ回線復旧

（日本無線㈱対応：本局指示）

4:30 ポンプ車 大崎（出）ポンプ車　出発

6:30 現地応援 宮本堰管　釜閘門へ出発（⇒11:04 帰庁）　

7:30 地震・警報 津波警報を津波注意報に切替

7:30 現地応援 間山係長　補給のため、住吉へ出発（⇒9:00 帰庁）　

7:30 リエゾン 柳川課長､吉田係長 東松島市役所 (先遣隊 )　（⇒10:10 帰庁）

8:20 要請 石巻市役所スガさん、ポンプの増強、今後のゴミ

処理のお願い、軽油の補給方法

8:45 現地応援 齋藤　調査課長､小島原技官  業者手配へ出発（⇒11:10 帰庁 )

8:50 現地応援 鹿島台（出）へ（工二　斉藤課長､ 用一 岩渕課長 )

テックフォース対応　（⇒14:51 帰庁）

9:00 ライフライン 軽油補給用ドラム缶持参 (瀬崎 ) 2tﾄﾗｯｸ

9:10 現地応援 飯野川出張所河川巡視応援として応用地質２名出発

9:35 状況把握 月浜防潮・月浜第二　操作員各１名　行方不明

（管理課長へ連絡あり）

9:45 記者発表 第９報　８時現在の状況について

9:50 情報 宮城県東部土木事務所⇒宮城県東部下水道事務所

へ機能移転中（夕方完了見込）

10:10 リエゾン 先遣隊帰庁（東松島：柳川課長、吉田係長）

10:20 TEC-FORCE TEC-FORCE　北陸地整　河川第２班（4名）、

砂防第 1班（4名）鹿島台出張所到着

10:30 現地応援 釜閘門へ情報連絡　出発 (管理 米沢専調員）（⇒12:00 帰庁）

10:30 ポンプ車 東松島市要請により、東松島市赤井（R45 石巻側）

に排水ポンプ車 30min/ 分（鹿島台出張所配備）手配
10:40 TEC-FORCE TEC-FORCE　北陸地整　河川第１班（4名）、

砂防第２班（4名）鹿島台出張所到着

11:00 現地応援 上記ポンプ車　対応　出発（品確課長、吉田係長）

（建設石巻３２）　⇒（15:46　帰庁 )

11:04 現地応援 宮本堰管（釜閘門より）帰庁

11:10 現地応援 齋藤　調査課長､小島原技官（業者手配より）  帰庁

11:15 リエゾン 石巻市より派遣２名の内１名（ムラマツ）が交代の

ためもどる（交代要員：時間は未定）

11:28 施設状況 住吉ポンプ場　稼動開始

11:30 現地応援 管理課　吾妻専門職　真野川水門へ　出発（13:42 帰庁）

11:40 状況把握 石巻市内の浸水調査　出発（調査課長、伊藤専調員、

小島原技官）（建設石巻 50）⇒3人（15:52 帰庁）

12:00 現地応援 米沢専調員（釜閘門へ情報連絡）　帰庁

12:00 防災エキスパート 建設協会より　防災エキスパート 3名を夕方

事務所着で手配したとのこと

12:10 TEC-FORCE TEC-FORCE　東北地整本局（3名）鹿島台出張所到着

12:30 ポンプ車 東松島市赤井（R45 石巻側）に鹿島台配備排水ポンプ車到着

12:30 TEC-FORCE TEC-FORCE　東北・北陸ミーティング開始（終了 13:25）

12:45 記者発表 第 10 報　11 時現在の状況について

12:50 TEC-FORCE TEC-FORCE　中部地整　砂防第 1班（4名）鹿島台出張所

13:00 ライフライン 相澤係員、現場技術員、ケーネス㈱　箟岳中継局発電設備燃料補給

鞍坪排水機場より 120Ｌ移送（19:00 完了）

13:20 状況把握 真野川水門より 200m 上流右岸決壊の恐れあり　宮城県へ連絡

13:20 TEC-FORCE TEC-FORCE　東北・中部ミーティング開始（終了 13:45）

13:30 TEC-FORCE TEC-FORCE　北陸地整　河川１、河川２、砂防１、砂防２　出張所出発

13:35 状況把握 下山係長　東部下水道（東部土木事務所）へ向かう

13:37 状況把握 小島原技官　帰庁

13:42 状況把握 吾妻専門職  帰庁

13:50 TEC-FORCE TEC-FORCE　中部地整　砂防１出張所出発

13:50 状況把握 旧北　左岸　4.2（+150m）k　石積護岸流出により天端の
舗装が浮いている状況。見た目は通行可能だが危険。維持業者
が廃材により通行をふさいでいる。（石巻市へ伝達 14:13）

14:00 状況把握 下山係長（東部下水道）　帰庁

14:44 施設状況 真野川水門のゲートが開操作　稼働中との情報（確認中）

14:51 現地応援 工二　斉藤課長､ 用一 岩渕課長（鹿島台（出）より）　帰庁

15:00 防災エキスパート 防災エキスパート１名（菊池良夫さん：鹿島台（出）へ）　出発

15:00 ライフライン 経理課等職員事務所　発電設備燃料補給
事務所ボイラー用より　200Ｌ移送

15:15 ポンプ車 東松島市赤井（R45 石巻側）の排水ポンプ車　排水開始

15:38 現地応援 小島原技官　市内連絡　再出発　⇒　帰庁（15:52）
15:46 現地応援 品確課長、吉田係長（東松島市赤井（R45 石巻側）の排水ポンプ車対応）　帰庁

15:52 状況把握 調査課長、伊藤専調員、小島原技官（石巻市内の浸水調査）帰庁

16:20 リエゾン 東松島へ　出発（品確課長、吉田係長）→17:42　帰庁

16:25 現地応援 支援班（森吉山ダム：鈴木係長→飯野川、熊谷係長→涌谷へ）

16:30 リエゾン リエゾン派遣（黒沼専門官、松倉係長）及び調査課長、
小島原技官　石巻市へ出発（建設石巻 32：調査課長 31）
→　17:35　石巻市　着

16:30 TEC-FORCE TEC-FORCE　北陸・中部地整現地調査終了（17:00　解散）

16:45 防災エキスパート 防災エキスパート（秋田より）３名着

16:50 防災エキスパート 防災エキスパート　出発（川村公一さん：涌谷、
奥山清一さん：大崎、高橋勇一さん：事務所　総務班へ）

16:50 TEC-FORCE TEC-FORCE　近畿地整　河川第 1班（5名）、河川第２班（5名）、
河川第 3班（5名）、河川第４班（５名）、機械班（３名）、
総務班（２名）　計 25 名　鹿島台出張所到着

17:00 記者発表 第 11 報　14 時現在の状況について

17:00 TEC-FORCE TEC-FORCE　東北・近畿ミーティング開始（終了 17:30）

17:25 現地応援 支援班　（北上ダム統：古川さん→鹿島台、胆沢ダム：山内さん→大崎へ）

17:35 現地応援 物資輸送の為、鹿島台（出）へ（工二　安倍専門官）　出発

17:35 リエゾン リエゾン派遣（黒沼専門官、松倉係長）石巻市到着（建設石巻 32）

17:42 現地応援 品確課長、吉田係長（東松島 R45 ポンプ設置箇所）　帰庁

17:53 現地応援 支援班　（津軽ダム：林専門職→鳴瀬（出）、
　　　　最上ダム統：福士係長→米谷（出）へ）

17:58 地震・警報 津波注意報　解除

18:10 現地応援 調査課長、小島原技官（石巻市より）　帰庁

18:20 TEC-FORCE TEC-FORCE　近畿地整解散

18:50 現地応援 安倍専門官（鹿島台（出）より）　帰庁

19:00 支部体制 【砂防】非常⇒注意体制へ

19:30 所内会議 所内打ち合わせ

20:00 ライフライン 相澤係員、現場技術員　事務所発電設備用燃料補給
鞍坪排水機場より 160Ｌ移送

22:10 資材 胆沢ダム（所長より）から鹿島台（出）へ資材出発

22:15 資材 岩手河国（水沢発）（今所長より）から鹿島台（出）へ資材（杭・石灰）出発

1:00 災害対策車応援 北陸地整応援隊が事務所へ到着

・排水ポンプ車 3台・照明車 2台・作業車 7台　
　人数計 23 名災害車両設置箇所へ移動
・宮本堰管　　釜閘門へ
・新田課長　　定川橋（R45）へ
・佐々木係長　石巻工業高校へ

1:15 現地応援

2:30 現地応援 新田課長　定川橋より帰庁

2:35 現地応援 宮本堰管　釜閘門より帰庁

2:45 現地応援 佐々木係長　石巻工業高校より帰庁

6:00 現地応援 災害車両設置作業の為

・宮本堰管　釜閘門（配備のみ）、定川橋 (R45) へ
⇒（8:40 作業中を確認）⇒8:50 帰庁
・佐々木係長　石巻工業高校へ⇒7:00 排水開始⇒8:50 帰庁

6:00 復旧作業 石巻市針岡地先　新北上川右岸 4.0k ～ 4.6k　
復旧作業開始（BH１台・DT７台）

7:00 現地応援 宮本堰管、吉田係長　東松島市へ

8:15 現地応援 千葉専門員　運河交流館　確認出発　⇒8:50 帰庁

9:00 現地応援 間山係長、伊藤専調員　水深調査　出発（市役所周辺
：R45→大街道→山→市役所ルート）⇒12:20 帰庁

9:00 防災エキスパート エキスパート　大崎出張所から移動開始
　・堀井 繁 → 飯野川　・菅原 賢一 → 米谷
　・菅原 信雄 → 鳴瀬⇒10:20 鳴瀬着

9:30 記者発表 第１２報　石巻市針岡地先の緊急復旧工事の着手

10:00 TEC-FORCE 北陸河川第２班、砂防第１班、砂防第２班　到着（10:30 発）

10:10 津波情報 宮古市で津波２ｍ観測と本局から情報提供あり
（気象庁 HP・TV で確認とれず）
→管内の作業員へ連絡開始　⇒本局より 12:55 に解除

10:20 TEC-FORCE 北陸河川第１班、河川第３班、河川第４班、砂防
第３班、砂防第４班　到着（10:30 発以降随時）

10:30 TEC-FORCE 近畿 TEC-FORCE　大崎出張所到着
　ガソリン不足のため先遣隊（１台）のみ鹿島台へ
　他は大崎出張所で待機

10:35 TEC-FORCE 中部砂防第１班到着

10:40 TEC-FORCE 近畿河川第４班、機械班到着（14:00 出発）

11:00 津波情報 大船渡で５ｍの引き波観測（NHK）、新地町（福島）
沖合いで３ｍ程の波を確認（NHK：消防ヘリ）

11:05 TEC-FORCE 大津波警報発令につき北陸河川第４班、北陸砂防
第３班が出張所待機

11:30 津波情報 気象庁：現時点で津波は観測されていない。地震の観測もない。

11:40 TEC-FORCE 北陸河川第４班、北陸砂防第３班が出張所出発
（調査箇所は北陸地整範囲内で振り替え）

12:20 現地応援 間山係長、伊藤専調員（水深調査）　帰庁

12:20 TEC-FORCE 近畿河川第１班、河川第２班、河川第３班　到着（14:00 出発）
12:55 津波情報 本局から情報提供があった津波情報による避難を解除（本局へ確認済）

13:10 施設状況 鳴瀬パトカー故障（燃料に不純物の可能性）

13:20 要請 事務所間相互応援要請　２名（鳴総から）

13:25 要請 月浜第一水門に排水ポンプ車 60ｔ、照明車 1台要請

14:30 TEC-FORCE 中国地整河川第 1班（4名）、河川第 2班（4名）
計 8名　鹿島台出張所　到着

14:40 TEC-FORCE 東北・中国ミーティング開始（終了 15:10）

14:45 現地応援 旧北（和渕）現地調査発：清水野監督官、間山係長（無線 34）

14:45 要請 宮城県建設業協会、出動要請は後処理で行う旨 TEL 連絡済

14:55 現地応援 旧北上川樋門樋管状況調査（運河交流館～石巻大橋）
伊藤専調員・小島原　出発

15:20 TEC-FORCE 中国地整河川第１班、河川第２班　現地調査開始。そのまま解散

15:35 要請 事務所間相互応援要請２名（鳴総　佐々木係長・齋藤技官）到着→情報収集班へ

15:55 現地応援 旧北（和渕）現地調査の２名（清水野監督官・間山係長）事務所着

16:00 現地応援 宮本堰管、吉田係長（用地）帰庁

16:30 現地応援 佐々木係長　蛇田排水機場

16:35 TEC-FORCE 四国地整河川第１班（3名）、河川第 2班（3名）、
砂防第 1班（3名）　計 9名　鹿島台出張所　到着

16:45 TEC-FORCE 東北・四国ミーティング開始（終了 17:15）。その後解散

16:45 TEC-FORCE 北陸地整（計 8班）、中部地整（計 1班）、近畿地整（計 5班）出張所　到着　
その後、北陸地整、中部地整は解散。近畿地整は鹿島台出張所宿

16:50 現地応援 伊藤専調員、小島原技官帰庁

17:00 リエゾン 東松島市役所災対本部へ吉田係長（用地）が K-cos を配備するため出発

17:00 施設状況 宮城県北部迂回ルート構築　K-COSMOS 使用可（本局対応）

17:40 要請 袋谷地樋管（市管理）について、吐き口のゴミ除去後、
内外水位差を確認しゲートを開けるよう連絡済
石油連盟（衛星携帯）より 2万リットル（A重油：20t ローリー）

20:40 現地応援 佐々木係長　蛇田排水機場より帰庁

21:05 ポンプ車 月浜第一水門にて排水開始（排水ポンプ車 60ｔ、照明車 1台）

22:00 記者発表 第 13 報　21 時 30 分現在の復旧状況について

23:55 ライフライン 官邸リエゾン情報、A重油の件 14,000 ㍑積載し
出発し 15 日 14 時頃到着予定

本省防災センターイワダテさん 03-5253-8833（内線 57103) より
東北電力㈱女川原子力発電所→事務所来所
・女川原子力発電所に所員 1300 人、地域住民 700 人が避難し孤立状態。
・取水が停電のため停止中。また送水管も被災している。
・2000 人の生活用水確保のため、北上大堰管理橋から直接ポンプで取水したい。

要請

事情やむを得ないため了解
大崎広域水道→本局水政課（電話連絡）
・早期の送水再開のための復旧工事（地震により被災（可撓継手の
　ずれ）箇所の修理）の一時占用要請

要請

事情やむを得ないため了解
相澤係員、現場技術員　事務所発電設備用燃料補給

ライフライン

鞍坪排水機場より 180Ｌ移送
経理課等職員事務所　発電設備燃料補給
事務所ボイラー用より　200Ｌ移送

ライフライン

ライフライン 日本スタンドＳ事務所発電設備燃料補給
　・事務所ボイラー用より 2000Ｌ移送
　・追波川排水機場より 4000Ｌ移送

緊急復旧作業 2  北上川下流釜谷地区緊急復旧工事　着手

5:35 現地応援 佐々木係長　蛇田排水機場へ出発（無線 33）→10:30 帰庁

7:00 復旧作業 石巻市北上町十三浜にて緊急復旧工事に着手

7:50 ポンプ車 蛇田排水機場　排水ポンプ車 30t（飯野川）運転開始

7:50 現地応援 吾妻専門職  大樋樋管へ出発　→　15:45　帰庁

8:00 TEC-FORCE 近畿河川第１班、河川第２班、河川第３班、河川第４班が出張所　出発

8:15 リエゾン 石巻市リエゾン情報：市役所まわりの浸水はなくなった。
車の往来が行われている。住吉に設置した排水ポンプ１台、
長林寺（600ｍ位上流）へ昨日（14 日）の時点で移動済み

8:30 TEC-FORCE 近畿機械班が出張所　出発

8:50 状況把握 現地調査（旧北：市内→右岸内海橋周辺→真野川水門下流）
自転車「伊藤、鳴総佐々木」kcos740-242-37 昼頃戻り予定

8:53 TEC-FORCE 中部地整砂防第１班が出張所　到着（AM 内業中）

9:00 状況把握 現地調査（鳴瀬川河口～松島方面）ステップワゴン
「清水野、熊谷」kcos740-242-01

9:00 状況把握 相澤技官、渡辺技術員が鞍坪排水機場へ出発
（ステップワゴン K-ｃos740-242-03）→13:00 帰庁
鞍坪排水機場ルート調査（ローリー搬入用）。搬入ルート無しと断定
燃料確保場所：鞍坪→大江川排水機場に変更

9:20 状況把握 石巻市役所周辺の浸水はなくなった。

9:28 情報 福島第１原発の水蒸気爆発に伴う放射能漏れについて、
事務所各位連絡
上記の件について、降雨と共に放射能が降り注ぐ等の一
部情報が流れているが、政府では人体に及ぼす影響はな
いとしている。作業員からの問い合わせには、安心して
作業を続けるよう指示してください。

9:58 状況把握 現地調査班（伊藤、佐々木）情報：内海橋は残っているが舟が
引っかかっている為、通行不可。右岸の浸水は引いている。

10:12 TEC-FORCE

TEC-FORCE

北陸砂防第２班が出張所　到着

10:20 記者発表 第 14 報　石巻市十三浜での緊急復旧工事着手について

10:30 北陸砂防第２班が出張所　出発
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10:30 現地応援 佐々木係長（蛇田排水機場より）　帰庁

10:40 TEC-FORCE 北陸河川第 1～ 4班、北陸砂防第 1、3、4班が出張所　到着

11:00 TEC-FORCE 北陸班が出張所　出発

11:15 リエゾン 石巻市リエゾン情報：旧北上川の状況不明

11:45 リエゾン 石巻市リエゾン交替要員（新庄：伊藤監督官、千葉係長）事務所着

12:00 リエゾン 石巻市リエゾン交替要員（新庄：伊藤監督官、千葉係長）及び調査課長　出発

12:55 状況把握 清水野監督官、熊谷（鳴瀬川河口～松島方面）　帰庁

13:00 災害対策車応援 東松島市リエゾン情報：北海道開発局の衛星通信車、
明日（16 日）東松島市の災対本部用として利用。
（函館 14:00　フェリー発　深夜着）

13:00 現地応援 相澤技官、渡辺技術員（鞍坪排水機場より）　帰庁

13:00 現地応援 鈴木専門職　釜閘門へ（K-cos740-242-02)→19:20 帰庁

13:25 リエゾン 宮本堰管　東松島市役所へ（建設石巻 31）（K-cos 740-242-01）　　　　
16:00　鹿島台（出）から東松島へ出発　→　20:05 帰庁

13:54 状況把握 伊藤、鳴総佐々木（現地調査より）　帰庁　

14:00 ポンプ車 住吉ポンプ場の排水ポンプ車（鹿島台：30ｔ）を月浜第１水門へ移動
月浜第１水門の排水ポンプ車（飯野川：60ｔ）を内水排除に切替

14:30 リエゾン 石巻市リエゾン及び調査課長　帰庁（リエゾンは新庄へ帰庁）

15:00 防災エキスパート 防災エキスパート　高橋勇一さん　秋田へ帰宅

15:20 情報 宮城県河川課　フジサワさんの情報。
「県の状況としては、目視により状況を確認中。詳細は不明」

15:45 現地応援 吾妻専門職（大樋樋管より）　帰庁

16:00 TEC-FORCE 北陸河川 1班・砂防 1班、中国河川 1,2 班出張所到着

16:25 TEC-FORCE 北陸河川 2班・砂防 2班出張所到着

16:35 TEC-FORCE 北陸河川 3班・近畿河川 4班出張所到着

16:45 TEC-FORCE 近畿河川 3班出張所到着

16:50 TEC-FORCE 北陸砂防 3班、河川 4班出張所到着

17:00 TEC-FORCE 北陸砂防 4班出張所到着

17:10 TEC-FORCE 近畿河川 2班出張所到着

17:10 要請 石巻市より月浜第１水門にポンプ増強の要請あり、現在調整中。

17:10 災害対策車応援 中部地整の照明車２台災害復旧現場（月浜第２水門付近）
へ向け仙台西国から出発。

17:25 TEC-FORCE 四国河川 1・2班、近畿機械班出張所到着

17:50 リエゾン 東松島市リエゾン情報：現在排水している所以外今の
ところ要望は無い。（多田建設部長に聞き込み）

17:50 TEC-FORCE 近畿河川 1班出張所到着

18:00 TEC-FORCE 各地整ミーティングの後解散。

18:50 ライフライン 関東地整からの排水ポンプ車用軽油（1,200 ㍑：ドラム缶入り）
鹿島台出張所到着→内 1,000 ㍑を月浜第１水門へ設置
の排水ポンプ車へ補給済

19:20 現地応援 鈴木専門職　（釜閘門より）　帰庁

20:05 リエゾン 宮本堰官　東松島より帰庁

23:00 リエゾン 石巻市リエゾン問合せ：真野川水門下流部の堤防補修時期について。
→状況確認中のため時期は未定。

ライフライン 鳴瀬出張所商用復電

ライフライン 箟岳無線中継所商用復電

ライフライン 日本スタンドサービス㈱　大崎出張所発電設備
燃料補給　大江川排水機場より 250Ｌ移送

ライフライン 日本スタンドサービス㈱　涌谷出張所発電設備
燃料補給　大江川排水機場より 150Ｌ移送

ライフライン 日本スタンドサービス㈱　米谷出張所発電設備
燃料補給　大江川排水機場より 200Ｌ移送

緊急復旧作業 1  北上川下流月浜・橋浦地区緊急復旧工事　着手

0:00 ライフライン 排水ポンプ車の燃料補給（堺課長、佐々木係長）出発→4:00 帰庁

4:00 現地応援 堺課長、佐々木係長　帰庁

8:05 状況把握 新江合川 国道 108 号　荒雄橋　油膜を確認。
維持業者が対応中（詳細は不明）

8:30 現地応援 齋藤用地官、鳴瀬出張所へ応援として向かう。
（兼用堤、通行止の有無、道路管理者との協議のための人員確保）→17:30 帰庁

　

9:05 要請 機械職員３名応援要請（施工企画課長へ）

9:45 現地応援 野蒜水門へ現地調査出発（吾妻専門職、梅津係長）

9:50 ライフライン 自衛隊が鹿島台出張所へ軽油を運搬（10t トラック）
（施工企画課長情報）

10:00 記者発表 第 15 報（緊急復旧工事の状況等について）　

10:30 施設状況 袋谷地第一樋管現地確認（逆流中、ゲート開けすぎ、固着）閉不能

10:45 ポンプ車 石巻市リエゾン情報：排水ポンプ車の稼働状況（10:20 現在）を入手

11:10 TEC-FORCE （電通 TEC-FORCE）本省１名・関東１名が 10:30 本局出発

11:55 現地応援 野蒜水門から帰庁し袋谷地排水樋管へ出発（吾妻専門職、梅津係長）

12:20 TEC-FORCE （電通 TEC-FORCE）本省１名・関東１名が 10:30 本局出発

13:00 現地応援 袋谷地排水樋管から帰庁（吾妻専門職、梅津係長）

14:00 状況把握 相澤技官、技術員２名（阿部、水井）北上川水系電気通信設備巡視
→18:00 帰庁
・月浜水辺プラザ　　情報端末津波により流失
・真野川水門　　　　地盤沈下（約 50ｃｍ）
・大樋排水樋管　　　階段部クラック発生
・北上川右岸 4.5kp　津波により堤防壊滅埋設光ケーブル断
・北上運河交流館　　操作員室浸水により電気通信設備障害

 

15:00 状況把握 門脇水位観測所現地調査（伊藤専調員・佐々木係長（鳴総））
　K-cos740-242-37

15:00 災害対策車応援 衛星通信車（九州）会津若松待機中、
明日（17 日）正午に飯野川出張所に到着予定

17:00 状況把握 伊藤専調員・佐々木係長（鳴総）（水位観測所調査より）帰庁

17:30 状況把握 齋藤用地官、鳴瀬出張所より帰庁

17:30 復旧作業 大崎市古川渕尻（江合川左岸 27.4 ～ 27.8k）にて緊急復旧工事着手

18:00 状況把握 相澤技官、技術員２名（阿部、水井）　帰庁

18:25 TEC-FORCE 機械支援班、北上ダム統管吉村専門職事務所到着

18:30 復旧作業 大崎市古川下中ノ目（鳴瀬川左岸 30.0 ～ 30.5k）にて緊急復旧工事着手

19:00 TEC-FORCE 機械支援班、胆沢ダム川津建設専門官・森吉山ダム落合係長事務所到着

21:00 記者発表 第 16 報　（緊急復旧工事の状況等について）

要請 登米地方広域水道企業団→米谷出張所来所
以下の理由により緊急やむを得ず許可量を超過した取水
も想定されるが了承願いたい。
・3/16 現在地震被害により登米市全域で 6時間 /日の給水制限実施。
・電力復旧に伴い、取水を開始するが送水管の漏水が想定される。
・登米市では被害の大きかった南三陸町の住民の受入も行う予定。
事情やむを得ないため了解

日本スタンドサービス㈱　鳴瀬出張所発電設備
燃料補給　大江川排水機場より 450Ｌ移送

ライフライン

日本スタンドサービス㈱　鳴瀬川中流堰管理所
発電設備燃料補給　船越排水機場より 6000L 移送

ライフライン

緊急復旧作業  6  江合川江合橋下流地区緊急復旧工事　着手

緊急復旧作業 11  鳴瀬川下中ノ目地区緊急復旧工事　着手

7:10 現地応援 東松島市役所へ、中部のポンプ車 4台、照明車 2台配備
のために現地へ向かう（吉村、梅津）→13:35 帰庁

8:00 復旧作業 大崎市古川渕尻（江合川左岸 25.9 ～ 26.9k）にて緊急復旧工事着手

9:25 ポンプ車 東松島市：公民館、ポンプ車 30ｔ・2台排水開始

9:30 記者発表 第 17 報　（緊急復旧工事の状況等について）

10:15 状況把握 旧北上川河口部調査：相澤、ケーネス㈱桜井出発（kcos740-24225）
・住吉公園付近カメラ　　津波による被災を確認
・旧北河口部光ケーブル　確認できず
・日和山公園カメラ　　　引込柱被災を確認
・野蒜水門設備　　　　　被災を確認

10:35 ポンプ車 東松島市：赤井排水機場、ポンプ車 30t・1 台追加排水開始

11:55 情報 情報：9:50 時点でナンコー運輸（GS) 閉鎖

12:00 状況把握 旧北上川河口部調査：相澤、ケーネス桜井帰庁

12:30 リエゾン 石巻市リエゾン交替要員（新庄：栗田監督官、古山係長）
事務所着後石巻市役所へ向かう

12:45 現地応援 小川専門職、鳴瀬出張所へ応援として向かう→18 日 15:30 帰庁

12:50 ポンプ車 東松島市：定川橋右岸、ポンプ車 30t・1 台追加排水開始

13:30 施設状況 情報：大河原堰官より、北上大堰にシジミ舟（壊れている）
が引っかかっている

13:35 リエゾン 東松島市より、吉村・梅津帰庁

13:45 状況把握

13:45 状況把握 相澤技官、（電通 TEC-FORCE）１名、
ケーネス㈱１名旧北上川方面調査
・釜閘門管理事務所　壊滅水位計装置被災を確認 

13:45 状況把握 新北上川方面調査（河原井・渡辺技術員）へ出発（kcos740-20106）→帰庁

13:45 状況把握 釜閘門～旧北上川方面調査（小島、相澤、桜井（ケーネス））
へ出発（kcos740-24225）→19:05 帰庁

14:15 災害対策車応援 月浜（第一水門管理橋）に衛星通信車設置完了し、マイクロ回線使用可

14:20 記者発表 第 18 報（緊急復旧工事の状況等について）　

14:45 状況把握 旧北門脇観測所水位測定（伊藤、佐々木（鳴））
（kcos740-24237）→16:25 帰庁

15:00 ライフライン 自衛隊より、鹿島台出張所に軽油 3,000 ㍑（ドラム缶 15 本）
到着→2,000 ㍑ ( ドラム缶 10 本 ) 排水ポンプ車使用

15:15 リエゾン 石巻市リエゾン（新庄：伊藤監督官、千葉係長）交替し、新庄へ帰庁

15:40 状況把握 調査課長、間山係長　現地調査（定川）（Kcos 740-242-03）→19:20 帰庁

15:50 ライフライン 軽油（胆沢ダムより）1,845 ㍑　出発

16:25 状況把握 伊藤、佐々木（鳴）（旧北門脇観測所水位測定より）　帰庁

18:00 復旧作業 大崎市古川福沼（江合川右岸 26.6 ～ 26.8k）にて緊急復旧工事着手

18:10 記者発表 第 19 報（緊急復旧工事の追加着手について）

18:50 ライフライン 軽油（胆沢ダムより）1,845 ㍑　到着

19:05 状況把握 釜閘門～旧北上川方面調査（小島、相澤、桜井（ケーネス））帰庁

19:20 状況把握 調査課長、間山係長　現地調査（定川）　帰庁

ライフライン 東北電力㈱女川原子力発電所　北上大堰管理橋から取水開始
・取水ポンプ：4インチ×5台
・取水量：2.5 ～ 3.5m3/min
・1 日最大　540m3

ライフライン 宮城県土木部下水道課→電話
地震及び津波による被害のため、北上川下流流域下水道
について 1次処理＋塩素滅菌したものを排水したい。
事情やむを得ないため了解

ライフライン 鳴瀬川中流堰管理所商用復電

ライフライン 米谷出張所商用復電

ライフライン 大崎出張所商用復電

ライフライン 桑折江堰管理所商用復電

ライフライン 脇谷側水門商用復電

施設状況 電気設備巡回調査（高橋電気商会㈱）
・野蒜水門　　：排風フードより浸水した模様
・米谷出張所　：異常なし
・岩之沢樋門　：ＭＣＢ機構部不具合あり

緊急復旧作業  5  江合川渕尻地区緊急復旧工事　着手

緊急復旧作業  7  江合川福沼地区緊急復旧工事　着手

7:10 状況把握 石巻リエゾンより情報、油の流出事故発生。
鹿又天王橋下に流れ着いた船から流出。
（河南消防団から 6:30 に市へ連絡あり。消防署河南出張所へ連絡済）

9:00 ライフライン 追波川格納庫へ空ドラム缶 40 本手配中

9:15 状況把握 新北（十三浜）「水深・被災・痕跡」状況調査
（伊藤、澤田）出発（kcos740-24237）
（車：エスティマ k-cos740-242004）→16:00 帰庁

9:15 状況把握 新北河口部水門設備調査（吾妻、川津、落合）出発
（車：セレナ kcos740-24210）→17:05 帰庁

9:20 状況把握 東松島市浸水調査（間山・鳴総佐々木）出発
kcos 高橋（740-24203）　→15:30 帰庁

10:10 ライフライン 東松島市リエゾン（外山）に油補給（福島より PM2,000 ㍑
到着予定）の案内について確認（市役所で対応するとのこと）

10:50 状況把握 相澤・小島：北上川テレメータ被害状況調査出発
（kcos740-20106）　→13:45 帰庁

11:15 現地応援 東松島市へ梅津係長出発（給油確認のため同行）
（kcos740-242-61)→16:05 帰庁

11:50 現地応援 佐々木係長給油箇所案内のため出発（kcos740-242-11)→18:40 帰庁

12:00 ライフライン 湯沢河国より灯油 2,030 ㍑出発→飯野川に向かう

12:20 ポンプ車 新北上川水系　女川地区排水ポンプ車（中国 18-4705）30ｔ排水開始

12:40 現地応援 梅津係長、福島の給油車（2,000 ㍑）と東松島市出発

13:45 状況把握 相澤・小島：北上川テレメータ被害状況調査より帰庁

14:00 TEC-FORCE 北陸 TEC-FORCE（機械）野島さん (740-45110)、
明野さん (740-42110) に交替

14:50 ライフライン 佐々木係長、給油車 (2,000 ㍑ ) と共にスタンド出発
ポンプ車給油のため石巻市、東松島市へ向かう

14:55 状況把握 相澤、河原井、小島、北上川電気設備被害状況調査出発
（740-20106、24225)→19:55 帰庁・荒雄観測所
周辺堤防が滑りパンザマスト傾き発生を確認

15:30 現地応援 間山、鳴総佐々木帰庁

15:30 現地応援 小川専門職帰庁（鳴瀬（出）より）

15:30 現地応援 梅津係長より。東松島市方面の排水ポンプ車へ給油完了

16:00 状況把握 新北水深調査（月浜第 2から 9.8k 付近：伊藤、澤田）帰庁

16:05 現地応援 梅津係長、東松島方面より帰庁

16:15 ライフライン 本局（施工企画課）調達灯油 (2,000 ㍑ )、飯野川（出）給油完了

16:15 ライフライン 湯沢河国から灯油 2,030 ㍑、飯野川（出）へ着

17:05 状況把握 新北河口部水門設備調査（吾妻、川津、落合）帰庁

18:40 現地応援 佐々木係長帰庁（ポンプ車及び追波ドラム缶 (1,264 ㍑）給油完了）

18:40 災害対策車応援 ポンプ車（2台）、照明車仙台西国出発（待合せ場所：事務所）

19:00 記者発表 記者発表（第 21 報）

19:30 状況把握 河原井ほか１名、電気設備調査より帰庁

19:55 状況把握 相澤、小島：電気設備調査より帰庁

20:20 現地応援 梅津、吉村、野島、明野ポンプ車設置のため出発（740-242-11）→23:45

23:10 ポンプ車 排水ポンプ車（真野川新明治橋付近）２台運転開始　照明車 1台

23:45 現地応援 梅津、吉村、野島、明野ポンプ車設置し帰庁

要請 仙台河川国道　道路管理第二課→電話
旧北上川 14ｋ国道 45 号天王橋の P6－P7 橋脚間の
支承損傷のため仮受け材（ベント）の設置を要望
事情やむを得ないため了解

ライフライン 鹿島台出張所商用復電
ライフライン 涌谷出張所商用復電

施設状況 電気設備巡回調査（高橋電気商会㈱）
・分流施設管理棟：パッケージ屋外基礎地盤沈下
・鴇波水門　　　：異常なし
・脇谷水門　　　：局舎廻り地盤沈下
・脇谷水閘門　　：異常なし
・大沢水門　　　：異常なし
・南沢川水門　　：局舎廻り地盤沈下

9:00 ライフライン 軽油 1,200L（鹿島台出張所保管のドラム缶６本）を
㈱橋本店「佐藤」借用　20 日空返却予定

9:00 復旧作業 涌谷町中島（江合川　右岸 14.0 ～ 14.6k）にて緊急復旧工事着手

9:05 状況把握 河口部ゲート点検　新北上川（川津　吾妻 740 242 03）

9:05 状況把握 河口部ゲート点検　旧北上川（梅津　吉村 74024204）→12:05 帰庁

9:10 ポンプ車 北上川総合支所へ　ポンプ配備　宮本　落合　740 255 10→13:50 帰庁

9:15 状況把握 北上川河口部左岸浸水域調査
（伊藤　小島原　携帯 080-1681-1028）→12:27 帰庁

9:27 ライフライン 事務所商用電源復旧

9:40 ポンプ車 排水ポンプ車（真野川新明治橋付近）１台故障　修理手配中

10:00 記者発表 記者発表（第 22 報）

9:00 ライフライン 軽油 1,200L（鹿島台出張所保管のドラム缶 6本）を
㈱橋本店「佐藤」借用　20 日空返却予定

9:00 復旧作業 涌谷町中島（江合川　右岸 14.0 ～ 14.6k）にて緊急復旧工事着手

9:05 状況把握 河口部ゲート点検　新北上川（川津　吾妻 740 242 03）

9:05 状況把握 河口部ゲート点検　旧北上川（梅津　吉村 74024204）→12:05 帰庁

9:10 ポンプ車 北上川総合支所へ　ポンプ配備　宮本　落合　740 255 10→13:50 帰庁

9:15 状況把握 北上川河口部左岸浸水域調査
（伊藤　小島原　携帯 080-1681-1028）→12:27 帰庁

9:27 ライフライン 事務所商用電源復旧

9:40 ポンプ車 排水ポンプ車（真野川新明治橋付近）１台故障　修理手配中

10:00 記者発表 記者発表（第 22 報）

10:15 状況把握 鳴瀬川水系 TM 設備調査（相澤、小島　kcos740-20106）→13:55 帰庁

10:30 ライフライン 岩手河国より灯油 2,000L（第１便）詰め替えし飯野川出張所へ出発。

11:00 ライフライン 飯野川出張所商用電源復旧

11:10 TEC-FORCE 鳴総：宍戸課長、事務所着：11:20 到着の新庄：門脇
係長と共に飯野川（出）応援として出発

11:20 リエゾン 石巻市リエゾン交替要員（新庄：浅野目、松田）
事務所着後、石巻市役所へ出発

11:50 ポンプ車 石巻市下水道課「ワカヤマ氏来所」ポンプ移設開始
（釜ポンプ場→近場　図面送付

12:05 状況把握 旧北上川　河口部ゲート点検　梅津　吉村　帰庁

12:25 復旧作業 東部土木事務所：進藤副所長ほか１名来所：孤立している雄
勝地区の陸送路確保のため、針岡地区の緊急復旧工事の進捗を
お願いしたい。（兼用道路となっている）
燃料確保の目処がたったので、今夜より再開し 2日程度で完成
する見込みと伝える。
月浜地区（皿貝川・大沢川）の浸水排除についても宮城県とし
ても対応をお願いする。

12:27 状況把握 北上川河口部左岸浸水域調査より帰庁（伊藤、小島原）

12:30 TEC-FORCE 酒田河国大渕係長応援として大崎出張所に到着

13:00 TEC-FORCE 能代河国松田係長応援として事務所着後、大崎出張所へ向かう

13:30 リエゾン 石巻市リエゾン（新庄：栗田監督官、古山係長）交替し、
事務所立ち寄り後、新庄に帰庁

13:30 ライフライン 鹿島台（出）に重油（1,200 ㍑）届き給油中

13:50 ポンプ車 北上川総合支所へ　ポンプ配備　宮本　落合  帰庁

13:50 状況把握 浸水深調査（定川～石巻港）　間山・千葉出発　
Kcos740-242-01、無線建設石巻 31

13:55 状況把握 鳴瀬川水系 TM 設備調査（相澤、小島　kcos740-20106）

14:20 状況把握 河口部ゲート点検　旧北上川（梅津　吉村 740-242-04）→15:55 帰庁

14:55 情報 大潮付近の潮位が高い状態がこれから続く。石巻付近の
地盤も 60 ㎝程度下がっていることから注意が必要。
このような状況なので水防警報を発令しない旨を伝える

（石巻市防災対策課鈴木氏に伝える。
本部会議の際に周知してもらうこととした。）

15:00 状況把握 石巻不動町地先調査　齋藤（調）・齋藤（工二）　
Kcos740-242-09　→帰庁

15:35 ポンプ車 東松島市リエゾン情報：定川右岸定川橋排水ポンプ車について、
東松島市が上流からの流入防止対策を本日午後から実施中。

15:55 状況把握 河口部ゲート点検　旧北上川　梅津　吉村 帰庁

把握 巻動先査　（齋藤）（齋藤）

16:10 状況把握 石巻不動町地先調査　齋藤（調）・齋藤（工二）　Kcos740-242-09

16:10 状況把握 河口部ゲート点検　新北上川　吾妻　川津 　帰庁

17:50 状況把握 間山・千葉　浸水深調査より　帰庁

18:00 状況把握 相澤・河原井　帰庁

18:00 記者発表 記者発表（第 23 報）

ライフライン 官貸与携帯電話：用地一課長のものを経理課長へ貸与（090-1495-8856）

ライフライン 日本スタンドサービス㈱　飯野川出張所発電設備燃料補給
岩手河川国道事務所より 2000Ｌ移送

ライフライン 日本スタンドサービス㈱　事務所発電設備燃料補給
事務所ボイラー用より 6500Ｌ移送

施設状況 電気設備巡回調査（高橋電気商会㈱）
・飯野川出張所：異常なし
・福地水門　　：異常なし
・横川排水機場：異常なし
・横川排水機場：異常なし
・相野谷排水機場：蓄電池過放電により電圧低下、発電機切換不可
・真野川水門　：局舎廻り地盤沈下
　　　　　　　  蓄電池容量低下のため発電機運転不可、復電後

緊急復旧作業  4  江合川桜町地区緊急復旧工事　着手

18:56 地震・警報 地震発生（茨城県北部　最大震度５強）

9:00 状況把握 相澤・河原井旧北上川光ケーブルルート調査　K-cos740-24225→11:40 帰庁

9:10 状況把握 北上川（皿貝川）現地調査（小島原・佐藤）k-cos740-24210→12:00 帰庁

9:10 状況把握 南沢川水門点検（吾妻・吉村）出発　k-cos740-24202→17:55 帰庁

9:15 現地応援 大江川排水機場給油立会　出発　佐々木　

9:50 TEC-FORCE TEC-FORCE（機械）野島・明野、月浜方面へ出発

9:55 状況把握 東松島市定川水深調査（間山、高橋係長）　Kcos740-24209→14:10 帰庁

10:00 記者発表 記者発表（第 24 報）

10:55 施設状況 遠方監視制御のログ異常（商用復電と発電機停止時間のずれ）

11:40 状況把握 相澤・河原井旧北上川光ケーブルルート調査より帰庁

12:00 状況把握 北上川（皿貝川）現地調査（小島原・佐藤）帰庁

12:45 TEC-FORCE TEC-FORCE（機械）明野、新北上川方面給油及び調査へ出発

13:00 状況把握 相澤・河原井旧北上川光ケーブルルート調査出発　K-cos740-24225→15:00 帰庁

77 78



3.11東日本大震災情報の内容
経過
日数

月日 時間 分類 3.11東日本大震災情報の内容
経過
日数

月日 時間 分類 3.11東日本大震災情報の内容
経過
日数

月日 時間 分類3.11東日本大震災情報の内容
経過
日数

月日 時間 分類 3.11東日本大震災情報の内容
経過
日数

月日 時間 分類 3.11東日本大震災情報の内容
経過
日数

月日 時間 分類3.11東日本大震災情報の内容
経過
日数

月日 時間 分類

11 3/21

総括班・総括係

東日本大震災　時系列整理簿

3　月

10 3/20

11 3/21

12 3/22

13 3/23

15 3/25

14 3/24

12 3/22 14 3/24

13:00 状況把握 小島・ケーネス１名鳴瀬川水系 TM 設備調査出発　K-cos740-24227

13:00 情報 R45 定川橋　石巻→仙台方向のみ一方通行

13:20 施設状況 牧野巣排水機場ｹﾞｰﾄを開け自然排水出来ないか占用者に
電話確認依頼→強制排水のみ可能
維持工事にて堤外水路の流木撤去を実施する。
占用者にはポンプを稼働させるよう要請する。

13:20 ライフライン 東松島市内給油開始　佐々木

13:38 TEC-FORCE TEC-FORCE（機械）野島、石巻市ポンプ車給油へ出発

14:05 ポンプ車 排水ポンプ車２台（吉浜・追波地区）　河北総合センターへ出発（仙台西国道～）

14:10 状況把握 東松島市定川水深調査（間山、高橋係長）　帰庁

14:40 リエゾン 東松島市リエゾン高橋氏に調査課齋藤より状況等確認
・定川橋上流域右岸側からの流入防止に設けた土嚢積み下部から、
　水漏れ有り。→市で対応済とのこと。
・土嚢積み部右岸側宅盤と水位の差が 10cm 程度しかなく、
今後の降雨を考慮した場合、危険。土嚢積み等の対応必要。
→市で状況把握済。今後対応とのこと。これに関連し東松島市では、
地整本部に土嚢積み部上流のポンプ車要請を今後行うとのこと。

14:50 TEC-FORCE 機械応援要員交替　大平（胆沢ダム）　中野（森吉山ダム）

15:00 状況把握 相澤・河原井旧北上川光ケーブルルート調査帰庁

15:30 TEC-FORCE 川津（胆沢）　落合（森吉山）　各事務所に帰庁

15:30 状況把握 東松島市赤井定川調査　間山　高橋　出発

16:40 復旧作業 南沢川水門管理橋撤去完了

16:40 施設状況 鳴瀬パトカー故障修理完了

16:40 リエゾン 東松島市リエゾン高橋氏に調査課齋藤より状況等確認
・定川橋右岸の排水ポンプ設置箇所の水深が低下してきており、
排水が困難となってきている。東松島市でポンプ追加の要請を
検討しているようであれば、それに変わり現設置のポンプ車を
移動することで対応できそうであること、市に伝えていただき
たい。→外の浸水場所もあり配置は本部で判断するとのこと。
市でも現在の排水ポンプ箇所の水位低下状況は把握済。なお、
市では土嚢積み箇所へのポンプ車搬入路は現在下流のポンプ車
配置箇所側からの進入路以外について検討済みとのこと。

16:45 ポンプ車 排水ポンプ車 2台到着（西国道よりビッグバンに）

17:10 情報 東松島市赤井定川調査　間山　高橋　より、現地で自衛隊より
定川石巻線下流破堤の情報問い合わせ有り。
事務所に間山係長より問い合わせあったことから、事務所に
情報入っていない旨、伝達。

17:30 ポンプ車 排水ポンプ車 2台設置開始（吉浜、追波）

17:55 状況把握 南沢川水門点検（吾妻・吉村）帰庁

18:15 ポンプ車 排水ポンプ車 2台運転開始（吉浜、追波）

18:35 状況把握 佐々木係長　帰庁

ライフライン 事務所 NTT 回線復旧確認

要請 宮城県東部下水道事務所→電話
真野川沿い（左岸 0.5k 付近堤内）にある中継ポンプ（石巻
第 2ポンプ場）から直接真野川に未処理のまま排水したい
・東部流域下水道について、処理施設が運転停止状態
・このままだと下水道があふれる可能性あり大腸菌等による
　二次被害発生のおそれがあり容認できない旨回答

要請 石巻市→電話
仮設住宅建設で河川法 55 条申請が必要かの確認
・旧北上川沿い、石巻市大橋地区に仮設住宅 636 戸を
計画法尻から 5m の距離があれば問題ない

要請 登米市建設部道路課→電話
分流施設管理用道路の利用
・北上川右岸 29ｋ付近の県道河南登米線通行止めにともない、鴇波
・白鳥地区住民の生活用道路として利用したい
事情やむを得ないため了解

要請 仙台河川国道　道路管理第二課→電話
河川区域（山付け部）に土砂を仮置きしたい。
・北上川左岸 19.5ｋ付近の国道 45 号の法面崩落により
　通行止め中　　事情やむを得ないため了解

ライフライン 飯野川出張所発電設備燃料補給
市内 GS より 6500Ｌ補給指示

施設状況 電気設備巡回調査（高橋電気商会㈱）
・大江川排水機場：垂下電流18／40A蓄電池劣化
・三本木排水機場：異常なし
・師山排水機場：異常なし
・三本木防災ST：異常なし

7:50 ポンプ車 月浜へ排水ポンプ車出発　仙台西国道出張所　

8:40 ポンプ車 大平　明野　月浜堤吉浜小前ポンプ車設営出発

8:40 現地応援 佐々木建設専門官　飯野川出張所（応援３日間）へ出発

8:45 現地応援 吾妻、中野　鳴瀬方面水門設備調査出発→11:50帰庁

8:50 状況把握 占用調整課長・下山係長　水閘門操作員安否確認
のため飯野川へ出発K-cos 740-242-02

9:05 ライフライン 野島（北陸TEC）大江川排水機場へ出発　排水ポンプ給油へ

9:25 状況把握 釜排水ポンプ場点検中　
まだ電気が来ない（石巻市下水道課　関口氏より）

9:30 状況把握 佐々木係長、東松島・石巻方面への給油に出発

9:45 状況把握 新北（左岸釜谷崎機場→右岸釜谷・長面）水深調査
（伊藤、吉田（用））kcos740-242-06（パジェロ）749-242-37

10:03 要請 浜市の中下地区に排水ポンプの要請を東松島市より
局に要請した、（東松島市リエゾンより）

10:30 情報 石巻工業高校の排水ポンプを撤収してもいいと、
石巻市より連絡があった（石巻市リエゾンより）

11:00 施設状況 牧野巣排水機場　小　稼働開始（土地改良区）

11:50 状況把握 吾妻、中野鳴瀬川水門調査より帰庁

12:00 状況把握 占用調整課長・下山係長　飯野川から帰庁

13:20 状況把握 吾妻、中野　水門設備調査出発

13:20 TEC-FORCE TEC-FORCE（本省１名、関東１名）本局向け帰還

13:30 施設状況 牧野巣排水機場　大　稼働開始（土地改良区）

14:30 状況把握 佐々木係長　帰庁

14:40 状況把握 新北右岸釜谷水理調査（伊藤　吉田）　帰庁

15:00 状況把握 帰庁　大平　明野　月浜堤吉浜小前ポンプ車設営

15:05 状況把握 大樋排水樋管　商用電源復帰

15:05 TEC-FORCE 野島（北陸 TEC）　帰庁

17:10 ポンプ車 石巻工業高校のポンプ車を撤収し、山形河川国道で待機
していた北陸のポンプ車（照明車とセット）が移動中であ
り旧小野町のミニストップで落合い、鳴瀬川の浜市、中下
地区の排水作業に備える　2台での排水作業となる

17:10 災害対策車応援 浜市、中下に新たに照明車 1台を配備するため、
岩手河川国道愛ポートより出動

18:30 状況把握 吾妻、中野　水門設備調査終了

要請 分流施設管理用道路　通行開始
・8:00 ～ 20:00 開放
・起終点に誘導員配置

5:30 現地応援 佐々木係長、佐藤係長事務所発　
浜市地区排水ポンプ車設営のため→16:25 帰庁

5:30 現地応援 北陸佐藤、長谷川事務所発　
中下地区排水ポンプ車設営のため→19：00 帰庁

8:30 ポンプ車 浜市地区排水ポンプ車　排水開始

9:20 ポンプ車 中下地区排水ポンプ車　排水開始

9:30 記者発表 記者発表（第 28 報）

10:00 状況把握 北上川河口部（橋浦・釜谷地区）（小島原、佐藤（経理））
調査出発（kcｏs740-24210) →13:30 帰庁

10:15 情報 佐々木建設専門官より、牧野巣排水機場昨日稼働前
より、本日 10:00 時点で水位 22cm 低下。

10:20 状況把握 東松島市（定川）（間山、澤田（用地））調査出発（Kcos740-24201）

10:35 TEC-FORCE TEC-FORCE（電通）四国地整（石本、吉田）より事務所着

10:55 状況把握 旧北上川電気設備調査、相澤・四国地整（石本、吉田）出発
（kcos740-20106、24225）→12:15 帰庁

12:00 ポンプ車 吉浜・追波下流地区排水終了（中国 21－4700）

12:15 状況把握 旧北上川電気設備調査、相澤・四国地整（石本、吉田）帰庁

13:15 状況把握 北上川河口・鳴瀬川河口電気設備調査出発（相沢、
石本、吉田 )(kcos740-20106、24225)→18:00 帰庁

13:15 状況把握 吾妻、中野　排水機場点検（鞍坪排水機場、
船越排水機場、鈴根五郎排水機場）→17:30 帰庁

13:20 状況把握 東松島市（定川）（間山、澤田（用地））調査 帰庁

13:30 状況把握 北上川河口部（橋浦・釜谷地区）（小島原、佐藤（経理））帰庁

14:30 ポンプ車 吉浜・追波上流地区排水終了（中国 20－4702）

16:25 ポンプ車 佐々木係長、佐藤係長事務所発
浜市地区排水ポンプ車設営より帰庁

17:00 リエゾン 東松島市リエゾン引き継ぎ
（イナベ、タカハシ → 中国アダチ、タカハシ、トモサワ、サトウ）

17:15 情報 佐々木建設専門官（飯野川（出））より、
「牧野巣排水機場 河道前の水位　30cm 下がり」

17:30 状況把握 吾妻、中野　排水機場点検（鞍坪排水機場、船越
排水機場、鈴根五郎排水機場）　終了

18:00 状況把握 北上川河口・鳴瀬川河口電気設備調査出発（相沢、石本、吉田 )　帰庁

18:50 リエゾン 石巻市リエゾン情報：龍の口処分場（明治水門付近）（現在使用
していない）を瓦礫を搬入するため再度利用したいので、河川区
域内に坂路を設置したい旨の事前相談あり。占用調整課より、
保安体制・流出対策等を条件に口頭によりまず了解。

18:50 記者発表 記者発表（第 29 報）

19:00 ポンプ車 北陸佐藤、長谷川　中下地区排水ポンプ車設営より帰庁

要請 日本財団（石巻市派遣リエゾンを通じ要請）
旧北上川右岸 2.5ｋ付近から取水・浄化し生活用
水として給水したい。
・石巻市市内の断水が長期化していることから、最大 100 ㎥ / 日を取水
・浄化し生活用水（保健所の許可後は飲料水）として被災市民に給水したい。
事情やむを得ないため了解

要請 陸上自衛隊　第六師団司令部（石巻市派遣リエゾンを通じ要請）
旧北上川右岸 6.0k 付近から最大 70m3/ 日を取水
・浄化し生活用水として給水したい。
・石巻市市内の断水が長期化していることから、
最大 70㎥ / 日を取水・浄化し生活用水として
（お風呂２棟を設置）被災市民に提供。
事情やむを得ないため了解

要請 東北農政局　北上土地改良調査管理事務所→電話
・国営かんがい７地区のうち５地区について、地震による
施設被害点検のための試験通水要請農政局から包括的に
要請書が提出済みであり、今回５地区についても了解する。

ライフライン 飯野川出張所発電設備燃料補給
市内 GS より 2000Ｌ補給指示

復旧作業 門脇水位観測所仮復旧作業（㈱東北カナデンテレコム
エンジニアリング）（3.22 ～ 3.26）
・鞍坪撤去保管品引き上げ：観測装置、太陽電池、水位計センサ
・河南観測所：無線機、太陽電池
・仮設局舎組立搬出（三本木排水機場）現地据付
・観測開始　（03.26.10:40 ～）

施設状況 電気設備巡回調査（高橋電気商会㈱）
・鞍坪排水機場：NFB 盤内 MCB（充電器）経年劣化により
　故障、未使用の NFB（吸水排水ポンプ）と交換し復旧
・鈴根五郎排水機場　：異常なし

4:30 状況把握 旧北上川河口部（門脇）潮位観測（齋藤、小島原）出発→7:30 帰庁

7:34 地震・警報 地震発生（福島県浜通り　最大震度５強）

8:15 情報 佐々木建設専門官（飯野川（出））より、
「牧野巣排水機場 河道前の水位　44cm 下がり」

8:30 状況把握 北陸 TEC-FORCE（機械）佐藤、長谷川　釜ポンプ場へ出発

8:50 状況把握 吾妻、中野 機械設備点検出発

9:00 現地応援 佐々木建設専門官　飯野川出張所（応援）
21 日から 3日間　→　26 日まで延長

9:33 要請 東松島市リエゾンより、ポンプ車 19-4602 を
赤井排水機場→浜市へ移動要請あり

9:45 状況把握 東松島～旧北上川～北上川：水位観測調査（間山）出発

9:45 状況把握 北上川河口部付近設備調査（相沢・業者１名）出発
（K-cos740-242-25）→12 時帰庁

9:55 状況把握 下山係長　大和・外（業務連絡）出発（パジェロ）→14:00 帰庁

10:00 状況把握 石巻市役所、旧北河口部現地調査（吉田・電通 TEC２名）出発→12:00 帰庁

10:00 記者発表 記者発表（第 30 報）

11:10 ポンプ車 鹿島台技術係長　定川橋のポンプ車 11-4240 が故障表示が出て停止中
→北陸 TEC 佐藤・長谷川が現地対応。12:30 ブレーカー再投入で復旧。

12:00 状況把握 北上川河口部付近設備調査（相沢・業者１名）出発（ｋ-cos740-242-25）

14:10 状況把握 鳴瀬川河口部付近設備調査（相沢・電通 TEC2 名）出発

14:30 施設状況 曽波神排水樋管「全閉」を確認（新田）　電動化工事中のため開度計の未調整

17:00 記者発表 記者発表（第 3１報）

17:00 状況把握 東松島～旧北上川～北上川：水位観測調査（間山）帰庁

18:10 状況把握 吾妻、中野 機械設備点検帰庁

18:20 状況把握 鳴瀬川河口部付近設備調査（相沢・電通 TEC2 名）帰庁

18:55 地震・警報 地震発生（福島県浜通り　最大震度５強）

19:00 TEC-FORCE 北陸 TEC-FORCE（機械）佐藤、長谷川　帰庁

要請 宮城県東部土木事務所　登米地域事務所→電話
　地域住民の生活用道路として分流施設管理用道路の利用　
・旧北上川 28.4ｋ付近の県道河南登米線豊里大橋
　の橋脚３本に大きな損傷を確認。　
・迂回路が遠距離となる。

施設状況 電気設備巡回調査（高橋電気商会㈱）
・船越排水機場：異常なし
・唐　崎　水　門：異常なし
・明　治　水　門：異常なし
・桑折江堰管理所：異常なし
・大樋排水樋管：異常なし

8:00 情報 佐々木建設専門官（飯野川（出））より、
「牧野巣排水機場 河道前の水位 70cm 下がり」

8:00 情報 皿貝川水位 8時現在　1.49m（前日 17:15 より 13cm 下がり）
女川水位 8時現在 1.49m（前日 17:15 より 1cm 下がり）
飯野川　牛間木より

8:50 状況把握 北陸 TEC（佐藤、長谷川）　月浜第一水門周辺　ポンプ排水現地確認

9:00 状況把握 相沢　四国 TEC 吉田　旧北上川光ケーブル調査出発　KCOS740－242－25

10:00 状況把握 森山、ケーネス　NTT 石巻打合せ

11:00 記者発表 記者発表（第 32 報）

11:00 状況把握 相沢　四国 TEC 吉田　旧北上川光ケーブル調査帰庁

11:20 施設状況 真野川新明治橋付近ポンプ排水停止（石巻市下水道課より）

11:30 状況把握 吾妻、中野 北上川（形沼　黄牛）ゲートポンプ点検　帰庁

12:50 ポンプ車 石巻市へ石巻市リエゾンから確認　
真野川新明治橋付近ポンプ車 2台は終了、撤収する

13:30 状況把握 相沢　吉田（四国 TEC）　旧北上川光ケーブル調査出発　KCOS740－242－25

13:30 状況把握 森山、ケーネス　NTT 石巻打合せ　帰庁

13:45 TEC-FORCE 北陸機械 TEC４陣到着　以倉、岡本　２名

13:50 ポンプ車 局本部へ　真野川新明治橋付近ポンプ車は
今後石巻市では使用しない旨、報告

13:50 状況把握 北陸 TEC（佐藤、長谷川）　月浜第一水門周辺　ポンプ排水現地確認　帰庁

14:30 状況把握 相沢　吉田（四国 TEC）　旧北上川光ケーブル調査出発　KCOS740－242－27

15:15 災害対策車応援 Ku-SAT 設営運用（設営場所：旧北上川左岸 NTT 石巻営業支店屋上）
旧北上川河口部映像監視のため（日和山公園カメラ停電中）

15:30 TEC-FORCE 機械応援部隊３陣到着　高堰（森吉山）藤田（胆沢）前川（ダム統）

15:30 TEC-FORCE 機械応援部隊３陣到着　高堰（森吉山）藤田（胆沢）前川（ダム統）

16:40 状況把握 相沢　吉田（四国 TEC）　旧北上川光ケーブル調査　帰庁

16:45 TEC-FORCE 北陸機械 TEC３陣（佐藤、長谷川）　離任

17:00 情報 佐々木建設専門官（飯野川（出））より、
「牧野巣排水機場 河道前の水位 85cm 下がり」

18:00 記者発表 記者発表（第 33 報）

18:40 報告 皿貝川水位 18:40 時現在 1.66m（本日 8:00 より 17cm 下がり）
女川水位 17:00 時現在 1.46m（本日 8:00 より３cm 下がり）　
飯野川　牛間木より

状況把握 吾妻、中野 機械設備点検出発

要請 宮城県東部下水道事務所→事務所来所
石巻第２ポンプ場脇の市有地を借地し、8m×15m の仮沈殿槽を
設置し、一次処理した下水を塩素滅菌して旧北上川に排水したい。　
・沈殿槽から真野川水門脇まで VP 管２条で送水。　
・石巻市、石巻広域水道には説明済み
事情やむを得ないため了解

要請 宮城県東部土木事務所　登米地域事務所→事務所来所
地域住民の生活用道路として分流施設管理用道路の利用
・通行時間を 6:00 ～ 22:00 としたい
事情やむを得ないため了解

施設状況 電気設備巡回調査（高橋電気商会㈱）
・鳴 瀬 堰 管 理 所 ：局舎廻り地盤沈下
・鳴瀬川中流堰管理所：異常なし
・学　　　習　　　棟：異常なし
・運　河　交　流　館：地下事務室水没

緊急復旧作業  8  鳴瀬川砂山地区緊急復旧工事　着手

緊急復旧作業 10  鳴瀬川下川原地区緊急復旧工事　着手

7:40 報告 皿貝川水位　8:00現在1.70m（前日18:40より4cm下がり）
女川水位　　8:00現在1.44m（前日17:00より2cm下がり）
牧野巣水位　8:00現在1.09cm(前日17:00より24cm下がり）
飯野川　大河原より

8:00 情報 牛間木係長（飯野川（出））より、
「牧野巣排水機場 河道前の水位109cm下がり」

9:00 状況把握 北陸（機械）TEC　ポンプ排水現地調査出発→12:00帰庁

9:00 状況把握 ゲート点検　江合川方面（明治、唐崎水門）高堰（森吉山）、梅津→15:10 帰庁

9:00 状況把握 ゲート点検　鳴瀬川方面（身洗、若針、鳴瀬堰）　前川（ダム統）、藤田（胆沢）

9:10 TEC-FORCE 近畿 TEC　３名　到着（宿泊　一関）

9:30 状況把握 相沢　四国 TEC　鳴瀬川水系電気設備調査→12:30 帰庁

10:00 状況把握 北陸 TEC（河川部）先遣隊　２名到着（ポンプマネジメント対応）　

10:00 記者発表 記者発表（第 34 報）

10:30 現地応援 佐々木建設専門官、飯野川出張所より帰庁

12:00 状況把握 北陸（機械）TEC　ポンプ排水現地調査　午前の部　帰庁

13:00 状況把握 北陸（機械）TEC　ポンプ排水現地調査（岡本）

13:10 報告 北陸 TEC 情報：中下排水機場は、当初より１ｍ位低下
している、現在水深は 0.4ｍ位で釜場を確保しないとま
もなく排水できなくなる。
ポンプを外してもいいのでは、東松島市からの情報があ
るのでそのときに判断する。
中下から浜市へ持っていってもいいのではないか、浜市
排水機場は、3月 22 日のスタートから 15cm 位下がっ
ている、天端からは 40ｃｍ位が水面。

13:40 状況把握 相沢　四国 TEC　鳴瀬川水系電気設備調査　
KCOS740－242－25→18:00 帰庁　　　

14:05 ライフライン 事務所水道復旧

15:10 状況把握 ゲート点検帰庁　明治、唐崎水門とも通電、運転可
高堰（森吉山）、梅津　

15:40 状況把握 ゲート点検帰庁　身洗、若針、通電、運転可、鳴瀬堰は
電通の点検のため未　前川（ダム統）、藤田（胆沢）

18:00 記者発表 記者発表（第 35 報）

18:00 災害対策車応援 Ku-SAT 設営運用（設営場所：月浜第一水門）（本局対応）
新北上川河口映像監視のため（既設カメラ流失）

占用協議 仙台河川国道　道路管理第二課と天王橋の応急復旧
（ベント設置）の工程等の協議　協議内容で了解

要請 東北農政局　北上土地改良調査管理事務所→電話
・国営かんがい７地区のうち試験通水予定が未定で
　あった２地区についても試験通水実施の要請
　農政局から包括的に要請書が提出済みであり、今回
　２地区についても了解する。

施設状況 電気設備巡回調査（高橋電気商会㈱）
・鳴瀬堰管理所：商用／発発切換ダブルスロー故障
　　　　　　　　自動切替不可
・相野谷排水機場：空 BATT 充電時に上位 MCB トリップ発生
　　　　　　　  充電電流が 50A を超えている、定格は
　　　　　　　　40A
・追波川排水機場：BATT 完全放電、充電実施も容量不足
　　　　　　　　によりトリップ垂下電流値を 16.5A
　　　　　　　　に変更し、入力電流値を 15A 以下
　　　　　　　　（13.4A）に設定

緊急復旧作業 3  江合川上谷地地区緊急復旧工事　着手
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22 4/16:30 状況把握 大和 IC ～中新田（下山係長）出発→12:00 帰庁

8:00 情報 大河原堰官（飯野川（出））より、
「牧野巣排水機場 河道前の水位 189cm 下がり」

8:30 報告 皿貝川水位　8:00 現在 2.30m（前日 25 日 17:30　1.90m より 40cm 下降）
女川水位　　8:00 現在 1.40m（前日 25 日 17:00　1.39m より１cm 上昇　
　　　　　　　　　　　　　　　※湛水域は縮小している）

8:30 現地応援 飯野川応援　機械班（藤田）　出発　本日　飯野川宿泊

10:00 状況把握 北上川現地調査（相沢、TEC２名）出発 K-cos740-242-25→12:20 帰庁　

10:20 記者発表 記者発表（第36報）

10:40 施設状況 門脇水位観測所（仮設）　観測（テレ）開始→石巻リエゾン経由で市へ通知済み

11:30 状況把握 ゲート点検　機械班 3名 (吾妻、高堰、前川 )　出発→17:35 帰庁

12:20 状況把握 北上川現地調査（相沢、TEC２名）　帰庁

13:35 状況把握 旧北上川河口周辺現地調査　
千葉（調査）佐藤（経理）出発→16:25 帰庁

13:40 状況把握 北上川現地調査（相沢、TEC１名）出発 K-cos740-242-25→16:40 帰庁

17:00 記者発表 記者発表（第37報）

17:30 報告 女川水位　　17:00 現在 1.36m（本日 8:00　1.40m より 4cm 下降）
牧野巣水位　17:00 現在 2.22m（本日 8:00　1.89m より 33cm 下降）

施設状況 野蒜水門発電設備臨時点検（北芝電機㈱）

施設状況 電気設備巡回調査（高橋電気商会㈱）
・身洗川水門：異常なし
・相野谷排水機場：仮設ケーブル接続
　（直電入力を電灯→動力）BATT 充電実施、
                          充電後正規接続に復旧

緊急復旧作業 9  鳴瀬川和多田沼地区緊急復旧工事、
鳴瀬川福ヶ袋地区緊急復旧工事　着手

4:30 状況把握 新北上川河口部現地調査（齋藤、伊藤、宮本）出発
→11:00 宮本堰管帰庁　12:00 齋藤・伊藤帰庁

8:50 状況把握 北上川水門設備（ゲート）点検　機械班 2名（吾妻、高堰）出発 →17:30 帰庁

9:00 報告 女川水位 8:00 現在 1.34m（前日 17:00　1.36m より 2cm 下降）

10:00 状況把握 鳴瀬河口部付近電気設備点検（吉田、TEC1 名）出発　AM 戻り予定→14:20 帰庁

10:00 状況把握 江合川電気設備点検（桜井、TEC1 名）出発　AM 戻り予定→12:40 帰庁

10:00 記者発表 記者発表（第 38 報）

10:20 TEC-FORCE 北陸（機械）TEC　交代要員　事務所着

10:30 ライフライン ポンプ車給油（東松島市内）機械班（梅津）出発→16:00 帰庁

11:00 状況把握 間山（調査）高橋（経理）　定川（東松島市）現地調査　出発

12:40 状況把握 江合川電気設備点検（桜井、TEC1 名）帰庁

13:25 状況把握 江合川電気設備点検（桜井、TEC1 名）出発　

17:00 記者発表 記者発表（39 報）

7:24 地震・警報 地震発生：石巻市（桃生町）震度５弱

7:27 地震・警報 津波注意報（宮城県）発表

8:00 状況把握 北陸（機械）TEC（佐藤、竹島）排水ポンプ車状況確認　出発→17:00 帰庁

8:20 状況把握 日和大橋～石巻大橋浸水調査（間山、用一佐藤係長）出発：自操、無線 33→11:50 帰庁

9:00 状況把握 鳴瀬川水系電気設備点検（相沢、四国 TEC2 名）出発
(kcos740-242-25）→12:20 帰庁

9:00 状況把握 野蒜水門点検（高堰）出発　→　15:05 帰庁

9:00 情報 女川水位 9:15 現在 1.27m（前日 17:00　1.31m より 4cm 下降）

9:05 地震・警報 津波注意報（宮城県）解除

9:45 状況把握 砂山、下中ノ目調査（堤体）調査　調査課長、伊藤　出発→15:20 帰庁

10:00 記者発表 記者発表（第 40 報）

11:25 情報 石巻市情報：住民への津波情報の周知方法について事務所
より問い合わせをした。
１．防災無線（聞こえたか否かは確認とれていない）
２．テレドーム（0180-992-506）（現在、発令されている情報が聞ける）
３．事前登録した人に対しメール配信サービスを
　　　　　　　　　　　　　実施←出張所に対し情報提供

13:50 TEC-FORCE 四国（電通）TEC-FORCE2 名（吉田専門職、石本係長）帰還（交代要員無し）

14:30 状況把握 石井、梨の木、福地ゲート点検（吾妻、川津）出発→16:50 帰庁

15:10 状況把握 江合川筋電気設備点検（相澤、桜井）出発　

18:00 記者発表 記者発表（41 報）

18:05 状況把握 江合川筋電気設備点検（相澤、桜井）帰庁

19:00 ポンプ車 排水ポンプ車（中国）女川、オイル交換を依頼→当所で対応（地元業者）

施設状況 電気設備巡回調査（高橋電気商会㈱）
・鳴瀬出張所：異常なし
・米谷出張所：異常なし
・形沼排水機場：異常なし
・黄牛排水機場：異常なし
・涌谷出張所：異常なし

8:40 状況把握 野蒜水門点検（川津・高橋）出発→12:30 帰庁

8:40 ポンプ車 釜谷地区排水ポンプ車立会（佐々木）出発→11:25 帰庁

8:45 状況把握 福地水門　他　点検（吾妻・落合）出発→16:20 帰庁

8:50 状況把握 新北河口状況調査（間山　自操　無線 33）→11:40 帰庁

9:30 状況把握 相澤、ケーネス　江合川　鳴瀬川　電気設備調査
Kcos 242-25）→16:00 帰庁

9:30 情報 石巻リエゾンより問い合わせ
→釜谷地区排水ポンプ 45t は 29 日 0 時運転開始
 150t は 4 時運転開始と回答

10:00 記者発表 記者発表（42 報）

10:45 ポンプ車 宮本　釜谷地区排水ポンプ現地立会　出発→22:38 帰庁

13:45 ポンプ車 東松島市大曲　下街道排水機場　ポンプ排水運転開始
（30t　1 台　近畿）→次の 1台その上流設置予定

13:55 情報 釜谷地区排水
45t 箇所　28 日 1.88ｍ（23:30）→29 日 1.82m（8:30）
150t 箇所　29 日 0.64m（2:00）→0.58m（8:30）

14:50 状況把握 鳴瀬川河口調査（間山　自操　無線 33）→16:40 帰庁

15:00 災害対策車応援 Ku-SAT 設営運用（設営場所：新北河口部釜谷地区）（本局対応）
釜谷地区映像監視のため

18:00 記者発表 記者発表（43 報）

18:28 情報 宮本堰官から、軽油 10kl ローリーが
明日 (3/30)10:00 に大江川排水機場着予定。

21:50 ポンプ車 釜谷地区排水　60t×3 台箇所　排水開始

通知 洪水予報・水防警報発令基準、暫定引き下げ、関係自治体に通知

要請 海上自衛隊　横須賀基地（石巻市派遣リエゾンを通じ要請）
旧北上川右岸 2.3k 付近から取水・浄化し生活用水として
給水したい。
・石巻市市内の断水が長期化していることから、旧北上川
　右岸 2.3k 付近から最大 30 ㎥ / 日を取水・浄化し生活
　用水（お風呂１棟を設置）として被災市民に提供。
・陸上自衛隊の給水とあわせ、補助的に河川水を使用予定。
事情やむを得ないため了解

要請 宮城県東部土木事務所　登米地域事務所
→事務所来所　豊里大橋応急復旧施工の説明
事情やむを得ないため了解

要請 東日本旅客鉄道 (株 )仙台支社→電話
北上川 26.3ｋ付近 JR 気仙沼線北上川橋梁が被災
したため、復旧のため以下の作業を緊急に行いたい。
・橋脚２基（P5、P6）補強断面修復
・支承（4P）アンカーボルト破断による取替
・左岸側橋台張ブロック沈下に伴うモルタル充填
・上記作業による足場仮設・撤去
・工期は 4/1 ～１ヶ月程度
事情やむを得ないため了解

要請 石巻市河北総合支所→飯野川出張所へ電話
　瓦礫置き場の借用
・震災により発生した瓦礫置き場として、北上川
　左岸 18.4ｋ付近山付け部の一部を貸してほしい。
・撤去時期は未定。事情やむを得ないため了解

施設状況 電気設備巡回調査（高橋電気商会㈱）
・鹿島台出張所：異常なし
・大 崎 出 張 所：屋外引込柱傾斜あり
・箟岳無線中継所：異常なし
・横川排水機場：異常なし

緊急復旧作業 ⑬江合川平針上流地区緊急復旧工事　着手

9:15 状況把握 鳴瀬堰外点検（吾妻・川津）出発→12:00 帰庁

9:30 状況把握 住吉公園 CCTV 調査（相澤）出発→10:30 帰庁

10:00 記者発表 記者発表（44 号）

10:05 状況把握 管内河川水質調査現地立会（管理鈴木）出発→14:55 帰庁

10:30 状況把握 大曲地区（梅津）出発→12:30 帰庁

11:15 状況把握 旧北：日和山周辺「流水痕調査」（清水野・小島原）出発

13:00 状況把握 鳴瀬川河口部被災施設調査（森山）出発→16:00 帰庁

13:25 状況把握 大樋樋管　外点検（吾妻・川津）出発→14:40 帰庁

15:40 情報 河北警察署へ CCTV 画像提供
（釜谷・飯野川橋下流の 10 分間隔パラパラまんが
と、防情課モニター（４分割映像）の準動画。

18:00 記者発表 記者発表（45 号）

8:30 状況把握 新北状況調査（左右岸ー飯野川出張所経由）
（事務所長、柴田副所長、伊藤）出発ステップワゴン
：阿部→12:30 帰庁

8:45 状況把握 真野川水門修繕立会、旧北上川樋門樋管調査（川津、泉）

8:50 状況把握 東松島市排水ポンプ現地調査（宮本）→14:00 帰庁

10:30 記者発表 記者発表（46 号）

14:05 状況把握 東名地区調査（斎藤課長・宮本・伊藤）　→　帰庁

18:00 状況把握 真野川水門修繕立会、旧北上川樋門樋管調査（川津、泉）　帰庁

19:00 記者発表 記者発表（47 号）

20:15 ポンプ車 大曲地区　北陸 60t　排水開始

施設状況 電気設備巡回調査（高橋電気商会㈱）
・飯野川出張所：異常なし
・鳴瀬河口 CCTV：無停電電源装置被災応急復旧不可
・住吉公園 CCTV：無停電電源装置被災応急復旧不可
・新北大橋 CCTV：無停電電源装置被災応急復旧不可

10:20 情報 （石巻市情報）大橋付近（旧北右 6.0k）
４/４～仮設住宅設置（河川法５５条適用？）

11:00 記者発表 記者発表（48 号）

11:25 情報 （確認済）石巻市・東松島市のリエゾン情報を総括班へメール転送

16:00 ポンプ車 大曲地区　中部 30t　排水開始

18:00 記者発表 記者発表（49 号）

9:00 状況把握 月浜第一水門点検（川津、泉）→13:00 帰庁

10:00 記者発表 記者発表（50 号）

10:40 状況把握 下中ノ目検尺（伊藤、小島原）出発→16:00 帰庁

11:00 調査団 本省調査団（河川環境課長外）来所

13:00 状況把握 水質監視所、唐崎水門点検（吾妻、中野）→16:50 帰庁

13:30 調査団 隈東大教授来所

15:30 状況把握 北上川河口定点調査（雄勝）調査（齋藤、間山）出発→16:00 帰庁

18:00 記者発表 記者発表（51 号）

施設状況 電気設備巡回調査（高橋電気商会㈱）
・真野川水門：復電作業、電源切替（商用）

緊急復旧作業 6 江合川江合橋下流地区緊急復旧工事　完了

9:20 状況把握 機械設備（若針、志田橋水質観測他）点検
（吾妻、藤田、増田）→15:10 帰庁

9:45 情報 石巻市役所（小田島、岩田） →11:10 帰庁
門脇：水防警報発令について説明し、3.40 を超え
そうな際発令することで了解。

12:30 ポンプ車 東松島市　大曲地区（定川大橋）
排水ポンプ車３台（60 ㎥、30 ㎥×2）運転開始

14:10 状況把握 旧北　内海橋左岸付近　現地調査（所長・柴田副所長
・調査課長・間山係長・岩田係長）→16:20 帰庁

要請 東日本旅客鉄道（株）仙台土木技術センター
→大崎出張所来所
橋梁補修のための調査に必要な足場の設置　
・江合川 27.2ｋ付近の JR 東北新幹線橋梁補修の
　ための調査に必要な足場の設置　
・4/4（月）から調査したい　瓦礫置き場の借用
事情やむを得ないため了解

9:00 施設状況 機械設備（鈴根五郎排水機場） 試運転確認（吾妻、増田）→16:15 帰庁

9:20 状況把握 機械設備（鳴瀬堰）点検立会（高堰）→16:05　帰庁　

10:25 TEC-FORCE 河川環境課石井係長より→河川計画課加藤専門官局出発した。
（13:00 頃事務所着予定とのこと）→12:00 到着

10:30 記者発表 記者発表（54 号）

10:35 リエゾン 女川リエゾン（新庄）交代要員来所

11:30 状況把握 旧北上川河口調査（間山）出発　→　13:40 帰庁

14:55 TEC-FORCE 佐藤専門職（岩手）到着

施設状況 電気設備巡回調査（高橋電気商会㈱）
・真野川水門：BATT 充電後の発電機始動確認良好

緊急復旧作業 7 江合川福沼地区緊急復旧工事　完了

8:50 状況把握 機械設備（本町排水機場）点検（吾妻専門職、藤田係長）
→13:00 帰庁

9:00 現地応援 釜谷地区排水ポンプ車 (加藤建設専門官、佐藤専門職 )
立会出発　→16:15 帰庁

13:00 状況把握 ＣＣＴＶカメラ調査（月浜第二水門付近：吉田係長、
相澤技官）出発→16:40 帰庁

16:00 現地応援 加藤建設専門官、佐藤専門職帰庁

18:00 記者発表 記者発表（55 号）

 

検討会 「北上川等堤防復旧技術検討会」本局事前打合せ

9:30 状況把握 月浜地区、釜谷、野蒜水門現地調査
（今泉、大平、後藤）出発→18:30 帰庁

9:50 現地応援 新北上川　長面　量水標設置作業
（間山・伊藤・小島原）→14:30 帰庁

11:00 記者発表 記者発表（56 号）

13:00 調査団 大臣政務官（市村・阿久津）対応
（事務所長、加藤建設専門官）→16:30 帰庁

14:00 状況把握 日和山公園 CCTV カメラ調査（森山・相澤）→15:50 帰庁

14:20 現地応援 釜谷地区、大曲地区排水ポンプ車 (佐藤専門職 )立会出発

18:00 記者発表 記者発表（57 号）

情報 北上川流域お知らせメール、基準水位引き下げ、
岩手河国にてシステム修正対応済み再度変更する
際は、岩手河国に連絡すること

状況把握 鳴瀬堰水位計点検調査（㈱拓和）

緊急復旧作業  8  鳴瀬川砂山地区緊急復旧工事　完了

緊急復旧作業 14  新江合川中谷地区緊急復旧工事　着手

緊急復旧作業 16  吉田川上志田地区緊急復旧工事　着手

緊急復旧作業 17  吉田川上志田地区緊急復旧工事　着手

4　月 8:40 状況把握 石井閘門現地調査（吾妻、今泉、大平、後藤）出発→10:30 帰庁

9:00 状況把握 江合川・鳴瀬川現地調査（所長、堺課長、間山係長）出発→16:20 帰庁

9:30 記者発表 記者発表（58 号）

14:15 情報 （鳴子ダム聞き込み）最大放流量 250→150 ㎥ /s
とする予定。すだれ放流の実施については未定。
貯水位は昨年より 15ｍ程度低い状態。
（現在、常満 EL.254 に対し EL.235.9）

18:00 記者発表 記者発表（59 号）

23:32 地震・警報 最大震度６強（栗原市築館、宮城野）
M7.4 深さ 40km 震源地宮城県沖

23:32 地震・警報 津波警報（宮城県）発表、
津波注意報（青森太平洋側、岩手、福島、茨城）発表

23:32 ライフライン 事務所　予備発電機へ切り替え、水道断水

23:32 情報 分庁舎階段ひび割れ拡大→使用禁止

23:32 施設状況 多重回線障害発生（箟岳不安定状態）（マイクロ回線
雑音有り）ＴＭ設備データ欠測（箟岳中継対象局）
携帯電話回線制限により使用不能

23:40 情報 鮎川津波到達（推測）

状況把握 野蒜水位計点検調査（㈱拓和）

緊急復旧作業  4  江合川桜町地区緊急復旧工事　完了

緊急復旧作業 15  鳴瀬川木間塚地区緊急復旧工事　着手

0:20 施設状況 米谷（出）マイクロ調子悪い
米谷・岩手 60 ㎥ /s ポンプ車作業員避難完了（米谷所長より）

0:25 情報 鳴瀬出張所帰宅済みのため不在

0:45 情報 米谷大橋通行止め（段差拡大）（出張所情報）　
→2:15 通行止め解除（道路管理者情報）

0:50 施設状況 水位観測所欠測多数、のの岳中継所が原因の可能性大。
明るくなってからのの岳中継所点検を行う。

0:55 地震・警報 津波警報（宮城県）、
津波注意報（青森太平洋側、岩手、福島、茨城）解除

4:45 状況把握 現地調査（調査課長、千葉→旧北 (5:00 ～ 6:30）
～新北河口）kcos740-242-61→15:55 帰庁
　　　　（間山、小島原　→旧北～鳴瀬河口）
　　　　　kcos740-242-09→8:50 帰庁

5:00 状況把握 各出張所点検開始

6:00 情報 鳴子ダム放流通知（発電停止に伴いゲートより放流するため）最大 5㎥ /s

7:00 情報 通行可：石巻大橋、日和大橋通行不可：内海橋（東・西）　

7:30 記者発表 記者発表（60 号）

8:00 ライフライン 事務所　商用電源復旧

8:50 状況把握 南沢川水門点検（今泉、大平）出発→13:00 帰庁

8:50 状況把握 横川・相野谷排水機場点検（吾妻、後藤）出発→13:50 帰庁

8:50 状況把握 箟岳中継所点検（森山、ケーネス阿部）出発→12:30 帰庁

10:50 状況把握 砂防施設点検結果：異常なし
浅布・小川原水が濁っている。→ヘリ調査後、
大規模な崩落は無い　　　御沢、異常なし。

11:00 記者発表 記者発表（61 号）

13:30 状況把握 南沢川・唐崎水門点検（相澤、ケーネス阿部）出発→18:10 帰庁

14:00 状況把握 石井閘門点検（今泉、大平、後藤）出発→15:15 帰庁

15:30 状況把握 真野川水門（佐々木係長、今泉、後藤）出発→16:40 帰庁

18:00 記者発表 記者発表（62 号）

ライフライン 鳴瀬出張所商用復電

施設状況 テレメータ中継局調査（㈱東北カナデンテレコム
エンジニアリング）
・箟岳無線中継所：中継装置動作確認作業

施設状況 水位計センサー調査（㈱拓和）
・月浜防潮水門：変換器及び中継ボックスは使用不可、センサー部は使用可
・月浜第二水門：変換器及び中継ボックスは使用不可、センサー部は使用可
・月浜第一水門：変換器及び中継ボックスは使用不可、センサー部は使用可

緊急復旧作業 5 江合川渕尻地区緊急復旧工事　完了

5:00 状況把握 鳴瀬川河口調査（庄司技副、清水野、岩田）出発→9:15 帰庁

8:40 状況把握 鳴瀬川水系設備点検（今泉、大平 )出発→12:00 帰庁

9:00 状況把握 鳴瀬川水系 CCTV 設備確認（相澤）出発→帰庁

9:50 状況把握 大樋排水樋管、唐崎水門点検（梅津、後藤 )出発→14:20 帰庁

10:30 記者発表 記者発表（63 号）

14:15 状況把握 箟岳中継所点検（小田島、相澤）出発→16:10 帰庁

14:30 状況把握 追波川排水機場（宮本）出発→17:40 帰庁

18:00 記者発表 記者発表（64 号）

18:42 地震・警報 最大震度５弱（大崎市田尻）M5.4 深さ 50km
震源地宮城県沖

ライフライン 箟岳無線中継所商用復電
鹿島台出張所商用復電
鳴瀬川中流堰管理所商用復電
鳴瀬堰管理所商用復電
米谷出張所商用復電
涌谷出張所商用復電
大崎出張所商用復電
桑折江堰管理所商用復電
脇谷側水門商用復電

81 82
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月日 時間 分類

31 4/10

32 4/11

33 4/12

34 4/13

35 4/14

36 4/15

37 4/16

38 4/17

40 4/19

41 4/20

42 4/21

43 4/22

44 4/23

47 4/26

46 4/25

48 4/27

49 4/28

50 4/29

51 4/30

53 5/2

54 5/3

52 5/1

45 4/24

総括班・総括係

東日本大震災　時系列整理簿

4　月 36 4/15 55 5/4

56 5/5

57

58

5/6

5/7

59 5/8

60 5/9

61 5/10

62 5/11

63 5/12

64 5/13

65 5/14

66 5/15

67 5/16

68 5/17

69 5/18

70 5/19

71 5/20

72 5/21

5　月

ライフライン 日本スタンドサービス㈱　鳴瀬川中流堰管理所
発電設備燃料補給　船越排水機場より 4000L 移送

施設状況 電気設備巡回調査（高橋電気商会㈱）
・明治水門：長時間停電による BATT 容量低下し、電圧不足
・船越排水機場：異常なし
・鳴瀬堰管理所：制御用 BATT 容量低下　切換器故障中（引き続き）

緊急復旧作業 10  鳴瀬川下川原地区緊急復旧工事　完了

5:50 状況把握 大崎３班巡視開始→9:40　２巡目終了　変化なし

9:00 状況把握 機械設備（二線堤、身洗川水門、原田）点検
（吾妻、吉村、藤田）出発→15:45 帰庁

9:00 状況把握 野蒜 旧北調査（調査 齋藤）出発→12:30 帰庁

10:30 記者発表 記者発表（65 号）

13:30 市町村調整 石巻市（近江、平井）来所、釜谷工事にかかる調整

緊急復旧作業 3  江合川上谷地地区緊急復旧工事　完了

30 4/9

7:30 状況把握 江合川 Bｒ検尺（調査：齋藤、間山）→12:00 帰庁

9:00 状況把握 機械設備（和渕排水樋管、他）点検（吾妻、吉村、藤田）→16:20 帰庁　

9:35 ライフライン 事務所　水道復旧

10:00 記者発表 記者発表（66 号）

17:16 地震・警報 最大震度６弱（M7.0　震央：福島県浜通り内陸）　
管内最大震度５弱（涌谷町新町）

17:18 地震・警報 津波注意報（宮城県）発令　午後 6時 20 分頃
50cm 程度と予測　→　18:05 注意報解除

17:50 状況把握 １次点検開始（対象：涌谷 5～ 8班、大崎 3班）　
→18:30　1 次点検終了　異状なし

18:05 地震・警報 津波注意報（宮城県）解除

施設状況 多重回線障害発生（箟岳不安定状態）（前回より引き続き）

施設状況 電気設備巡回調査（高橋電気商会㈱）
・相野谷排水機場：制御用直電装置垂下により１Φ商用
　入力トリップ出力電圧調整 120．4Ｖ→109．15Ｖ
　制御用直電装置充電開始
・横川排水機場 ：蓄電池放電試験実施異常なし
・追波川排水機場 ：蓄電池放電試験実施異常なし

緊急復旧作業 13  江合川平針上流地区緊急復旧工事　完了

10:05 現地応援 排水ポンプ車 (加藤、武石 )立会出発→14:00 帰庁

10:18 状況把握 ２次点検終了　大きな変状無し

12:30 記者発表 記者発表（67 号）

14:07 地震・警報 最大震度６弱（M6.3　震央：福島県浜通り内陸）
管内最大震度４（美里町木間塚）
１次点検対象区間無し

施設状況 電気設備巡回調査（高橋電気商会㈱）
・三本木排水機場：蓄電池放電試験実施異常なし
・師山排水機場：蓄電池放電試験実施異常なし
・鳴瀬出張所：異常なし

検討会 「北上川等堤防復旧技術検討会」現地事前調査

7:00 状況把握 過去工事資料探し（間山：鳴瀬出張所、
伊藤：飯野川出張所）出発→10:00 帰庁

10:30 記者発表 記者発表（68 号）

15:50 調査団 局長・河川部長ヘリによる視察（15:00 ～ 18:00）、
河北成田ヘリポート着

19:00 記者発表 記者発表（69 号）

施設状況 電気設備巡回調査（高橋電気商会㈱）
・大江川排水機場：蓄電池放電試験実施異常なし
・大崎出張所：燃料タンクフロート残量計チェーン破損
　　　　　  　チェーン取付対策実施
・鳴瀬出張所：蓄電池放電試験実施異常なし

9:00 状況把握 機械設備（宿浦、山田排水樋管）点検（吾妻）→12:00 帰庁

18:00 記者発表 記者発表（70 号）

検討会 「北上川等堤防復旧技術検討会（第１回）」開催

施設状況 大崎出張所事務係長より三本木橋観測所
パンザマスト根元が腐って傾いているとの報告あり

施設状況 三川合流点ＣＣＴＶ制御障害対応（㈱有電社）
・現地調査：駆動部故障により工場修理

施設状況 野蒜水門発電設備応急復旧作業（北芝電機㈱）
・現地調査

施設状況 電気設備巡回調査（高橋電気商会㈱）
・鈴根五郎排水機場：異常なし
・桑折江堰管理所：異常なし
・身洗川水門：総電圧が低いため調整を実施
26．46Ｖ→27．2Ｖ翌日まで均等充電

8:40 調査団 本省現地案内（調査課長・間山・伊藤）→14:55 帰庁

17:00 記者発表 記者発表（71 号）

施設状況 野蒜水門発電設備応急復旧作業（北芝電機㈱）
・被災蓄電池交換実施（脇谷水門遊休品 MSE-150）
・回路一部接続変更により発電機運転可

施設状況 三本木橋観測所パンザマスト応急復旧作業
（㈱東北カナデンテレコムエンジニアリング）
・現地調査

施設状況 電気設備巡回調査（高橋電気商会㈱）
・身 洗 川 水 門：均等から浮動充電になっているのを確認
　　　　　　　　発電機異常なし
・鞍坪排水機場：前回変更した垂下電流値を正規（40Ａ）に
　　　　　　　　再調整　発電機異常なし
・鳴瀬堰管理所：燃料小出槽フロートスイッチ破損燃料
　　　　　　　　給油口フレキ沈下より張力大
　　　　　　　　UPS バイパス周波数異常が多数発生
　　　　　　　　同期周波数幅変更　１％→３％

9:00 状況把握 鬼橋・山崎排水樋管現地調査（川津・前川）→13:40 帰庁

11:00 記者発表 記者発表（72 号）

14:00 状況把握 門脇水位観測所（小田島、中家）→15:30 帰庁

14:30 市町村調整 北上総合支所打合せ（管理課長、宮本堰官）→17:30 帰庁

18:30 記者発表 記者発表（73 号）

施設状況 三本木橋観測所パンザマスト応急復旧作業
（㈱東北カナデンテレコムエンジニアリング）
・仮設コンクリート柱にて緊急対応

施設状況 電気設備巡回調査（高橋電気商会㈱）
・鹿島台出張所：UPS バイパス周波数異常が多数発生
　　　　　　　　同期周波数幅変更　1％→3％
・大 沢 水 門：異常なし
・岩之沢樋門：異常なし
・米谷出張所：異常なし
・相野谷排水機場：前回設定変更した充電電圧を
　　　　　　　　　元（120V）に調整復旧

緊急復旧作業 19 北上川下流月浜第一水門緊急復旧工事　着手

緊急復旧作業 20 北上川下流鬼橋排水樋管緊急復旧工事　着手

緊急復旧作業 21 江合川福浦地区緊急復旧工事　着手

9:30 調査団 大臣視察（旧北上川河口部～石巻市市役所）事務所長、外対応→11:30 帰庁

11:00 状況把握 機械設備（水質自動監視所、樋管）点検（吾妻、川津、前川）→15:30 帰庁

14:00 状況把握 旧北河口部調査（小田島、岩田）→16:10 帰庁

17:00 記者発表 記者発表（74 号）

緊急復旧作業 18 北上川下流長面地区緊急復旧工事　着手

0:40 水防警報 旧北上川：水防警報第２号（出動）発表

6:40 水防警報 旧北上川：水防警報第３号（情報）発表

9:15 状況把握 機械設備 (南沢川水門 )点検 (大平、増田 ) →12:40 帰庁

9:30 現地応援 大崎出張所ＯＡ作業（中家、吉田）→14:30 帰庁

17:30 記者発表 記者発表（76 号）

0:40 水防警報 旧北上川：水防警報第 4号（情報）発表

7:10 水防警報 旧北上川：水防警報第 5号（情報）発表

14:30 状況把握 鳴瀬河口部（左岸側）砂州調査（清水野、伊藤）出発
エクストレイル 740-242-07→17:50 帰庁

18:30 記者発表 記者発表（77 号）

施設状況 電気設備巡回調査（高橋電気商会㈱）
・涌谷出張所：異常なし
・鞍坪排水機場：異常なし
・明治水門：発電機運転時ヘッドカバーよりオイル漏れ発生
・唐崎水門：発電機始動時負荷低電圧発生 BATT 容量低下？

2:10 水防警報 旧北上川：水防警報第６号（情報）発表

4:35 状況把握 調査課旧北上川浸水調査（齋藤、伊藤、間山、小島原）出発→8:10 帰庁

7:10 水防警報 旧北上川：水防警報第７号（情報）発表

9:30 状況把握 機械設備（鈴根五郎排水機場外）点検（吾妻、大平）→163:0 帰庁

9:50 状況把握 吉田川堤防現地調査（柴田副所長・石村係長）→14:40 帰庁

18:00 記者発表 記者発表（78 号）

施設状況 電気設備巡回調査（高橋電気商会㈱）
・形沼排水機場：異常なし　運転モード変更　自動→手動
・黄牛排水機場：異常なし　運転モード変更　自動→手動
・南沢川水門：操作室電源盤チャンネルベースアンカー　
　　　　　　　全数（4本）離脱　　発電機は異常なし
・唐崎水門：発電機始動時負荷低電圧発生

2:50 水防警報 旧北上川：水防警報第８号（情報）発表

7:50 水防警報 旧北上川：水防警報第９号（情報）発表

9:50 状況把握 機械設備（不動沢第一樋管外）点検（吾妻、増田）→11:50 帰庁

11:30 情報 鳴子ダム防災操作通知
空き容量確保の為 13:30 より放流量を 20→40 ㎥へ
増量荒雄における水位は、1.82→2.00m 程度となる見込み

検討会 「北上川等堤防復旧技術検討会」現地調査（本省委員会視察）

2:50 水防警報 旧北上川：水防警報第 10 号（情報）発表

9:00 水防警報 旧北上川：水防警報第 11 号（解除）発表

10:30 状況把握 真野川水門（宮本堰管）出発→11:30 帰庁

12:50 状況把握 石巻河北　打合せ（高橋専門官）→16:00 帰庁予定

13:30 状況把握 旧北上川 7.3K 左岸　苦情（ごみ）状況確認（塚田専門官）→14:50 帰庁

17:00 記者発表 記者発表（79 号）

8:00 調査団 副大臣対応（工務第一課長、調査課長、外）→10:10 帰庁

8:30 調査団 副大臣対応（柴田技副）→13:50 帰庁

14:30 調査団 鳴瀬（木間塚）吉田（上志田上下流）：25 日佐々木委員長
視察の事前下見 （調査課伊藤）：パジェロ→18:20 帰庁

17:00 記者発表 記者発表（80 号）

8:50 調査団 佐々木委員長現地視察同行「鳴瀬河口→新北河口
→石巻右岸→鳴瀬」（調査課伊藤：ステップ W　
K-cos740-242-03）→19:30 帰庁

15:50 施設状況 北上下流局鉄塔及び箟岳向けアンテナ調整実施回線復旧

17:00 記者発表 記者発表（81 号）

施設状況 電気設備巡回調査（高橋電気商会㈱）
・脇谷水門：異常なし
・分流施設管理棟 ：異常なし
・脇谷水閘門 ：異常なし
・鴇波水門 ：異常なし
・真野川水門 ：異常なし
・大樋排水樋管：異常なし

検討会 「北上川等堤防復旧技術検討会」現地調査
（第２回検討委員会事前調査）

9:05 状況把握 富士沼現況調査（調査課伊藤、小島原）
K-cos740-242-03→12:00 帰庁

13:30 状況把握 北上大堰現地調査（柴田技副・管理課長・宮本堰管
・五内川）→18:00 帰庁

17:00 記者発表 記者発表（82 号）

施設状況 鉄塔ボルト点検（㈱アビーズ）
・北上川下流河川事務所

施設状況 TMアンテナ柱調査（㈱東北カナデンテレコムエンジニアリング）
・寒風沢局、落合局パンザマスト根元部腐食確認

施設状況 電気設備巡回調査（高橋電気商会㈱）
・三本木防災 ST：異常なし
・鳴瀬出張所：給湯器電源異常

緊急復旧作業 23 鳴瀬川下伊場野地区緊急復旧工事　完了

検討会 「北上川等堤防復旧技術検討会」現地調査
（第２回検討委員会事前調査）

8:45 市町村調整 北上総合支所関係者情報連絡打合せ（堺課長、宮本）→12:50 帰庁

10:30 状況把握 旧北（石巻大橋下流左右岸）浸水調査（清水野、間山、伊藤、千葉）→13:15 帰庁

13:00 状況把握 月浜現地調査（森山、相澤）→17:15 帰庁

17:30 記者発表 記者発表（83 号）

施設状況 鉄塔ボルト点検（㈱アビーズ）
・北上川下流河川事務所

施設状況 電気設備巡回調査（高橋電気商会㈱）
・船越排水機場：異常なし
・鳴瀬堰管理所：UPS 充電異常　BATT 完放電　交換要す
・鳴瀬出張所 ：給湯器電源調査　予備ブレーカと交換実施復旧
・相野谷排水機場：異常なし

9:00 状況把握 旧北左右岸浸水深調査（伊藤・千葉）→18:00 帰庁

12:30 状況把握 旧北河口左岸現地調査（管理課長・宮本堰管）→15:20 帰庁

13:10 状況把握 若針塩止堰ほか現地調査（管理課佐々木）→15:50 帰庁

18:00 記者発表 記者発表（84 号）

施設状況 電気設備巡回調査（高橋電気商会㈱）
・飯野川出張所：エンジン本体より潤滑油のにじみあり
・福地水門：燃料計指示不良（残 55％→実 30％）

13:00 状況把握 釜谷地区現地調査（占調佐々木、管理佐々木）→16:00 帰庁

17:00 記者発表 記者発表（85 号）

緊急復旧作業 14  新江合川中谷地区緊急復旧工事　完了

10:00 状況把握 野蒜水門現地確認（宮本堰管）→20:00 帰庁

9:00 記者発表 記者発表（86 号）

9:30 状況把握 野蒜水門現地確認（宮本堰管）→15:20

10:00 状況把握 旧北河口部調査（斉藤課長、梅津係長）→11:30

17:00 記者発表 記者発表（87 号）

緊急復旧作業 21　江合川福浦地区緊急復旧工事　完了

9:00 情報 鳴子ダム放流通知 40 ㎥→50 ㎥へ増量、
荒雄の水位 1.92→2.00m 程度となる見込み

17:00 記者発表 記者発表（88 号）

施設状況 電気設備巡回調査（高橋電気商会㈱）
・南沢川水門 :電源盤のアンカー再打ち込み実施

検討会 「北上川等堤防復旧技術検討会（第 2回）」本局事前打合せ

9:10 状況把握 鳴瀬川河口等現地調査（柴田副所長・調査課長）→14:20 帰庁

9:50 状況把握 石井導水樋管現地調査（管理課長）→11:30 帰庁

10:00 状況把握 新北上川河口現地調査（本局渡辺係長）→12:30 帰庁

10:05 災害対策車応援 Ku-SAT 撤去（新北河口部釜谷地区）（本局対応）

10:45 状況把握 新北上川釜谷地区現地調査（佐々木係長）→16:00 帰庁

13:00 状況把握 北上川河口部許可工作物調査（占用調整課長・伊藤）→16:30 帰庁

15:30 市町村調整 地元説明会（河北総合支所）（本局渡辺係長ほか）→17:30 帰庁

9:15 状況把握 新北上川釜谷地区現地調査（本局中川専門官・渡辺係長）→15:30 帰庁

10:15 状況把握 鳴瀬川河口現地調査（調査課長・伊藤・経理課長）→15:50 帰庁

13:00 状況把握 真野川格納庫調査（佐々木係長）→15:20 帰庁

16:05 状況把握 石巻市内（排水ポンプ関係）（佐々木係長）→17:30 帰庁

9:00 状況把握 米谷管内・旧北上川河口調査（柴田副所長・工務課）→16:00 帰庁

9:10 状況把握 新北上川釜谷地区現地調査（本局中川専門官）→15:40 帰庁

17:00 記者発表 記者発表（89 号）

17:00 記者発表 記者発表（90 号）

検討会 「北上川等堤防復旧技術検討会（第 2回）」開催

8:45 状況把握 野蒜水門、月浜防潮水門（宮本堰管）→15:45 帰庁

9:10 状況把握 曽波神公園（占調課長、下山係長）→10:10 帰庁

8:55 状況把握 釜谷～大曲（宮本堰管）→16:40 帰庁

10:45 状況把握 石巻市役所、旧北河口部（庄司技副、調査課長）→12:25 帰庁

13:00 状況把握 野蒜、月浜（防情課長）→16:10 帰庁

9:00 記者発表 記者発表（91 号）

10:00 状況把握 釜谷・月浜（沼倉専門官・郡山係長）→15:30 帰庁

17:00 記者発表 記者発表（92 号）

9:00 状況把握 新北河口調査（調査課伊藤、間山）→12:40 帰庁

11:10 状況把握 河北総合支所→釜谷地区（本局郡山係長）→16:00 帰庁

18:00 記者発表 記者発表（93 号）

10:25 状況把握 河北総合支所→釜谷地区（本局郡山係長）→16:00 帰庁

13:30 状況把握 月浜防潮水門現地調査（宮本堰官）→17:00 帰庁

17:00 記者発表 記者発表（94 号）

9:50 状況把握 飯野川出張所・釜谷（本局郡山係長）→16:00 帰庁

15:30 状況把握 旧北上川河口現地調査（間山・小島原）→翌日 12:55 帰庁

15:30 情報 鳴子ダム放流通知　50 ㎥ /s→80 ㎥ /s へ　
→　荒雄水位　1.87m→2.10m 程度へ上昇

20:00 状況把握 旧北上川河口現地調査（齋藤・千葉）→23:00 帰庁予定

9:30 状況把握 釜谷地区（本局郡山係長）→15:30 帰庁

10:00 状況把握 野蒜水門（管理課佐々木係長）→16:00 帰庁

19:00 記者発表 記者発表（95 号）

緊急復旧作業 16  吉田川上志田地区緊急復旧工事　完了

緊急復旧作業 17  吉田川上志田地区緊急復旧工事　完了

10:30 市町村調整 釜谷・北上総合支所（本局沼倉専門官）→15:00 帰庁

10:30 状況把握 釜谷・東名（東技安斎）→13:30 帰庁

13:30 状況把握 石巻市内（井内）（工務第二課長・経理課長・品確佐藤）→15:00 帰庁

9:20 状況把握 釜谷地区に直行（本局沼倉専門官）→12:30 登庁

10:25 状況把握 釜谷地区（東技安斎）→13:30 帰庁

13:55 市町村調整 北上総合支所（本局沼倉専門官）→そのまま直帰

14:00 状況把握 運河交流館（小田島）→14:30 帰庁

13:15 水防警報 門脇　水防警報第 1号（準備）発表

23:20 水防警報 門脇　水防警報第 2号（出動）発表

復旧作業 三本木橋観測所パンザマスト応急復旧作業
（㈱東北カナデンテレコムエンジニアリング）

5:10 水防警報 門脇　水防警報第 3号（情報）発表

17:30 記者発表 記者発表（96 号）

0:00 水防警報 門脇　水防警報第 4号（情報）発表

5:40 水防警報 門脇　水防警報第 5号（情報）発表

10:00 情報 鳴子ダム　放流終了通知

14:45 状況把握 野蒜水門、東松島市（宮本堰管）→17:10 帰庁

17:30 記者発表 記者発表（97 号）

復旧作業 落合観測所パンザマスト応急復旧作業
（㈱東北カナデンテレコムエンジニアリング）

0:50 水防警報 門脇　水防警報第 6号（情報）発表

6:20 水防警報 門脇　水防警報第 7号（情報）発表

1:00 水防警報 門脇　水防警報第 8号（情報）発表

7:30 水防警報 門脇　水防警報第 9号（情報）発表

8:30 状況把握 石巻市内（庄司副所長・管理課長）→12:00 帰庁

8:30 状況把握 大沢川排水ポンプ関係（機械佐々木）→12:45 帰庁

13:00 状況把握 月浜（東技長倉）→16:30 帰庁予定

14:00 状況把握 大沢川排水ポンプ関係（宮本堰管）→16:30 帰庁

17:30 記者発表 記者発表（98 号）

1:20 水防警報 門脇　水防警報第 10 号（情報）発表

8:00 水防警報 門脇　水防警報第 11 号（解除）発表

17:00 記者発表 記者発表（99 号）

緊急復旧作業 15  鳴瀬川木間塚地区緊急復旧工事　完了
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月日 時間 分類

75 5/24

76 5/25

77 5/26

78 5/27

79 5/28

80 5/29

81 5/30

82 5/31

84 6/2

83 6/1

86 6/4

87 6/5

88 6/6

89 6/7

90 6/8

91 6/9

92 6/10

93 6/11

94 6/12

95 6/13

96 6/14

97 6/15

98 6/16

99 6/17

100 6/18

101 6/19

102 6/20

103 6/21

104 6/22

105 6/23

106 6/24

108 6/26

109 6/27

110 6/28

111 6/29

112 6/30

115 7/3

117 7/5

118 7/6

121 7/9

122 7/10

123 7/11

124 7/12

125 7/13

126 7/14

127 7/15

128 7/16

129 7/17

130 7/18

131 7/19

133 7/21

135 7/23

137 7/25

141 7/29

143 7/31

113 7/1

107 6/25

総括班・総括係

東日本大震災　時系列整理簿

5　月

6　月

7　月

9　月

10　月

11　月

12　月

1　月

8　月

2　月

3　月

85 6/3

161 8/10

162 8/19

169 8/26

173 8/30

203 9/29

212 10/7

213 10/8

231 10/27

245 11/10

249 11/14

250 11/15

251 11/16

252 11/17

254 11/19

255 11/20

256 11/21

257 11/22

258 11/23

259 11/24

260 11/25

262 11/27

263 11/28

265 11/30

243 11/8

182 9/8

156 8/5

74 5/23 10:00 状況把握 新北河口調査（調査課伊藤、間山）→15:00 帰庁

復旧作業 寒風沢観測所パンザマスト応急復旧作業
（㈱東北カナデンテレコムエンジニアリング）

10:00 状況把握 石巻市内（庄司副所長・管理課長）→12:00 帰庁

12:45 状況把握 大沢川排水ポンプ関係（宮本堰管）→17:30 帰庁

9:00 状況把握 大崎出張所管内（柴田副所長）→15:30 帰庁

9:20 状況把握 月浜・野蒜（宮本堰管）→17:15 帰庁

10:20 状況把握 東松島市内（庄司副所長）→12:35 帰庁

10:30 状況把握 飯野川出張所・野蒜（管理課佐々木係長）→16:30 帰庁

11:00 状況把握 月浜・野蒜（東技武石係長）→15:20 帰庁

14:40 市町村調整 石巻市役所（小田島、岩田）→16:00 帰庁

17:00 記者発表 記者発表（100 号）

8:40 市町村調整 富谷・大和・大郷・松島町役場（小田島、岩田）→16:45 帰庁帰庁

8:40 状況把握 北上川橋浦地区（柴田副所長・管理課長）→11:40

13:10 状況把握 東名（東技武石係長）→15:00 帰庁

17:00 記者発表 記者発表（101 号）

18:00災害対策車応援Ku-SAT 撤去（月浜第一水門）（本局対応）

9:00 市町村調整 登米市役所、外（小田島、中家）→12:20 帰庁

15:40 状況把握 石巻市真野地区旧北左岸調査（齋藤、間山）→18:00 帰庁

16:10 状況把握 石巻市内（小田島、森山）→18:0５帰庁

17:00 記者発表 記者発表（10２号）

復旧作業 日和山公園 CCTV 復旧作業（㈱日立国際電気）（5.27 ～ 6.1）
・無線 LAN 構成（住吉～日和山）
・電力線ルート再検討（神社神主より苦情のため）(5.30)

13:30 状況把握 飯野川出張所、釜谷（TBS 対応：工務第二課長）→17:00 帰庁

12:30 状況把握 旧北上川河口（NHK 対応：工務第二課長）→15:00 帰庁予定

18:30 水防警報 門脇　水防警報第 1号（準備）発表

21:40 水防警報 門脇　水防警報第２号（出動）発表

4:00 状況把握 石巻市旧北浸水調査（齋藤、小島原）→7:00 帰庁

4:40 水防警報 門脇　水防警報第３号（情報）発表

5:45 水防警報 新田橋（竹林川）　水防警報第 1号（準備）発表

8:40 支部体制 河川：注意体制（粕川　水防団待機水位超過）

8:45 水防警報 粕川（吉田川）　水防警報第２号（準備）発表

9:40 支部体制 河川：警戒体制（新田橋　はん濫注意水位超過）

9:45 水防警報 新田橋（竹林川）　水防警報第３号（出動）発表

10:30 洪水予報 新田橋（竹林川）　洪水予報第 1号（はん濫注意情報）発表

10:35 水防警報 落合（吉田川）　水防警報第４号（準備）発表

11:20 水防警報 落合（吉田川）　水防警報第５号（出動）発表

12:50 水防警報 粕川（吉田川）　水防警報第 6号（出動）発表

12:55 洪水予報 落合（吉田川）　洪水予報第２号（はん濫注意情報）発表

13:00 水防警報 門脇　水防警報第４号（情報）発表

13:45 ポンプ車 排水ポンプ車出動命令（横川排水機場）飯野川 30t ポンプ車派遣

13:50 洪水予報 粕川（吉田川）　洪水予報第３号（はん濫注意情報）発表

15:00 状況把握 石巻市旧北浸水調査（間山・千葉）→17:45 帰庁　
※読売新聞の取材を受けた

15:23 ポンプ車 排水ポンプ車（横川排水機場）排水開始

16:00 記者発表 【低気圧に伴う出水】記者発表（1号）

17:40 水防警報 新田橋（竹林川）　水防警報第 7号（解除）発表

18:00 ポンプ車 排水ポンプ車（横川排水機場）排水終了

18:50 洪水予報 新田橋（竹林川）洪水予報第４号（はん濫注意情報：解除）発表

22:10 水防警報 落合（吉田川）　水防警報第 8号（解除）発表

22:30 洪水予報 落合（吉田川）洪水予報第５号（はん濫注意情報：解除）発表

検討会 「北上川等堤防復旧技術検討会」中間報告書（案）公表
東北地整ホームページにて

5:10 水防警報 門脇　水防警報第５号（解除）発表

7:40 水防警報 粕川（吉田川）　水防警報第 9号（解除）発表

8:20 洪水予報 粕川（吉田川）洪水予報第 6号（はん濫注意情報：解除）発表

9:10 支部体制 河川：注意体制（はん濫注意水位以下へ低下）

11:40 支部体制 河川：体制解除（今後、水防団待機水位を下回る見込み）

17:00 記者発表 【低気圧に伴う出水】記者発表（２号終報）

9:30 状況把握 野蒜築港（庄司副所長）→12:00 帰庁

16:20 状況把握 真野川現地調査（間山・小島原）→17:30 帰庁予定

9:00 状況把握 月浜（庄司技副、奥山課長）→14:30 帰庁

施設状況 北北上運河浄化制御設備調査（㈱有電社）
・運河交流館 :各架下側の機器まで浸水あり（約 70cm）
・最低堤防高箇所 :装置内端子部まで浸水あり
・釜閘門管理事務所 :津波により流失

施設状況 門脇仮設局舎補強作業
（㈱東北カナデンテレコムエンジニアリング）
・現地調査

9:05 市町村調整 宮城県東部土木事務所（宮本堰管）→9:45 帰庁

10:15 状況把握 （渡波）宇田川排水機場（庄司副所長・宮本堰管）→12:00 帰庁

13:30 状況把握 曽波神水位観測所（小田島、中家）→14:00 帰庁

復旧作業 門脇仮設局舎補強作業（㈱東北カナデンテレコムエンジニアリング）
・補強作業 :ワイヤー強化、アンテナ柱強化

11:30 状況把握 鳴瀬川河口左岸（野蒜築港付近）にて緊急維持工事
業者が不発弾 3発を発見　鳴瀬出張所長が現地対
応へ→立入禁止措置・警察へ通報等

9:00 状況把握 鳴瀬川河口左岸（野蒜築港付近）の不発弾について
7:30 ～ 8:45 鳴瀬出張所長立会
旧日本軍の廃棄弾と推察、自衛隊にて搬出完了
爆発の危険性は少なく上に土砂をかぶせる程度であれば
問題なし。周辺では今後も見つかるかもしれない。開削す
るようなことがあれば事前に連絡を頂きたいとのこと。

13:30 状況把握 旧北上川河口（庄司副所長・管理課長）→16:50 帰庁

11:15 状況把握 旧北上川河口・北上川河口（防災情報課長・中家）→16:00 帰庁

13:00 状況把握 鳴瀬西福田・十階松（宮本堰管・佐々木係長）→15:25 帰庁

災害対策車応援 Ku-SAT 撤去（旧北上川左岸 NTT 石巻営業支店屋上）

9:30 状況把握 旧北河口 :内海橋下流水位観測所（小田島、岩田、相澤）→10:45 帰庁

15:00 状況把握 野蒜水門（森山専門職、相澤）→17:20 帰庁

15:15 状況把握 運河交流館（柴田技副、調査課長）→16:25 帰庁

8:00 状況把握 湊地区 :取材対応、矢本 :工事立会（小田島）→12:10 帰庁

17:00 記者発表 記者発表（103 号）

14:30 状況把握 旧北上川方面（庄司副所長・管理課長）→16:30 帰庁予定

18:30 記者発表 記者発表（104 号）

緊急復旧作業 2 北上川下流釜谷地区緊急復旧工事完了

緊急復旧作業 22 鳴瀬川野蒜地区緊急復旧工事完了

11:45 ポンプ車 （渡波）塩富町赤堀・排水ポンプ車出動立会（宮本堰管）→14:00 帰庁

17:00 記者発表 記者発表（105 号）

合同巡視 重要水防合同巡視（鳴瀬出張所管内）

合同巡視 重要水防合同巡視（鹿島台出張所管内）

11:10 水防警報 門脇水防警報第 1号（準備）発表

13:40 水防警報 門脇水防警報第 2号（出動）発表

4:50 水防警報 門脇水防警報第 3号（情報）発表

合同巡視 重要水防合同巡視（大崎出張所管内）

14:55 水防警報 門脇水防警報第 4号（情報）発表

緊急復旧作業 9鳴瀬川和多田沼地区緊急復旧工事、鳴瀬川福ヶ袋地区緊急復旧工事完了

緊急復旧作業 19 北上川下流月浜第一水門緊急復旧工事完了

5:25 水防警報 門脇水防警報第 5号（情報）発表

合同巡視 重要水防合同巡視（米谷出張所管内）

15:40 水防警報 門脇水防警報第 6号（情報）発表

17:00 記者発表 記者発表（106 号）

6:10 水防警報 門脇水防警報第 7号（情報）発表

16:00 水防警報 門脇水防警報第 8号（情報）発表

7:20 水防警報 門脇水防警報第 9号（情報）発表

16:50 水防警報 門脇水防警報第 10 号（情報）発表

7:50 水防警報 門脇水防警報第 11 号（解除）発表

16:30 状況把握 鬼橋排水樋管（庄司副所長）→20:50 帰庁

11:00 情報 （東北南部（北部）梅雨入り※気象庁発表※）

12:00 状況把握 鬼橋排水樋管、外（奥山課長）→18:00 帰庁

施設状況 日和山公園 CCTV 復旧（電力受電）
・電源線ルート変更

検討会 「北上川等堤防復旧技術検討会（第 3回）」本局事前打合せ

2:30 ポンプ車 排水ポンプ車（4台）待機指示→17:00 解除

6:51 地震・警報 管内震度 4津波注意報（岩手県）発表

8:10 ポンプ車 排水ポンプ車（米谷 60 トン→鬼橋排水樋管）待機指示

9:00 状況把握 鬼橋排水樋管（庄司副所長）→19:00 帰庁

10:00 放流通知 鳴子ダム（Max170 トン）

16:00 支部体制 砂防 :注意体制（湯浜累加雨量 80mm 以上）

0:30 支部体制 砂防 :警戒体制（湯浜累加雨量 120mm 以上）

8:58 ポンプ車 排水ポンプ車（大崎 60 トン :三本木防ステ）待機指示

17:42 ポンプ車 排水ポンプ車（大崎 60 トン :三本木防ステ）待機終了指示

18:30 情報 ※北上川上流ではん濫注意水位超過となったが、下流の水位
相関による予測ではん濫注意水位に到達しない結果となっ
たため、河川は注意体制へ移行しないとの判断がなされた。

19:00 放流通知 鳴子ダム（Max170 トン→80 トン維持へ）

復旧作業 月浜水位局仮復旧作業（㈱拓和）
・水位調整は、仮水位センサ脇量水標より調整

緊急復旧作業 1 北上川下流月浜・橋浦地区緊急復旧工事完了

10:30 支部体制 砂防 :警戒体制解除（点検終了→異常なし）

13:00 記者発表 記者発表（107 号）

復旧作業 月浜水位局ＴＭ仮復旧作業（㈱東北カナデンテレコムエンジニアリング）
・現地機器等設置
・対向調整、運用開始（06.26）

緊急復旧作業 11 鳴瀬川下中ノ目地区緊急復旧工事完了

10:00 記者発表 記者発表（108 号）

8:50 状況把握 米谷出張所管内（庄司副所長）→17:30 帰庁

復旧作業 新北河口監視 CCTV 仮設作業（㈱日立国際電気）（6.27 ～ 7.13）
・月浜第二水門ピア、橋浦地区 CCTV 設置
・無線 LAN 構成（月浜第二～橋浦）

9:30 放流通知 鳴子ダム（Max70 トン）

14:00 記者発表 旧北河口部大型土のう設置完了、引き続き施設
嵩上げ・L型擁壁・仮設排水マス等実施

検討会 「北上川等堤防復旧技術検討会」開削調査現地（大崎出張所）打合せ

14:00 記者発表 【記者発表（本局）】6月 30 日より浸水センサー
計測データとアラーム配信開始

緊急復旧作業 18 北上川下流長面地区緊急復旧工事着手

12:00 記者発表 記者発表（109 号）

14:00 記者発表 【記者発表（本局）】Xバンド MP レーダ試験運用開始

9:20 状況把握 長面・渡波・鬼橋（所長、庄司技副、清水野監督官）→16:30 帰庁

14:00 状況把握 月浜・渡波（所長、佐藤技副）→18:00 帰庁

合同巡視 重要水防合同巡視（涌谷町管内）

施設状況 （本局指示）湊小学校屋上ＣＣＴＶ設置作業
（㈱日立国際電気）（7.05 ～ 7.09）
・無線 LAN 構成（湊小学校～日和山）

14:30 状況把握 鬼橋（庄司技副）→17:00 帰庁

　 施設状況 湊小学校屋上ＣＣＴＶ運用開始（電力受電）

9:57 地震・警報 地震発生（震度 4: 桃生、木間塚）

9:57 支部体制 河川 :注意体制

10:00 地震・警報 津波注意報（岩手・宮城・福島県沿岸）発表

10:13 情報 河口高潮対策業者退避完了（涌谷）

10:26 情報 飯野川維持工事 (瀬崎組 )( 新北 28k・旧北 30k)
注意喚起済み。月浜第一操作員避難指示済み。

10:56 情報 涌谷、飯野川、鳴瀬各出張所管内の河口部施設の
操作員が出ていないことを確認（管理課管理係）

11:45 地震・警報 津波注意報（岩手・宮城・福島県沿岸）解除

11:50 支部体制 河川 :体制解除

14:15 状況把握 鬼橋排水樋管（佐藤所長、佐藤技副、奥山課長、今井技官、小田島）→16:40 帰庁

16:30 支部体制 非常体制→警戒体制に移行（鬼橋排水樋管緊急復旧概成）

17:00 記者発表 記者発表（110 号）緊急復旧工事概成→体制を警戒に移行

情報 （東北地方梅雨明け）

緊急復旧作業 20 北上川下流鬼橋排水樋管緊急復旧工事　完了

施設状況 橋裏地区ＣＣＴＶ運用開始（電力受電）

11:40 水防警報 門脇　水防警報第 1号（準備）発表

14:10 水防警報 門脇　水防警報第 2号（出動）発表

4:30 水防警報 門脇　水防警報第 3号（情報）発表

14:40 水防警報 門脇　水防警報第 4号（情報）発表

合同巡視 重要水防合同巡視（涌谷出張所管内）石巻市河南

5:30 水防警報 門脇　水防警報第 5号（情報）発表

15:00 水防警報 門脇　水防警報第 6号（情報）発表

6:20 水防警報 門脇　水防警報第 7号（情報）発表

15:30 水防警報 門脇　水防警報第 8号（情報）発表

7:00 水防警報 門脇　水防警報第 9号（情報）発表

16:00 水防警報 門脇　水防警報第 10 号（情報）発表

7:40 水防警報 門脇　水防警報第 11 号（解除）発表

合同巡視 重要水防合同巡視（涌谷出張所管内）石巻市内

検討会 「北上川等堤防復旧技術検討会」開削調査
（調査箇所 :鳴瀬川　下中ノ目上流地区）

施設状況 月浜第二水門ピアＣＣＴＶ運用開始（電力受電）

13:34 地震・警報 地震発生（宮城県沖　最大震度 5強）

記者発表 記者発表（111 号）、記者発表（112 号）

検討会 「北上川等堤防復旧技術検討会（第 3回）」開催

3:53 地震・警報 地震発生（福島県沖　最大震度 5強）

復旧作業 河川浸水車両引き上げ作業　
旧北上川（内海橋～石巻大橋の間）11 ／ 14 まで

検討会 「北上川等堤防復旧技術検討会（第 4回）」本局事前打合せ

14:36 地震・警報 地震発生（福島県沖　最大震度 5弱）

14:38 地震・警報 津波注意報（宮城・福島）発表

記者発表 記者発表（113 号） 、記者発表（114 号）

復旧作業 河川浸水車両引き上げ作業　鳴瀬川・吉田川9／20まで

検討会 「北上川等堤防復旧技術検討会」現地調査（第4回検討委員会事前調査）

復旧作業 河川浸水車両引き上げ作業　北上川　9／ 29 まで

19:05 地震・警報 地震発生（福島県浜通り　最大震度 5強）

検討会 「北上川等堤防復旧技術検討会（第 4回）」開催

検討会 「北上川等堤防復旧技術検討会」現地調査（台風 15 号被災箇所調査）

所内検討会 第 1回　河口部プロジェクトチーム会議

意見交換会 第 1回石巻・東松島地区復興防災基盤連絡調整会議

所内検討会 第 2回　河口部プロジェクトチーム会議
記者発表 記者発表（115 号）

講演会 第1回防災講演会開催　石巻市内（石巻・東松島地区復興防災基盤連絡調整会議主催）

意見交換会 石巻市震災復興基本計画意見交換会（パブリックコメント）石巻市河南会場　

検討会 「北上川等堤防復旧技術検討会（第 5回）」開催

意見交換会 石巻市震災復興基本計画意見交換会（パブリックコメント）石巻市門脇会場　

所内検討会 第 3回　河口部プロジェクトチーム会議

意見交換会 石巻市震災復興基本計画意見交換会（パブリックコメント）石巻市釜会場　10:23

地震・警報 地震発生（茨城県北部　最大震度 5強）
意見交換会 石巻市震災復興基本計画意見交換会（パブリックコメント）石巻市鹿妻会場　

意見交換会 石巻市震災復興基本計画意見交換会（パブリックコメント）石巻市中里会場　

意見交換会 石巻市震災復興基本計画意見交換会（パブリックコメント）石巻市蛇田会場　

意見交換会 石巻市震災復興基本計画意見交換会（パブリックコメント）石巻市河北会場　

説明会 被災市街地復興推進地域の復興事業説明会　会場 :みなと荘、釜小学校
所内検討会 第 4回　河口部プロジェクトチーム会議

説明会 被災市街地復興推進地域の復興事業説明会　会場 :みなと荘、釜小学校

意見交換会 石巻市震災復興基本計画意見交換会（パブリックコメント）石巻市北上会場　

意見交換会 石巻市震災復興基本計画意見交換会（パブリックコメント）石巻市桃生会場　

説明会 被災市街地復興推進地域の復興事業説明会　会場 :釜小学校

説明会 被災市街地復興推進地域の復興事業説明会　会場 :みなと荘、釜小学校

説明会 被災市街地復興推進地域の復興事業説明会　会場：みなと荘、釜小学校

意見交換会 第2回石巻・東松島地区復興防災基盤連絡調整会議
講演会 第2回防災講演会開催　石巻市内　（石巻・東松島地区復興防災基盤連絡調整会議主催）
説明会 被災市街地復興推進地域の復興事業説明会　会場：釜小学校

説明会 被災市街地復興推進地域の復興事業説明会　会場：釜小学校

説明会 被災市街地復興推進地域の復興事業説明会　会場：大街道小学校

説明会 被災市街地復興推進地域の復興事業説明会　会場：大街道小学校

説明会 被災市街地復興推進地域の復興事業説明会　会場：みなと荘、大街道小学校

説明会 被災市街地復興推進地域の復興事業説明会　会場：みなと荘

説明会 被災市街地復興推進地域の復興事業説明会　会場：大街道小学校
所内検討会 第5回　河口部プロジェクトチーム会議

説明会 被災市街地復興推進地域の復興事業説明会　会場：渡波公民館、大街道小学校

説明会 被災市街地復興推進地域の復興事業説明会　会場：渡波公民館、みなと荘

説明会 被災市街地復興推進地域の復興事業説明会　会場：大街道小学校

説明会 被災市街地復興推進地域の復興事業説明会　会場：寿楽荘、門脇中学校

説明会 被災市街地復興推進地域の復興事業説明会　会場：寿楽荘、門脇中学校
説明会 被災市街地復興推進地域の復興事業説明会　会場：寿楽荘、門脇中学校

所内検討会 第6回　河口部プロジェクトチーム会議

説明会 被災市街地復興推進地域の復興事業説明会　会場：大街道小学校

所内検討会 第7回　河口部プロジェクトチーム会議

記者発表 記者発表（116号）
意見交換会 第3回石巻・東松島地区復興防災基盤連絡調整会議

所内検討会 第8回　河口部プロジェクトチーム会議

所内検討会 第9回　河口部プロジェクトチーム会議

所内検討会 第10回　河口部プロジェクトチーム会議

所内検討会 第11回　河口部プロジェクトチーム会議

記者発表 記者発表（117号）

所内検討会 第12回　河口部プロジェクトチーム会議

所内検討会 第13回　河口部プロジェクトチーム会議

検討会 「北上川等堤防復旧技術検討会」最終報告書公表　東北地整ホームページにて

所内検討会 第14回　河口部プロジェクトチーム会議

講演会 防災講演会　パネル展　運河交流館にて（3/10～3/31）

所内検討会 第15回　河口部プロジェクトチーム会議

所内検討会 第16回　河口部プロジェクトチーム会議

記者発表 記者発表（118号）

記者発表 記者発表（119号）

266 12/1

267 12/2

268 12/3

269 12/4

270 12/5

271 12/6

272 12/7

273 12/8

274 12/9

275 12/10

276 12/11

277 12/12

279 12/14

280 12/15

282 12/17

302 1/6

308 1/12

321 1/25

336 2/9

2/16

287 12/22

343

344 2/17

357 3/1

358 3/2

363 3/7

366 3/10

371 3/15

378 3/22

379 3/23

350 2/23
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官携帯電話（借りる）

官携帯用充電器

K-cosmos（持参用） 

※衛星携帯電話

※無線（ＶＨＦ） 

緊急時連絡手帳

※住宅地図

デジタルカメラ（一式）

懐中電灯

※携帯ラジオ

※モバイルパソコン

※電源タップ

※軍手

※毛布

※寝袋

※電気ポット

※携帯ガスコンロ

※やかん

※ティッシュ箱（5BOX） 

※タオル

※トイレットペーパー

※ごみ袋

筆記用具

コピー用紙（A3・A4） 

２穴パンチ

ホチキス

輪ゴム（箱）

ガムテープ

書類かご

野帳

乾電池

1

1

1

1 

2 

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

数枚

数個

数枚

適宜

2

1

1

1

1

3

複数

複数

0

0

4

2

6

1

1

2

1

1

2

多数

多数

多数

多数

多数

多数

借りる官携帯をあらかじめ決めておく

官携帯とセットで借りる

K-cos エリア外へ行く際に１台は貸出可能

送受信（２機）で１セット

防災情報課から各自へ配布済み

当面は派遣先の周辺地図コピー持参

うち１台は現地調査用（防水機能）

懐中電灯・携帯ラジオ一体型（電池必要）

懐中電灯・携帯ラジオ一体型（電池必要）

借りるモバイルをあらかじめ決めておく

各種充電用ほか

懐中電灯用

総務課（経由）

総務課（経由）

防災情報課

防災情報課

防災情報課

各個人

総務課

調査課

防災情報課

防災情報課

技術副所長ほか

防災情報課

総務課

総務課

総務課

総務課

総務課

総務課

総務課

総務課

総務課

総務課

各課

経理課

各課

各課

経理課

経理課

各課

各課

各課

項　目 必要数量 調達課 保有数量 備　考

●どのように実施
　するのか

※K-cosmos の通話方法

マイクロ番号（742○○○）を押した後「通話」ボタンを押す。通話終了後は「フック」ボタンを押す。

※官携帯メールアドレス（直接入力）

thr742○○○（マイクロ番号）

→ドコモ同士のメール送付は [＠docomo.ne.jp] を省略可。

※災害対応時メーリングリスト（官携帯保有者一斉メール配信）

taisei-karyuu@thr.mlit.go.jp

③その他詳細事項

TEC-FORCE の活動は第一陣（3月 13 日〜19 日）は中部、北陸、近畿、中国、四国の 5地整 83 名、

第二陣は（3月 22 日〜27 日）北海道、北陸地整 52 名、第三陣は近畿、北陸、中国、九州の 35 名が

　　①堤防を主体とした把握状況　　②樋門・樋管等の把握状況　　③業務支援　にあたった。

総括班・総括係

TEC-FORCE 活動総括

「リエゾン」とは !?

●いつ・どこで 

①情報「収集」する内容

①自治体へ到着後、派遣先へ挨拶し、準備された席へ配置後、

　派遣元へ到着の連絡を行い、派遣元からの指示を仰ぐ。

・避難勧告地域の名称及び対象者数・避難者数
・被災地域の情報（直轄地域に関係無い情報も必要）
・水防団活動状況
・県道・市道通行止め情報
・地域の孤立化に関する情報
・その他事務所が必要とする各種情報 

・情報連絡員（以下「リエゾン」）の派遣は１自治体あたり１～２名を目安とする。
・「防災服」を着用する。（総務課から借用する）
・派遣元（事務所災害対策支部であれば総括班）はリエゾン派遣前に派遣先の自治体（防災担当）
　へ「リエゾン派遣者名」「所属」「到達時間」を伝える。

②「毎正時」もしくは「情報収集内容に更新があった場合」に派遣元へ情報を報告する。

・報告は「官携帯」または「K-cos」を利用する。

・官携帯・K-cosで通話ができない場合は、官携帯のメール機能を使い、連絡することもありえる。

　（通話エリア外の場合は「衛星携帯電話」「無線」等を持参する。）

・自治体使用のFAXは利用可能（協定締結時に借用する旨を通知済）

・リエゾンへ貸与可能なモバイルPCが無いことから、メールを利用したデータ移送は、可能な限り

　派遣先（防災担当者）の協力を得て（自治体共有アドレス等を利用する等）対応する。

②情報「提供」できる内容

※原則、自治体からの要請が

　あれば対応※

・CCTV 映像閲覧（機材整備状況によっては情報提供不可）
・災害対策用機械に関する情報提供等
・水位予測
・災害復旧のためのノウハウ（TEC-FORCE の危険度診断等）
・その他自治体が必要とする情報（個別事案別に判断が必要）

・自治体主催の「災害対策本部会議」に出席する等、情報収集を積極的に行う。
　また、情報報告時には、災害対策支部の時系列状況等の情報等を確認するなど、
　情報の収集・整理を行う。
　※例：入手した会議資料をＦＡＸで事務所へ送付
・リエゾンに関するマスコミ対応は事務所で行う。
・交代は災害対策支部長（事務所長）判断による（概ね８時間程度）。引継ぎを確実に実行する。
・食事は定時報告の合間に適宜とる。
・ライフラインが断絶している等の非常時には、非常食を持参する。
　※地名の確認や臨時用品や食事の調達等のために「地図」も持参。
・帰還・退去時には、派遣先（防災担当者）あて挨拶（お礼）をし、派遣元へ連絡をしてから移動
　する。

H23.1.11 現在

リエゾン　持参資機材リスト
※印：被災状況により持参することが望ましい場合に適宜追加で持参する

リエゾン（災害対策現地情報連絡員）

派遣のルール

Liaison：つなぐ（フランス語）の意。自治体が持つ情報（避難勧告箇所及び避難人数、水防団活動状況、被害

状況及び被災人数等、県道・市道通行止め情報、地域の孤立化に関する情報、他機関の復旧活動状況）と事務

所が持つ情報（リアルタイム動画情報、予測水位、復旧の手段（ノウハウ）＝TEC-FORCE 等、各種資機材＝排

水ポンプ車等）をつなぐこと。自治体へ出向き、事務所が欲しい情報をいつでも収集できるため、迅速な状況

把握及び被害復旧に効果を発揮する。

■当事務所での活動

当事務所では石巻、女川、東松島の３エリアにて

リエゾンの派遣を実施。宮城県、市、自衛隊、警

察、消防、農林水産省、東北電力、NTT、水道事

業団、ボランティアで構成する災害対策本部会議

の報告、排水ポンプ車の稼働状況等についての業

務を遂行した。

活動期間／

　・石巻リエゾン（4月1日～5月19日）

　・東松島リエゾン（3月22日～4月11日）

　・女川リエゾン（4月1日～5月16日）

以下の条件①②を受け災害対策本部長（局長）または支部長（事務所長）が必要と判断した場合に、

所属長等を通じ派遣の通知がなされる。

●誰が 災害対策支部長（事務所長）が派遣予定者をあらかじめ選定しておく。被災規模・情報収集内容等

に応じて派遣者が決定される。

●どのように実施
　するのか

●何を

①事務所管内で大規模な災害が発生し又は発生の恐れがある場合

②国・自治体等に災害対策本部等が設置された場合
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総括班・調査係

東日本大震災に係る調査期間一覧
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総括班・調査係

この他、千葉測量、アジア航測において、主に大潮時又は出水時等において浸水調査実施。

浸水・痕跡状況調査 洪水予報・水防警報の基準水位の見直し⇒危機管理体制の確立

基準水位　６月１日からの運用について

　今回の地震により宮城県内の直轄管理河川全川にわたり堤防の沈下やクラックが多数発生し、堤防機能が低下したことから、

平成23年4月1日より応急復旧等が完了する出水期前まで暫定水位を設定、運用していたが、応急復旧等の完了時期が明確に

なったことから、暫定水位を見直した。

基準水位の見直しの考え方

基準水位見直しの経緯

〜H23.3

基準水位の種類

基準水位の見直しにあたっては、被災状況や復旧状況の形態（仮復旧状態か本復旧が完了か）を踏まえ、段階的に対応する。

第 1段階・・・・・（被災後〜仮復旧完了　出水期前）

●被災要因（堤防及び基盤等）や仮復旧が完了していない段階⇒出水に対して無防備な状態

●出水が生じた場合は早めの警戒・早めの避難が最優先（基準水位をワンランクダウン）

第 2段階・・・・・（仮復旧完了〜本復旧完了）

●被災要因：堤防自体の液状化等堤防そのものによる被災が大部分を占める。

●復旧状況：仮復旧が完了（堤防の形を確保するが、質については不十分）

●対応方針：低水路満杯相当までは安全に流下可能として基準水位を元に戻す。

　　　　　　堤防部分については質の低下により基準水位を再設定

第 3段階・・・・・（本復旧完了〜）⇒現行基準により再設定

第 1段階　災害発生 第 2段階　応急復旧完了被災前の基準水位

今回の地震により宮城県内の直轄管理河川全川にわたり堤防の沈下やクラックが多数発生し、堤防機能が低下したことから、4月1日よ

り応急復旧等が完了する出水期前まで暫定水位を設定し運用している。今般、応急復旧等の完了時期が明確になったことにより、暫定

水位を見直すこととする。見直しにあたっては、応急復旧完了状態で堤防高を想定し、はん濫危険水位や避難判断水位等を設定する。

なお、対象期間は本復旧が完了するまでの期間とする。

はん濫危険水位

避難判断水位

はん濫注意水位

水防団待機水位

浸水被害の恐れのある水位
左側の数値：震災前の運用値

右側の数値：６月１日からの運用値

通常の水位

水防団待機水位 5.50→5.50

はん濫注意水位 6.50→5.00

避難判断水位 7.80→6.70

はん濫危険水位

水防団待機水位

はん濫注意水位

避難判断水位

はん濫危険水位

水防団待機水位

はん濫注意水位

避難判断水位

はん濫危険水位

水防団待機水位

はん濫注意水位

避難判断水位

はん濫危険水位

8.50→7.40

応急復旧

はん濫危険水位から避難に必要な時間

を差し引いた水位。

避難勧告等の判断の目安

●全川に渡り被災（沈下・亀裂等）

●復旧途上（出水に対し機能低下）

●出水に対し早めの警戒が必要

当面措置

基準水位を「一律一段階引き上げ」

水防団出動の目安。

また出水時の河川管理巡視出動の目安

水防団や河川管理巡視を準備する目安 例：名取橋観測所の場合

●応急復旧完了（形状のみ確保）

●堤防被災が多い（低水路は影響小）

●応急復旧は５月中に完了予定

基準水位を「一律一段階引き上げ」

H23.4〜H23.5 H23.6〜本復旧完了まで
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堤防や排水路の損傷、排水機場の壊滅的被害、また広範囲の地盤沈下により、降雨時に水が貯留しやすい状態になった。

そのため各所に「浸水センサー」を設置。あわせて地域住民、関係機関に向け、浸水リスクの現状をご理解いただくた

めの「浸水リスクマップ」も作成した。加えて「浸水情報の提供」のメール配信も行っている。また大雨などの浸水対

策として「排水ポンプ車」を最大 7台に増強し、対応を図っている。

このほか河口部周辺の本格的な復興に向けた堤防整備等を進めていくにあたり、地域住民意見の把握を目的とした「浸

水対策アンケート調査」も実施している。

浸水センサーは H23.5.31 ～ 6.14 で設置　H23.6.15 から試験運用を行い、H23.6.30 から本運用を行っている。

浸水対応　浸水センサー設置

総括班・調査係

浸水センサー設置位置　①　【北上川】（石巻市）

浸水センサー設置位置　②　【定川〜旧北上川】（石巻市）

浸水センサー設置位置　③　【鳴瀬川〜定川】（石巻市・東松島市）

※本図は施設復旧状況や浸水の実態調査を踏まえ、今後、適宜見直し更新。
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総括班・調査係

浸水リスクマップ（5月末→10 月末の比較）

浸水リスクマップ（5月末）　①　【北上川】（石巻市）

浸水リスクマップ（10 月末）　①　【北上川】（石巻市）

浸水リスクマップ（5月末）　②　【定川〜旧北上川】（石巻市）

浸水リスクマップ（10 月末）　②　【定川〜旧北上川】（石巻市）

95 96



氏 名 所 属 等

委員長 佐々木 康 広島大学 名誉教授

委 員 岡村  未対 愛媛大学大学院 理工学研究科 生産環境工学専攻 教授

風間  基樹 東北大学大学院 工学研究科 土木工学専攻 教授

田中  仁 東北大学大学院 工学研究科 土木工学専攻 教授

真野  明 東北大学大学院 工学研究科 附属 災害制御研究センター 教授

長田  仁 国土交通省 水管理・国土保全局 治水課 課長補佐

服部  敦 国土交通省 国土技術政策総合研究所 河川研究部 河川研究室長

田村  敬一 独立行政法人 土木研究所 構造物メンテナンス研究センター

 耐震総括研究監

佐々木 哲也 独立行政法人 土木研究所 つくば中央研究所

 材料地盤研究グループ 上席研究員

田上  澄雄 国土交通省 東北地方整備局 河川部 部長

桜田  昌之 国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 所長

佐藤  克英 国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所 所長

第１回
検討会

第５回
検討会

第４回
検討会

第３回
検討会

第２回
検討会

現地調査
検討箇所の選定

・既往資料
・被災状況

追加調査

(無被災箇所含む)

・ボーリング調査
・原位置試験
・開削調査
・堤体内水位
・河道測量
・津波痕跡調査

等

設計条件の検討 被災堤防の残存機能評価

被災形態の分類
（被災原因の推定）

無被災箇所

（対策済箇所等）

堤防開削調査

○堤防被災メカニズム（地震・津波）

○災害復旧工法の基本的考え方と工法

○課題と対応
・地震・津波に配慮した河川堤防構造の基本的考え方
・堤防モニタリング計画
・その他

被災メカニズムの特定

・地震時変形解析

・被災メカニズムの推定
　（地震／津波）

・津波遡上区間における
河道・河川管理施設へ
の影響

追加調査結果

・土質調査
　（成層構造、

液状化特性、
保水性、
その他）

・津波遡上
・その他

設計条件

（平成23年4月14日）

● 本復旧工法における基本的考え方、方針を提示（地震・津波） 

● 堤防等被災後の河川管理方針(案)を提示  

（平成23年11月16日現在）

堤防復旧技術検討会

総括班・調査係

浸水リスクマップ（5月末→10 月末の比較）

浸水リスクマップ（5月末）　③　【鳴瀬川〜定川】（石巻市・東松島市）

浸水リスクマップ（10 月末）　③　【鳴瀬川〜定川】（石巻市・東松島市）

東日本大震災で被災した河川堤防等について、被災メカニズムの解明や復旧工法の方針を検討するため、

４月１４日に「北上川等堤防復旧技術検討会」を設置し、専門家からの助言や指導を受けつつ検討を進

めてきたところです。

北上川等堤防復旧技術検討会 検討フロー

北上川等堤防復旧技術検討会　委員名簿

５月

６月

７月

８月

９月

10月

（平成23年5月6日）

（平成23年7月29日）

（平成23年10月7日）

（平成23年11月16日）

11月

平成23年

４月
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3/11 14:46 東日本大震災発生

M9.0　最大震度７

堤防復旧技術検討会

堤防検討会関係【北上川等堤防復旧技術検討会】

総括班・調査係

検討会経緯

北上川等堤防復旧技術検討会のポイント
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石巻・東松島地区復興防災基盤連絡調整会議（石巻市、東松島市、宮城県東部土木事務所、宮城県石巻港湾事務所、

宮城県東部地方振興事務所、当事務所）が主催となり、地域の防災・減災につなげるための「防災講演会」を 2回にわたっ

て開催した。震災により甚大な被害を受けた石巻市・東松島市両地区の今後のまちづくりの参考にしていきたい。

防災講演会

第1回　　平成23年11月14日・・・・石巻グランドホテル

「3.11 大津波、人の避難を妨げたものとは

〜これからの復興にむけた防災とまちづくり〜」

講　師

東北大学大学院

工学研究科付属災害制御研究センター

真野　明　教授

第2回　　平成23年12月2日・・・・石巻市役所

「H16 福島・新潟豪雨災害と

　　　三条市の防災まちづくり」

講　師
新潟県三条市

国定　勇人　市長

堤防復旧技術検討会

総括班・調査係

パネル展

3 ／ 10 ～ 3 ／ 31　運河交流館にて展示

北上川等堤防復旧技術検討会のポイント
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2010年11月、石巻市では石巻市震災復興基本計画（素案）意見交換会を実施。意見交換会の開催日程は次の通り。

なお、堤防計画に関する考え方を、パブリックコメントを通じて地元説明会に同席し説明した。

石巻市震災復興基本計画意見交換会（パブリックコメント）

11月15日(火)

19:00～20:45

11月17（木）

19:00～21:30

11月19日（土）

17:00～19:00

11月20日（日）

17:00～19:15

11月21日（月）

19:00～20:40

11月22日（火）

19:00～20:40

11月23日（水）

10:00～11:40

11月23日（水）

14:00～15:40

11月27日（日）

10:00～12:00

11月27日（日）

19:00～20:00

河南会場

（河南・遊学館）

門脇会場

（門脇中学校）

釜会場

（釜小学校）

鹿妻会場

（鹿妻小学校）

中里会場

（中里長学校）

蛇田会場

（蛇田中学校）

河北会場

（河北総合支所）

稲井会場

（稲井小学校）

北上会場

（北上保健医療センター）

桃生会場

（桃生総合支所）

日　時 会場名
参加者

（人）
事務所出席者 石巻市出席者

150

450

420

280

140

150

120

65

80

35

佐藤事務所長・庄司副所長

上野Ｃ・今井技官　

佐藤事務所長、佐藤（技）副所長、

岩淵用地第一課長、奥山工務第一課長、

斉藤調査課長、清水野監督官、後藤係長

佐藤副所長、奥山工務第一課長、

古川ＳＬ、伊藤専門調査員

佐藤副所長、斉藤調査課長、

小川Ｌ、本間技官

佐藤事務所長、庄司副所長、

斉藤調査課長、後藤係長、本間技官

佐藤事務所長、庄司副所長、

奥山工一課長、上野C、本間技官

佐藤事務所長、斉藤調査課長、

小川Ｌ、後藤係長

佐藤事務所長、奥山工一課長、

上野C、今井技官

佐藤事務所長、佐藤副所長、

斉藤調査課長、清水野建設監督官、小林C

庄司副所長、山中係長、牧野係長

市長・復興対策室長・復興担当審議監・復興対策室次長

企画部長・産業部長・建設部長・生活環境部長

病院局事務部長　

市長・復興対策室長・復興担当審議監・復興対策室次長

企画部長・産業部長・建設部長・生活環境部長

病院局事務部長

市長・復興対策室長・復興担当審議監・復興対策室次長

総務部長・企画部長・産業部長・建設部長・生活環境部長

健康部長・福祉部長・教育委員会事務局長・病院局事務部長　

市長・復興対策室長各部長

市長・復興対策室長各部長

市長・復興対策室長各部長

市長・復興対策室長各部長

市長・復興対策室長各部長

市長・復興対策室長各部長

市長・復興対策室長各部長

総括班・調査係

浸水対策アンケート結果

・石巻市震災復興基本計画意見交換会等の機会に地域住民へのアンケートを実施（アンケート回収総数：1,179 枚）

・河口部周辺の本格的な復興に向けた堤防整備等を進めていくにあたり、地域住民の意見を把握

アンケート結果概要

【質問３】以前より浸水しやすくなったという実感はあるか？

　　　　　→７割以上が浸水しやすくなったと実感

【質問４】優先して実施すべき河川の津波防災対策はどれか？

　　　　　→６割以上が河川堤防による対策が必要と回答

【質問５】優先して実施すべき浸水対策はどれか？

　　　　　→５割以上が河川堤防の整備と回答

【質問６】津波等からの安全安心と土地利用・市街地のまちづくり

　　　　　とのバランスをどう考えるか？

　　　　　→約６割が一定レベルの堤防を造ったうえでソフト対策
　　　　　　と組み合わせた対策を行うべきと回答

　　　　　→一方、２７％が広い土地を必要としても今次津波を防
　　　　　　ぐような堤防が必要と回答

　　　　　→まちづくりを優先して、堤防は極力低くすべきという

　　　　　　選択肢については６％にとどまる

【質問７】河川を整備する場合、最も配慮すべき点はどれか？

　　　　　→「浸水被害の無い安全安心なまちづくり（４７％）」・

　　　　　　「災害時の避難経路（２９％）」など、

　　　　　　７割以上が安全安心を重視

      Ｌ・ ・ ・ リーダ　 　ＳＬ・ ・ ・ サブリーダ      Ｃ・ ・ ・ チーフ

※他地整からの応援者について、 事務所長名でリーダ、 サブリーダ、

チーフを任命して業務にあたった。
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説明会は、各地区の「字・町」単位で行い、地区毎に沿った説明を想定。

（1）被災市街地復興推進地域の概要（2）当該地区の復興に係る各事業（案）（3）今後の進め方の3つについて説明。

被災市街地復興推進地域内の復興事業説明会

月 /日（曜） 時　間 No. 字・町名 該当
Ｈ23.9 月末

会　場
住　民
参加者

事務所
参加者

石巻市復興基盤
整備課参加者

関係　参加者
 世帯数 計

11/24（木）
14：00～

17 湊町一丁目 18 9
222 みなと荘 約100人

庄司
山中

近江課長兼室長、
後藤課長

パシフィックコンサル(株)
東北支社　畠山湊町二丁目 1 133

18：00～ 1 門脇字浦屋敷 1 267 釜小学校　体育館 約280人

11/25（金）
14：00～ 18

湊町三丁目 18 5
164 みなと荘

湊町四丁目 17 9

18：00～ 2 門脇字浦屋敷以外 1 138 釜小学校 体育館

11/28（月） 18：00～ 3
中屋敷一丁目 1 111

155 釜小学校
中屋敷二丁目 14 4

11/30（水）

14：00～ 19

川口町一丁目 14 9

210
みなと荘
老人娯楽室

約60人
小川
伊藤

近江課長兼室長、
後藤課長補佐、
草刈主査

株式会社オオバ
（石巻市委託業者）

川口町二丁目 17 0

大門町一丁目 19 1

18：00～ 4

新館一丁目 1 113

227
釜小学校
体育館新館三丁目 1 114

中浦一丁目 13 3

12/1（木）

14：00～ 20

大門町二丁目 17 4

314
みなと荘
老人娯楽室

大門町三丁目 17 4

大門町四丁目 15 5

湊字大門崎 2 111

18：00～ 5

新館二丁目 19 5

125
釜小学校
体育館

中浦二丁目 13 0

三ッ股四丁目 16 9

12/2（金） 18：00～ 6
三ッ股三丁目 1 140

263 釜小学校
三ッ股二丁目 2 123

12/3（土）

10：00～ 7
築山一丁目 2 229

314
釜小学校
体育館

築山四丁目 18 5

14：00～ 8
築山二丁目 2 138

268
築山三丁目 1 130

12/4（日）
10：00～ 9 大街道南二丁目 2 222

大街道小学校
14：00～ 10 大街道南三丁目 1 110

12/5（月） 18：00～ 11 大街道南四丁目 2 199 大街道小学校 体育館

12/6（火）
14：00～ 15

不動町一丁目 2 242
395 みなと荘

清水野
後藤

近江課長兼室長、
後藤課長

株式会社オオバ
不動町二丁目 2 153

18：00～ 12 大街道東三丁目 2 240 大街道小学校 体育館

12/7（水） 14：00～ 16
八幡町一丁目 29 8

206 みなと荘 約120人
斉藤
小林八幡町二丁目 2 108

12/8（木） 18：00～ 13 大街道東二丁目 2 210 大街道小学校 体育館

12/9（金）
14：00～ 32

松原町 2 168

281
渡波公民館
ホール

長浜町 2 113

幸町 27 3

18：00～ 14
双葉町 2 188

大街道小学校
南光町二丁目 2

12/10（土）

10：00～ 33

渡波町三丁目 2 150

306
渡波公民館
ホール

万石町 2 156

塩富町一丁目 2 118

14：00～ 21

川口町三丁目 14 2

191
みなと荘
老人娯楽室

約170人
奥山
山中

近江課長兼室長、
後藤課長、補佐、
草刈主査

（株）オオバ
（株）昭和

（石巻市委託業者）
　他

明神町一丁目 17 2

明神町二丁目 16 1

湊字須賀松 21 6

12/11（日）
10：00～ 28

南浜町一丁目 19 9
118 大街道小学校

体育館

約280人 佐藤
後藤

近江課長兼室長、
後藤課長、補佐

株式会社オオバ雲雀野町一丁目 31 9

14：00～ 29 南浜町二丁目 1 196

月 /日（曜） 時　間 No. 字・町名 該当
Ｈ23.9 月末

会　場
住　民
参加者

事務所
参加者

石巻市復興基盤
整備課参加者

関係　参加者
 世帯数 計

12/12（月）

14：00〜 22
住吉町 1 154

241 寿楽荘　集会室
約70人 庄司・今井 後藤課長補佐 株式会社オオバ

中央三丁目 18 7約 40人 近江課長兼室長 株式会社オオバ

18：00〜 25
門脇町二丁目 17 6

122 門脇中学校 小川・本間
近江課長兼室長、
草刈主幹

株式会社オオバ
門脇町三丁目 1 122

12/14（水）
14：00〜 23

中央二丁目 1 106
114 寿楽荘 約50人

奥山
古川中瀬 18

18：00〜 26 門脇町四丁目 1 129 門脇中学校 体育館

12/15（木）
14：00〜 24

中央一丁目 1 129
233 寿楽荘

約100人 佐藤・牧野 後藤課長補佐 株式会社オオバ

門脇町一丁目 1 104 約100人 近江課長兼室長、草刈主幹

18：00〜 27 門脇町五丁目 1 145 門脇中学校 体育館

12/17（土）
10：00〜 30 南浜町三丁目 1 215

大街道小学校
14：00〜 31 南浜町四丁目 1 207

旧北上川沿い

旧北上川沿い

12／6　説明会（不動町） 12／7　説明会（八幡町）

12／11　説明会（南浜町雲雀野町） 12／12　説明会（住吉町）

総括班・調査係
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河口部プロジェクトチーム 石巻・東日本地区復興防災基盤連絡調整会議

調査係では会議類のとりまとめのほか、現地視察資料の作成、防災会議開催のための作業等に尽力を尽くした。

河口部プロジェクトチームは、管内河川を３つに分け、〈旧北上川ＰＴ〉、〈新北上川ＰＴ〉、

〈鳴瀬川ＰＴ〉を作り、所内全課から担当者を集め毎週１回のペースで作業を行った。

同会議は河川・海岸の堤防、港湾、漁港施設、排水施設等の早期本復旧を目指し、関係事業者が復旧に係る課題等を共有し、

連絡・調整を図りつつ事業を円滑に実施することを目的に平成23年11月8日から進行中である。

第1回

回数 年月日 主な会議内容

第1回　石巻・東松島地区復興防災基盤連絡調整会議
（平成23年11月8日）

<内容 >

①各施設等の被害及び復旧状況と今後の予定等

②河川整備の考え方

③その他連絡事項

<参加者 >
【委員】　　石巻市長　　　　　　　　　　　　亀山 紘

　　　　　東松島市長　　　　　　　　　　　阿部秀保

　　　　　宮城県　東部土木事務所　副所長　主藤 考二

　　　　　宮城県　石巻港湾事務所長　　　　進藤 光司

　　　　　宮城県　東部地方振興事務所長　　戸村 俊幸

　　　　　北上川下流河川事務所長　　　　　佐藤 克英

【事務局】　石巻市　櫻田 建設部長、　近江 基盤整備課長、　高田 参事、

　　　　　東松島市　鈴木 建設部長、古山 復興政策部長

　　　　　宮城県　東部土木事務所　梅本 次長

　　　　　東部地方振興事務所　菅原 農業農村整備部長、

　　　　　水産漁港部　片倉 漁港整備専門官

　　　　　北上川下流河川事務所　佐藤 副所長、西条 流域・水防調整官

【マスコミ】NHK・宮城テレビ放送・河北新報社・石巻日日新聞・

　　　　　 日本建設新聞・建設新聞

【その他関係者】　30〜40 名程度

第5回

第7回

第8回

第9回

第6回

第3回

第4回

第2回

第13回

第15回

第16回

第14回

第11回

第12回

第10回

平成23年10月27日

平成23年12月8日

平成23年12月22日

平成24年1月12日

平成24年1月12日

平成23年12月15日

平成23年11月17日

平成23年11月24日

平成23年11月10日

平成24年3月1日

平成24年3月15日

平成24年3月22日

平成24年3月7日

平成24年2月16日

平成24年2月23日

平成24年2月9日

工程の確認、災害申請、Ｈ２４出水期に向けた旧北上川河口部の対応など

堤防高、連絡調整会議、地権者の意向、復興説明会、ＣＭなど

新北上川の着工式、旧北上川低水護岸の位置、市町村説明会の報告など

復興定例会議、不法係留対策、鳴瀬川河口砂州、液状化対策など

着工式、復興定例会議、本局確認事項、長面地区の対策など

行動計画工程、本局打合せ資料など

災害申請、復旧工事発注、関係機関との調整、河口部堤防高設定など

災害申請、関係機関との調整、堤防整備の考え方など

作業の進捗状況の確認など

今後の作業、用地調査説明会、不法係留対策協議会など

地元説明会、復興防災基盤調整会議、石巻市の土地価格発表関係など

地元説明会、不法係留協議会、連絡調整会議、全体工程の対外説明など

地元説明会、長面復旧スケジュール、震災関係のパネル展示ほか

災害申請、繰越手続、地元説明会、堤防設計、事業認定申請など

災害申請、地元説明会の調整、長面復旧連絡調整会議など

災害申請、堤防法線、用地補償、不法係留対策、長面復旧計画など

司会：北上川下流河川事務所　佐藤 副所長

第2回　石巻・東松島地区復興防災基盤連絡調整会議
（平成23年12月2日）

<内容 >

①復興に関する各機関からの情報提供等

②調整事項について

③その他

<参加者 >
【委員】　　石巻市長　　　　　亀山 紘　（代理 :建設部参事　高田 浩穂）

　　　　　東松島市長　　　　　　　　　　阿部秀保

　　　　　宮城県　東部土木事務所　所長　佐々木 源

　　　　　宮城県　石巻港湾事務所長　　　相澤 義光

　　　　　宮城県　東部地方振興事務所長　戸村 俊幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（代理 :副所長　勝又　敏彦）

　　　　　北上川下流河川事務所長　　　　佐藤 克英

【事務局】　石巻市　櫻田 建設部長、　宮本 建設部次長

　　　　　東松島市　鈴木 建設部長、　古山 復興政策部長

　　　　　宮城県　東部土木事務所　梅本 次長、藤田　技術次長

　　　　　東部地方振興事務所　菅原 農業農村整備部長、

　　　　　　　　　　　　　　　坂下 水産漁港部漁港漁場第 2班主任主査

　　　　　北上川下流河川事務所　佐藤 副所長、庄司 副所長

【マスコミ】河北新報社・石巻日日新聞・石巻かほく新聞

【その他関係者】　30〜40 名程度

司会：北上川下流河川事務所　佐藤 副所長

第3回　石巻・東松島地区復興防災基盤連絡調整会議
（平成24年1月6日）

<内容 >

①北上川・旧北上川・鳴瀬川各河口部の堤防計画について

②復興に関する各機関からの情報提供等

③調整事項について

<参加者 >
【委員】　　石巻市長　　　　　　　　　　　　亀山 紘

　　　　　東松島市長　　　　　　　　　　　阿部秀保

　　　　　宮城県　東部土木事務所　所長　　佐々木 源

　　　　　宮城県　石巻港湾事務所長　　　　相澤 義光

　　　　　宮城県　東部地方振興事務所長　　戸村 俊幸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（代理 :副所長　勝又　敏彦）

　　　　　北上川下流河川事務所長　　　　　佐藤 克英

【事務局】【事務局】　石巻市　櫻田 建設部長、　宮本 建設部次長

　　　　　東松島市　鈴木 建設部長、　古山 復興政策部長

　　　　　宮城県　　東部土木事務所　梅本 次長、藤田　技術次長

　　　　　　　　　　石巻港湾事務所　伊藤 技術副参事兼技術次長

　　　　　　　　　　東部地方振興事務所　菅原 農業農村整備部長

　　　　　北上川下流河川事務所　佐藤 副所長、齋藤 調査課長　

【マスコミ】   NHK・日刊建設新聞・石巻日日新聞・河北新報・毎日新聞

司会：北上川下流河川事務所　佐藤 副所長

総括班・調査係

河口部プロジェクトチーム（PT）　　主務課：調査課

〈旧北上川ＰＴ〉　　主務課：工務第一課

〈新北上川ＰＴ〉　　主務課：災害復旧室

〈鳴瀬川ＰＴ〉　　 　主務課：工務第二課

打合せ会議実施状況
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Ｐ

捜索範囲

締切堤

H23.8.10（水）ＡＭ 河川環境課作成

総括班・機械係

排水ポンプ車増強 捜索時ポンプ稼働状況

岩手県・宮城県・福島県の沿岸部 16 市・町、66 箇所で稼働。

平成 23 年 3 月 12 日〜10 月 31 日の 234 日間、延べ 4,200 台、そのうち

29 箇所約 2,000 台が石巻市・東松島市で稼働した。

石巻市釜谷川排水状況

■概要

石巻市から行方不明者捜索のため排水ポンプ車の出動要請があり、

8月5日（金）より石巻市（旧河北町）内を流れる釜谷川において

排水ポンプ車による捜索支援を実施。

■排水

１）箇所：石巻市釜谷地区 釜谷川

２）日程：平成23年8月5日（金）9:00～12日（金）午前（予定）

　　　　※1台（P21-4280）は8/5（金）9:00、

　　　　　もう1台（P10-4246）は8/5（金）10:15から排水開始。

３）排水ポンプ車：北上川下流30m3/min×２台（P10-4246,Ｐ21-4280）

　　　　※P10-4246は8/6（土）9:00まで排水しP21-42801台で排水。

４）状況：釜谷川の流量がほとんどないため常時ではなく、

　　　　　捜索時（昼間）だけ排水。

■捜索

8/6（土）10時頃より中部地区機動隊による捜索活動が開始されています。

8/7（日）12時現在、幾つかの骨が発見されてますが、行方不明者のものか、

　　　　　家畜なのか確認できず、鑑識に送り判定待ちとのこと。

8/9（火）午後は、４パーティに別れそれぞれＢＦで釜谷川の土砂（ヘドロ）

　　　　　を取り除き捜索隊30名程度によりその土砂の中から行方不明者の

　　　　　捜索を実施。

　　　　　夕方までの情報では、行方不明者の発見には至っていないとのこと。

8/10（水）、11（木）は集中捜索日で8/12（金）午前中で捜索終了予定。

　　　　　※現在も当地区では市立大川小学校の児童6名を含む70余名もの

　　　　　　行方不明者がいるようです。
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機械係では緊急排水活動を中心に尽力した。排水ポンプ車の稼働、ゲート設備を記録する。当係の活動内容は次の通り。

総括班・機械係

捜索時ポンプ稼働状況 緊急排水活動

石巻市富士川排水状況

H24-02-13 H24-02-14 H24-02-16

H24-02-17 H24-02-20 H24-02-23
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総括班・機械係

緊急排水活動

総括班・機械係

緊急排水活動

113 114



総括班・機械係

緊急排水活動

総括班・機械係

緊急排水活動

115 116



総括班・機械係

緊急排水活動

総括班・機械係

緊急排水活動

117 118



総括班・機械係

緊急排水活動

総括班・機械係

緊急排水活動
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総括班・機械係

緊急排水活動

総括班・機械係

緊急排水活動
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総括班・機械係

緊急排水活動

総括班・機械係

緊急排水活動
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総括班・機械係

緊急排水活動

総括班・機械係

緊急排水活動
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3 月 12 日〜4月 12 日の災害対策用機械の稼働状況は以下の通り。

総括班・機械係

緊急排水活動 災害対策用機械の稼働状況

Ｈ２３　３／１１発生の東日本大震災対応に関わる災害対策用機械の稼働状況について
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Ｈ２３　３／１１発生の東日本大震災対応に関わる災害対策用機械の稼働状況について
Ｈ２３　３／１１発生の東日本大震災対応に関わる災害対策用機械の稼働状況について

総括班・機械係

災害対策用機械の稼働状況
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管内ゲート設備の多くが被災した。

総括班・機械係

管内ゲート設備の被災状況

月浜第一水門　不具合箇所説明資料 設備位置：北上川左岸2.0km

月浜第一水門　不具合箇所説明資料 設備位置：北上川左岸2.0km

●１号・３号ゲート

　型　　式／シェル構造ローラゲート

　純 径 間／20.0ｍ 

　扉　　高／5.1ｍ 

　開閉方式／油圧シリンダワイヤロープ式

●２号ゲート

　型　　式／シェル構造ローラゲート

　純 径 間／20.0ｍ 

　扉　　高／6.1ｍ 

　開閉方式／油圧シリンダワイヤロープ式

●起伏ゲート（2号ゲート上流側）

　型　　式／フラップゲート

　純 径 間／20.0ｍ 

　扉　　高／3.1ｍ 

　開閉方式／油圧シリンダワイヤロープ式

【設備主要仕様】

１．全景写真

２．不具合箇所

１）機側操作盤浸水状況（３号ローラゲート機側操作盤）

２）開閉装置浸水状況４基（油圧ユニット）

２）開閉装置浸水状況４基（油圧ユニット）

３）起伏ゲート扉体

４）起伏ゲート開閉装置

５）付属設備

底面から約50cm浸水

油圧ユニット浸水状況（浸水なし）

２号柱（１号ゲート右岸、２号ゲート左岸、起伏ゲート左岸）

モーター浸水状況（完全に浸水） モーター浸水状況（完全に浸水）

モーター浸水状況（浸水） 油圧ユニット浸水状況（指示部まで浸水）

油圧ユニット浸水状況（指示部まで浸水）

油圧ユニット浸水状況（天井まで浸水）

フラップゲート戸当り逸脱状況

シリンダリンクプレート曲り

管理橋損傷状況①

（２号柱から１号柱方向へ）

管理橋損傷状況②

（４号柱から３号柱方向へ）

管理橋損傷状況③（２号柱から３号柱方向へ）

モーター浸水状況（完全に浸水）

土砂堆積状況 １・２号ゲート操作盤及び起伏ゲート操作盤は浸水なし

（写真は１号ゲート操作盤）

4号柱

3号柱

2号柱

1号柱

1号柱

3号柱

1号ゲート
戸当りから逸脱 本来の扉体位置

本来のプレート位置

2号ゲート

起伏ゲート
3号ゲート

歪み

歪み
歪み
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総括班・機械係

管内ゲート設備の被災状況

２）防潮ゲート機側操作盤１面

３）水位計 ４）被災状況概観

月浜第二水門　不具合箇所説明資料 設備位置：北上川左岸0.0km

●メインゲート

　門　　数／１門

　型　　式／鋼製ローラゲート

　純 径 間／10.0ｍ

　扉　　高／6.9ｍ

　開閉方式／ワイヤロープウィンチ式

●サイドゲート

　門数１門

　型　　式／鋼製ローラゲート

　純 径 間／5.0ｍ

　扉　　高／6.1ｍ

　開閉方式／ワイヤロープウィンチ式

●防潮ゲート

　門　　数／１門

　型　　式／フラップゲート

　純 径 間／4.55ｍ

　扉　　高／4.25ｍ

【設備主要仕様】
１．全景写真

２．不具合箇所

１）防潮ゲート開閉装置１式

写真２　強制閉装置流出(ウィンチ及び機側操作盤)

写真１　月浜第二水門全景

写真３　強制閉装置流出(機側操作盤)

写真４　下流側水位計流出 写真５　塵芥堆積状況

防潮ゲート

メインゲート

機側操作盤 ワイヤロープウィンチ

サイドゲート

２）機側操作盤１面１）開閉装置１門 3）付属設備

月浜防潮水門　不具合箇所説明資料 設備位置：北上川左岸－0.4km

門　　数／１門

型　　式／鋼製ローラゲート

純 径 間／4.58ｍ

扉　　高／2.46ｍ

開閉方式／ワイヤロープウィンチ式

【設備主要仕様】

１．全景写真

真野川水門　不具合箇所説明資料 設備位置：旧北上川左岸4.8km

●メインゲート

　門　　数／３門

　型　　式／２段式鋼製ローラゲート

　構　　造／シェル構造

　純 径 間／29.0ｍ

　扉　　高／8.0m

　　　　　　上段扉3.0m 下段扉5.0m

　開閉方式／ワイヤロープウィンチ式

●サイドゲート

　門　　数／２門

　型　　式／２段式鋼製ローラゲート

　構　　造／シェル構造

　純 径 間／20.0ｍ

　扉　　高／4.5m

　　　　　　上段扉2.5m 下段扉2.0m

　開閉方式／ワイヤロープウィンチ式

【設備主要仕様】

１．全景写真

２．不具合箇所

２．不具合箇所

１）軽構造部戸当たり損傷２門

写真1　開閉装置状況(モータ浸水)

写真1　軽構造部戸当りレール曲がり
　　　（青線部→曲がり状況）

写真2　軽構造部戸当りアンカー部損傷①

写真3 軽構造部戸当りアンカー部損傷② 写真4 軽構造部戸当りアンカーボルト折損

被災後 被災前

写真2　開閉装置状況(機側操作盤落下) 写真3　左岸側手摺破損状況
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１）３号メインゲート

２）３・４号フラップゲート

北上大堰　不具合箇所説明資料 設備位置：北上川１７．２km

●メインゲート

門　　数／3門

型　　式／２段式鋼製ローラゲート

構　　造／上段：フラップ起伏ゲート

　　　　　下段：シェル構造ローラゲート

純 径 間／50.0ｍ

扉　　高／6.1ｍ（上段1.6ｍ　下段4.5ｍ）

開閉方式／ワイヤロープウィンチ式

●サイドゲート

門　　数／3門

型　　式／鋼製ローラゲート

構　　造／シェル構造ローラゲート

純 径 間／38.0ｍ

扉　　高／2.9ｍ

開閉方式／ワイヤロープウィンチ式

【設備主要仕様】

１．全景写真

南沢川水門　不具合箇所説明資料 設備位置：北上川右岸25.6km

門　　数／2門

型　　式／プレートガーダ式鋼製ゲート

純 径 間／20ｍ

扉　　高／11.9m

　　　　　　上段扉3.0m 下段扉5.0m

開閉方式／ワイヤロープウィンチ式

【設備主要仕様】

１．全景写真

２．不具合箇所

２．不具合箇所

１）軽構造戸当り アンカ金物部の躯体ひび割れ

２）管理橋不具合状況

総括班・機械係

管内ゲート設備の被災状況

浸水により動作不良

釜谷水門

野蒜水門　不具合箇所説明資料 設備位置：鳴瀬川右岸0.5km

門　　数／１門

型　　式／プレートガーダ式鋼製マイタゲート

純 径 間／17.5ｍ

扉　　高／7.8ｍ

開閉方式／油圧シリンダ固定リンク式

【設備主要仕様】

１．全景写真

２．不具合箇所

１）発電機１基

２．不具合箇所

１）扉体・戸当り・開閉装置２門分 ２）被災状況

２）付属設備

写真1　操作室建屋状況写真

写真１　被災前全景

写真３　扉体（上流より）

写真４　扉体（左岸側より） 写真５　水門周辺状況

写真２　被災前扉体

（被災前）

釜谷水門　不具合箇所説明資料 設備位置　北上川右岸0.8ｋｍ

門　　数／2門

型　　式／フラップゲート

純 径 間／4.55ｍ

扉　　高／4.25ｍ

開閉方式／バランスウエイト式

【設備主要仕様】

１．施設写真

 写真2　操作室建屋内発電機状況

写真3　門扉上手摺転倒状況（左岸下流側から）

写真４　油圧シリンダ部浸水状況

発電機

富士川

新北上川

写真１　メッセンジャーワイヤー

　　　　転向シーブ折損

写真２　メッセンジャーワイヤー

　　　　転向シーブ溶接部割れ

写真５　ＡＤ変換器故障① 

写真６　ＡＤ変換器故障②（表示状況）

３）付属設備（全ゲート）

写真７　昇降タラップ損傷①

写真１　No.１ゲート　右岸

　　　　軽構造戸当り状況

写真２　No.２ゲート　左岸

　　　　軽構造戸当り状況

写真３　No.２ゲート　右岸

　　　　軽構造戸当り状況

写真５　No.１管理橋

　　　　撤去後状況

写真４　No.１管理橋

写真６　No.１管理橋

　　　　撤去後仮置状況①

写真６　No.１管理橋

　　　　撤去後仮置状況②

写真８　昇降タラップ損傷②

写真３　メッセンジャーワイヤー

　　　　ドラム乱巻き状況①

写真４　メッセンジャーワイヤー

　　　　ドラム乱巻き状況②

管理橋落下の

危険性大

● No.１管理橋は、取り付け方法を検討の上再設置が必要

● No.２管理橋は、補強対策が必要

地震の揺れにより、主ローラが当り、衝撃によりヒビが入ったと推測される

アンカボルト破断

受け台の変形
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総括班・電通係

各電気通信施設の被災状況について CCTV、テレメータ、電源設備の被災状況は次の通り。

各電気通信設の被災状況

設備被災チェック（電気設備）

設備被災チェック（CCTV 設備）
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震災発生後、国内では燃料不足に陥った。当事務所では 3月 14 日～ 4月 12 日の期間、

日本スタンドサービス、また他事務所からの運搬等、復旧のための油脂確保に尽力した。

総括班・電通係

各電気通信設の被災状況 油脂確保について

設備被災チェック（テレメータ設備）

事務所ボイラー　2,700㍑／タンク容量9,500㍑　→　事務所発電機へ
∴発電機の残2,000 ＋　2,000㍑　＝　4,000㍑／タンク容量10,000㍑
（概ね２日間運転分を確保済み）
事務所ボイラー残　700㍑／タンク容量9,500
作業中　追波川排水Ｐ　→　4,000㍑を事務所発電機等へ（２往復）
（概ね満タン：約４～５日分を確保）
別途調達予定　本局から夕方2,000㍑到着
 事務所発電機へ給油 累計10,000／10,000㍑（満タン）

（参考）　3月 14 日・15 日のスケジュール

Ａ重油3/14

山形発９時頃　ＡＭに2,000㍑到着予定
事務所ボイラーへ給油 累計4,000㍑／10,000㍑
新庄確保（釜房と相乗り）  2,000㍑到着予定
事務所ボイラーへ給油 累計6,000㍑／10,000㍑

Ａ重油

大江川排水Ｐ  →　大崎・鳴瀬・米谷・涌谷出張所発電機へ補給（３往復）
（大江川排水Ｐは概ね6,000㍑残／タンク容量12,000㍑）
（４出張所で1,400㍑１／タンク容量3,000㍑）
（大崎300・米谷300・涌谷200・鳴瀬600㍑補給）

【その他の抜き取り予定】
８：３０　大崎出張所業者　　1,000㍑
１０：００  飯野川：鈴亀建設 　300㍑
∴（大江川排水Ｐ残4,300／12,000㍑）

軽　油

3/15

A 重油 停電

横川排水機場

鳴瀬堰管理所

鳴瀬川中流堰管理所

箟岳無線中継所

鹿島台出張所

設置場所

北上川下流河川事務所

（ボイラー用）

北上川下流河川事務所

（発電機）

3/11 3/12地下タンク
容量 小出槽容量 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20 3/25 4/7 4/8 4/9 4/14 4/19

9500

700

3950

1330

3500

-

-

鈴根五郎排水機場
-

三本木排水機場
-

師山排水機場
-

鞍坪排水機場

31000

追波川排水機場

1600

270 事

4000 事

船越排水機場

-

南沢川水門
-

10280

9500

3320

1260

6500

-

-

23200

-

-

31000

3600

14400

-

8600

9500

2850

1260

6500
6000

-

-

23200

-

-

31000

3600

14400

-

6620

9500

2560

1260

6000

-

-

23200

-

-

31000

3600

14400

-

5320

9500

2400

1260

6000

-

-

23200

-

-

31000

3600

14400

90

5100ℓ

6000ℓ

9000ℓ

12000ℓ

13000ℓ

16000ℓ

170

23200

-

-

31000

3600

14400

-

8950

1450

4400

1260

6000

30

-

23200

-

20000

31000

3600

14400

-

8950

1450

4400

1260ℓ

6000

30

-

23200

-

20000

31000

3600

14400

-

8950

1450

4400

1150

4400

30

-

23200

-

-

31000

3600

14400

85

8180

1450

4400

1150

2500

30

-

23200

-

-

31000

3600

14400

85

8180

1450

4400

1000

6300

190

-

23200

-

-

31000

3600

10200

4000 船越

160 船越

4160 中流堰
・鳴瀬堰

85

8180

5450

4000

4400

1000

6300

190

-

23200

-

-

31000

3600

10200

85

8180

5450

4400

1000

6300

190

-

23200

-

-

31000

7600

14200

85

7550

2900

-

-

8000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6000

2900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4500
4000 追波川

2000事ボイラ 6050事ボイラ

6050事ボイラ

6050事ボイラ
鹿島台

270 鞍坪

1500政府調達 1000他事務所80 鞍坪
200事ボイラ

2700

2000 8800200

4580

120 鞍坪

1440

-

-

-

-

-

-

-

200箟岳、事

5600

-

-

10000

9500

4000

ー

12000

ー

ー

25000

25000

24500

40000

10000

18000

ー

490

ー

990

1500

950

490

40

1960

390

490

1000

390

950

390

残燃料

残燃料

残燃料

残燃料

残燃料

残燃料

残燃料

残燃料

残燃料

残燃料

残燃料

残燃料

残燃料

残燃料

給油料

給油料

給油料

給油料

給油料

給油料

給油料

給油料

給油料

給油料

給油料

給油料

給油料

給油料

復電
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津波により被災

津波により被災

津波により被災

1050

-

-

-

-

-

-

-

東日本大震災による要望及び対応状況 （占用調整関係）

総括班・電通係

油脂確保について

情報収集班（占用調整課・管理課）

地震対応

灯　油 停電

設置場所

飯野川出張所

3/11 3/12地下タンク
容量 小出槽容量 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20 3/22 4/7 4/28

- - 8000 5100 6000 9000 12000 13000 16000 24500- - 20900
- - - 災害対策用▶ 2000 3000 - - - -- - -
- - - 他事務所用▶ 2030 2000 3000 2000 - -- - -

25000 990

残燃料

給油料

復電

占用調整課、管理課は情報収集班として活動。

応急復旧工程の協議や試験通水要請等の対応、河口部河道内の車両探査と引き上げ作業にあたった。
軽油 停電

大沢水門

福地水門

明治水門

鳴瀬出張所

涌谷出張所

設置場所

米谷出張所

大崎出張所

3/11 3/12地下タンク
容量 小出槽容量 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20 3/21 3/22 3/23 3/25 3/26 3/27

-

-

月浜第一水門

月浜第二水門

岩之沢樋門 -

大江川排水機場

6000

相野谷排水機場
-

桑折江堰管理所
2600

唐崎水門 -

385

445

960

900

150

450

-

-

-

-

4300

-

-

-

-

-

-

900

-

-

-

-

6300

2000

-

-

-

200

-

-

72

8300

-

2020

-

250

-

-

-

-

-

40

-

-

-

1830

-

-

-

-

900

-

50

-

-

6300

440

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
8300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0
10000 ローリー
10000 他事務所

7000 ローリー 5000 ローリー
12000 災対用

9000 ローリー
9000 災対用

7000 ローリー 2600 ローリー
12000 災対用

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5000

-

-

-

-

-

-

-

25

-

-

-

-

1800

230

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
250 -

445

200

770

580

-

-

-

-

-

-

-

-

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

12000

ー

4000

ー

490

490

990

990

90

90

40

990

90

80

490

490

990

390

残燃料

残燃料

残燃料

残燃料

残燃料

残燃料

残燃料

残燃料

残燃料

残燃料

残燃料

残燃料

給油料

給油料

給油料

給油料

給油料

真野川水門 -

身洗川水門 -

野蒜水門 -

脇谷側水門

3000

形沼排水機場
-

黄牛排水機場
-

鹿島台出張所ドラム缶

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1550

-

-

3000
3000

-

-

-

2430

-

-

1000

100

-

-

-

-

-

0
1000

-

-

-

2150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ー

ー

ー

3000

ー

ー

ー

390

390

990

990

990

990

ー

残燃料

残燃料

残燃料

残燃料

残燃料

残燃料

残燃料

給油料

給油料

復電

2000

2000

2000
0

- -
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24 6 16

宮城県東部振興事務所
国営かんがい以外については、

情報収集班（占用調整課・管理課）

地震対応 車両引き上げ

『河口部における川の中の車両等の引き上げ』
〜鳴瀬川、吉田川、北上川、旧北上川〜

■引き上げ作業について

■作業日程

旧北上川、鳴瀬川、吉田川で河川内に沈む車輛、船舶の潜水調査を実施。

車両 77 台（うち旧北上川 56 台、北上川 7台）、船舶 36 隻（旧北上川 31 隻、北上川 5隻）等の撤去・引き上げを実施した。

◎旧北上川（内海橋〜石巻大橋の間）／8月5日〜11月14日　

　　※うち16隻は一時作業中断、翌年の梅雨前までに引き上げ

◎鳴瀬川・吉田川／8月26日〜9月20日　　

◎北上川／9月8日〜9月29日
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出張所

情報収集班現地係（各出張所の対応）

【東日本大震災時に大崎出張所管内で対応した懸案事項】

１．堤防崩壊により堤内側民間施設を損傷（大崎市下中ノ目地区）

（１）被害状況
　　・堤防が延長約３００m区間で最大約５m程度陥没した。

　　・堤防法面崩壊土砂が堤内民地側へ最大約１２ｍ程度移動し、ブロック塀、作業小屋（農業用資材あり）、ビニールハウス等を破壊した。

　

（２）住民からの要望内容
　　・民地に流れ込んだ土砂を撤去し、被災した施設や資材を補償してほしい。

（３）対応結果
　　・明らかに堤防土砂崩壊が原因なので事務所へ相談したが、「未曾有の大震災なので隣接被害について補償はできない」との回答に

　　　なってしまった。

　　・相手（老夫婦と息子）は渋々納得したが不満は残っていた。

　　・現場対応として、土砂撤去と壊れた小屋や資材の運搬廃棄処理を復旧工事の中で対応した。　

    　・被災者に対し「未曾有の大震災」で済ませてしまったが、もう少し配慮した対応ができたのではないか。

２．堤防（市道兼用堤）の崩壊亀裂に車両７台が巻き込まれる（江合橋下流地区）

（１）被害状況
　　・江合橋下流左右岸で堤防亀裂に車両７台が転落

　　・けが人はなく自力脱出したが車両移動は困難な状況

（２）車両移動までの流れ
　　 ・兼用堤部の緊急災工事も河川管理者が実施した。（緊急復旧工事後の仮舗装のみ道路管理者が実施した）

　　・放置車両所有者の把握や撤去時期の調整は道路管理者である大崎市がすべて対応した。

　　・資材満載の大型トラック等の脱出は大がかりとなったが、費用についてはトラック所有者と緊急災工事業者の民民で調整した模様。

（３）対応結果
　　・全車両の撤去完了は震災８日後となった。緊急災工事の工程に大きな影響なく、堤防部分は工期３週間で出水期（４／１～）前に完了した。

大崎、鹿島台、飯野川、米谷、涌谷、鳴瀬の各出張所での対応、また今後役立つであろう資料を掲載する。

■ 大崎出張所

東日本大震災における河川管理の課題・反省点

情報収集班（占用調整課・管理課）
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飯野川出張所管内の被災状況

■ 飯野川出張所

河川巡視活動を中心に展開。鳴瀬川水系一般災調査箇所は次の通り。

■ 鹿島台出張所

出張所

情報収集班現地係（各出張所の対応）

津波にのまれる月浜水門

3/11 撮影 3/13 撮影

3/15 撮影 3/15 撮影

3/15 撮影 3/15 撮影

5/31 撮影 3/15 撮影

釜谷地区

月浜地区

月浜 1.6km 付近 月浜 2.0km 付近

月浜 2.4km 付近 月浜 2.7km 付近

長面地区
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●震災復旧で苦労している点

【全般】

　　●維持業者（下請業者含む）が津波で被災し、社員・作業員・資機材等の確保が困難。
　　　→被災を逃れた現場事務所で会社の機能を確保。

　　･･･通信手段、資機材の持寄り、体制確保など

【現場点検関係】

　　●被害状況を把握するための状況把握員（維持業者）も被災（石巻市内）したため、十分な点検体制が組めない。

　　･･･管内の大まかな被災状況を把握するだけで約１週間～10 日程度。

　　●旧北上川（石巻市内）は津波による瓦礫や浸水で移動（車両・徒歩）が困難。
　　●市街地が津波で浸水したため、移動手段が絶たれた大勢の被災者が堤防天端を徒歩で移動している状況の中、
　　被災状況を把握するため河口に向け車両で現場点検に行く状態。

　　･･･中には殺気だった被災者や救助を求める被災者もいる状態。

　　●通信設備（電話・貸与無線）が全く繋がらない状態。
　　　維持業者所有の無線で何とか通信手段を確保。

【緊急復旧工事】

　　●燃料、食料など確保するため元請社員が自ら隣県まで足を運び確保した。
　　●緊急復旧工事だが昼夜施工ができない状態。夜間照明の燃料、夜間作業員の食料も確保できない状態で、
　　　作業員も遠方の避難所から通勤している状況であったため、昼間のパーティー数を大幅に増やして対応。
　　●資機材の価格高騰。
　　●作業員（下請）の確保
　　　都市部の復旧作業は労働賃金が高いため作業員は皆都市部へ集中。
　　　県内確保は困難のため隣県に手配するも宿泊場所がなく遠距離通勤で対応。
　　●被災地は信号機が点灯せず、被災者・自衛隊・ボラティア・野次馬などの車両で常に渋滞し復旧作業に大きく影響。

　･･･瓦礫などで幅員が狭いため、小型ダンプや軽トラックが重宝。

【出張所職員】

　　●職員、委託職員も自宅などが被災したが不眠不休の状態で現場対応を実施。
　　●庁舎自家発電は燃料不足で電力復帰の目処が立たない状態のため、防寒着を着用し節電。
　　●相次ぐ余震で精神的な負担。

【その他】

　　●河川内の瓦礫処理では、特に被災船（主に不法係留）の処理方法（自治体で準備する仮置場）が確定するまでに相当の時間要した。
　　●被災地での復旧作業は、瓦礫や汚泥などで悪臭、粉塵など環境が劣悪。

【河川状況把握】

　●連絡網が寸断（ＮＴＴ、Ｋ－ＣＯＳ不通）し、河川巡視システムが利用できない状態であった。
　●一時点検で参集していない班（協力会社）は、元請で対応するよう指示
    ●被害箇所は番号で管理したが、度重なる余震により枝番や異なる亀裂が連続することにより番号管理が混乱し、
　　日にちが経過すると確認に手間取る事態になった。
    ●他の出張所より被害規模が極めて小さいことから沿岸部の重大性を考慮し情報収集は、無線の混信を避けるため
　　利用せず点検終了した班から出張所で報告を受けた。

【応急復旧工事】

    ●鋼矢板入手困難、打込み困難、出水による中断等により工程が大幅に遅延した。
　　結果として鋼矢板入手に約１ヶ月を要している。

【一般からの問い合わせ】

　●沿岸部への通行に関することが多く、仙台河川国道事務所ホームページの情報を基に丁寧な対応を行った。

以下は当出張所が震災復旧において苦労している点である。今後の参考にしていただきたい。

■ 涌谷出張所

写真は震災発生 3月 13 日〜１６日の作業内容である。

■ 米谷出張所

出張所

情報収集班現地係（各出張所の対応）
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津波により鳴瀬川河口部も被災。左岸の浜市地区では、津波と高潮で浸食された
堤防の中から、不発弾と明治時代に作られた野蒜港跡の一部が現れた。

■ 鳴瀬出張所

きれいに積まれた石は、明治時代に栄えた野蒜港の悪水吐き（下水道）の跡

自衛隊による調査 撤去確認

出張所

情報収集班現地係（各出張所の対応）

広報班

記者発表資料

平成 23 年（2011 年）東日本大震災　　記者発表状況

記者
発表

発災より
経過日数

月日 時間 標　題

被害
概要

 
緊急復旧箇所

着工 完了

（箇所） （箇所） （箇所）

記者
発表

発災より
経過日数

月日 時間 標　題

被害
概要

緊急復旧箇所

着工 完了

（箇所） （箇所） （箇所）

１報 １日目 3月11日 14:46 支部体制 （非常体制）
２報 － 16:45 管内の状況
３報 ２日目 3月12日 7:20 管内の状況
４報 － 9:20 被害状況

５報 － 9:50 被害状況
６報 － 12:00 被害状況
７報 － 16:10 被害状況
８報 － 18:45 被害状況
９報 ３日目 3月13日 9:45 被害状況

１０報 － 12:45 被害状況、 災対車出動
１１報 － 17:00 被害状況、 災対車出動
１２報 ４日目 3月14日 9:30 ①緊急復旧工事に着手

１３報 － 22:00 復旧状況、 災対車出動状況
１４報 ５日目 3月15日 10:20 ②緊急復旧工事に着手 2

1

１５報 ６日目 3月16日 10:00 復旧状況、 災対車出動状況 2
１６報 － 21:00 ③④緊急復旧工事着手 4
１７報 ７日目 3月17日 9:30 ⑤緊急復旧工事着手 5
１８報 － 14:20 災対車の出動状況 278 5
１９報 － 18:10 ⑥緊急復旧工事着手 278 6
２０報 ８日目 3月18日 10:40 278 6
２１報 － 19:00 278 6
２２報 ９日目 3月19日 10:00 ⑦緊急復旧工事着手 406 7
２３報 － 18:00 406 7

２４報 １０日目 3月20日 10:00 406 7

２５報 － 19:15 406 7
２６報 １１日目 3月21日 10:00 406 7

２７報 － 17:45 425 7

２８報 １２日目 3月22日 9:30 425 7

２９報 － 18:50 425 7

３０報 １３日目 3月23日 10:00 425 7

３１報 － 17:00 425 7

３２報 １４日目 3月24日 11:00 425 7

３３報 － 18:00 ⑧⑨緊急復旧工事着手 425 9

３４報 １５日目 3月25日 10:00 ⑩緊急復旧工事着手 425 10

３５報 － 18:00 425 10

３６報 １６日目 3月26日 10:20 ⑪緊急復旧工事着手 425 11

３７報 － 17:00 425 11

３８報 １７日目 3月27日 10:00 425 11

３９報 － 17:00 緊急的な要請に対する対応 425 11

４０報 １８日目 3月28日 10:00 震度５弱による施設点検 425 11

４１報 － 18:00 425 11

４２報 １９日目 3月29日 10:00 ⑫⑬緊急復旧工事着手 425 13

４３報 － 18:00 425 13

４４報 ２０日目 3月30日 10:00 425 13

４５報 － 18:00 483 13

４６報 ２１日目 3月31日 10:30 483 13

４７報 － 19:00 700 13
４８報 ２２日目 4月01日 11:00 ③復旧工事完了 700 13 1
４９報 － 18:00 718 13 1

５０報 ２３日目 4月02日 10:00 718 13 1

５１報 － 18:00 監視基準の強化 718 13 1
５２報 ２４日目 4月03日 11:30 718 13 1
５３報 － 18:00 718 13 1

５４報 ２５日目 4月04日 10:30 718 13 1

５５報 ２６日目 4月05日 18:00 ⑥緊急復旧工事完了 718 13 2

５６報 ２７日目 4月06日 11:00 ⑭⑮⑯緊急復旧３箇所追加、
ポンプの増強

718 16 2

５７報 － 18:00  ⑤⑧進捗　ポンプ増強 718 16 2

５８報 ２８日目 4月07日 9:30 ⑰緊急復旧１箇所追加、 ポンプ増強 718 17 2

５９報 － 18:00 ポンプ増強 718 17 2
６０報 ２９日目 4月08日 7:30 地震点検開始 718 17 2
６１報 － 11:00 地震点検結果 725 17 2

６２報 － 18:00 725 17 2
６３報 ３０日目 4月09日 10:30 ⑤⑦⑧⑨復旧工事完了 725 17 6

６４報 － 18:00 725 17 6

６５報 ３１日目 4月10日 10:30 725 17 6

６６報 ３２日目 4月11日 10:00 725 17 6
６７報 ３３日目 4月12日 12:30 地震点検結果 725 17 6

６８報 ３４日目 4月13日 10:30 ⑩⑬復旧工事完了 725 17 8

６９報 － 19:00 725 17 8
７０報 ３５日目 4月14日 18:00 861 17 8

７１報 ３６日目 4月15日 17:00 861 17 8
７２報 ３７日目 4月16日 11:00 ⑱緊急復旧着手 861 18 8

７３報 － 18:30 ⑲⑳緊急復旧着手、⑫復旧工事完了 861 20 9
７４報 ３８日目 4月17日 17:00 21 ～ 23 緊急復旧着手 861 23 9

７５報 ３９日目 4月18日 17:00 861 23 9
７６報 ４０日目 4月19日 17:30 861 23 9
７７報 ４１日目 4月20日 18:30 861 23 9

７８報 ４２日目 4月21日 18:00 861 23 9

７９報 ４４日目 4月23日 17:00 861 23 9

８０報 ４５日目 4月24日 17:00 861 23 9
８１報 ４６日目 4月25日 17:00 861 23 9
８２報 ４７日目 4月26日 17:00 861 23 9
８３報 ４８日目 4月27日 17:30 861 23 9

８４報 ４９日目 4月28日 18:00 861 23 9
８５報 ５０日目 4月29日 17:00 861 23 9
８６報 ５２日目 5月01日 9:00 ⑯復旧工事完了 861 23 10

８７報 － 17:00 861 23 10
８８報 ５３日目 5月02日 17:00 ⑱復旧工事完了 861 23 11
８９報 ５６日目 5月05日 17:00 861 23 11
９０報 ５７日目 5月06日 17:00 861 23 11
９１報 ６０日目 5月09日 9:00 861 23 11
９２報 － 17:00 緊急高潮対策、 川口町終了 861 23 11
９３報 ６１日目 5月10日 18:00 緊急復旧工事以外でも工事を実施 861 23 11

９４報 ６２日目 5月11日 17:00 緊急高潮対策、 門脇町終了 861 23 11
９５報 ６４日目 5月13日 19:00 ⑭⑮緊急復旧工事完了 861 23 13
９６報 ６８日目 5月17日 17:30 861 23 13
９７報 ６９日目 5月18日 17:30 861 23 13
９８報 ７１日目 5月20日 17:30 釜谷地区でのポンプ車排水終了 861 23 13
９９報 ７２日目 5月21日 17:00 ⑰緊急復旧工事完了 （木間塚地区） 861 23 14

１００報 ７６日目 5月25日 17:00 石巻地区での排水作業完了 861 23 14

１０１報 ７７日目 5月26日 17:00
22 大崎市松山下伊場野地区
復旧工事完了

861 23 15

１０２報 ７８日目 5月27日 17:00 東名地区排水作業完了 861 23 15

１０３報 ９１日目 6月09日 17:00 緊急高潮対策の状況 861 23 15

１０４報 ９２日目 6月10日 18:30 浸水解消のための排水作業完了 861 23 15

１０５報 ９４日目 6月12日 17:00
①石巻市針岡地先及び２１東松島市
野蒜地先、 緊急復旧工事完了

861 23 17

１０６報 ９８日目 6月16日 17:00
⑪美里町和多田沼地先及び 20石巻市
月浜第一水門、 緊急復旧工事完了

861 23 19

１０７報 １０７日目 6月25日 13:00
②石巻市北上町十三浜地先、
緊急復旧工事完了

861 23 20

１０８報 － 6月26日 10:00
④大崎市古川下中ノ目地先、
緊急復旧工事完了

861 23 21

１０９報 １１３日目 7月01日 12:00 23石巻市釜谷地先、緊急復旧工事完了 861 23 22

１１０報 １２３日目 7月11日 17:00 全ての緊急復旧工事完了 861 23 23

１１１報 １３７日目 7月25日 5:30
７月２５日福島県沖を震源とする地震
について （点検開始）

１１２報 － 7月25日 8:15
７月２５日福島県沖を震源とする地震
について （点検結果）

１１３報 １６２日目 8月19日 15:30
８月１９日福島県沖を震源とする地震
について （点検開始）

１１４報 － 8月19日 18:45
８月１９日福島県沖を震源とする地震
について （点検結果）

１１５報 ２４５日目 11月10日 14:00
北上川、 鳴瀬川の本格的な復旧工事
着手について

１１６報 ３０２日目 1月06日 14:00
大崎地区東日本大震災復旧工事安全
施工推進大会について

１１７報 ３４４日目 2月17日 15:00
北上川、 鳴瀬川の復旧工事に係る
入札公告について

１１８報 ３７８日目 3月22日 14:00
石巻地区東日本大震災復旧工事安全
施工推進大会について

１１９報 ３７９日目 3月23日 14:00
東松島地区東日本大震災復旧工事安
全施工推進大会について
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国土交通省東北地方整備局　北上川下流河川事務所

平成２３年　３月１４日２２時００分発表

１４日６時００分、堤防決壊箇所の荒締め切り、工事用道路造成に着手。

現在、工事用道路設置作業中。今晩中に完了見込み。

排水ポンプ車２台 12日13時30分出動、16時30分排水開始

照明車 １台 12日13時30分出動、16時30分設置

排水ポンプ車２台 12日 9時35分出動、16時55分排水開始

照明車 １台 12日13時30分出動、16時55分設置

東松島市赤井 排水ポンプ車３台 13日12時00分出動、15時15分排水開始

石巻工業高 排水ポンプ車１台 14日 7時00分排水開始

照明車 １台 緊急復旧工事箇所に出動中

排水ポンプ車１台 14日 21時05分排水開始

照明車 １台 14日 21時05分排水開始

北上川下流河川事務所記者発表についてはホームページでご覧になれます。　ホームページアドレス  http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/index_2.html

発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ

石巻市釜閘門

石巻市針岡

石巻市北上町十三浜

石巻市北上町十三浜

国土交通省　東北地方整備局　北上川下流河川事務所
宮城県石巻市蛇田字新下沼８０   電話：０２２５－９５－０１９４（代表）

技術副所長　　 柴田　富士男　（内線２０５）

工務第二課長　斉藤　喜浩　　 （内線３２１）

【防災情報】　北上川下流河川事務所　地震災害情報（第13報）

問い合わせ先

石巻市住吉

石巻市住吉

石巻市釜閘門

石巻市

新北上大橋

飯野川橋

国道４５号

国道３９８号

破堤箇所　L=５００ｍ
県道河北桃生線

北 上 川北上大堰

北上川下流河川事務所では、１４時４６分発生した東北地方太平洋地震により、管内で震度７を観測し、大津波警報が発令さ

れたことから、１４時４６分、災害対策支部（非常体制）を設置し対応しております。平成２３年３月１４日、６時００分、

堤防の決壊箇所である石巻市針岡地先（北上川右岸４.０ｋ～４.６ｋ）での緊急復旧工事に着手しました。

２１時３０分現在の復旧状況についてお知らせします。

１．堤防決壊場所

国土交通省東北地方整備局　北上川下流河川事務所

平成２３年　３月２２日９時３０分発表

【防災情報】　北上川下流河川事務所　地震災害情報（第２８報）

北上川下流河川事務所では、東北地方太平洋沖地震により、災害対策支部（非常体制）を設置し対応しております。現在、被

害箇所において緊急復旧工事、応急対策を実施中です。また、市街地の浸水解消のため石巻市長及び東松島市長の要請により

排水ポンプ車による排水を行っています。３月２１日１７時現在の状況についてお知らせします。

管内の河川において、４２５箇所（３月２１日１６時現在）で堤防決壊、堤防の亀裂、沈下や樋門・樋管の損傷、護岸の崩壊

等の被害を受けました。被災箇所のうち堤防決壊など損傷の激しい箇所では緊急復旧工事を実施しています。

１．被害の概要

2．復旧状況

１４日７時００分、石巻市長の要請により、北陸地方整備局配備の

排水ポンプ車を石巻市北上町十三浜での排水作業に向け準備中。

3．災害対策車の出動状況

下線箇所が前回からの更新情報です。

また、緊急復旧工事以外の箇所についても必要に応じてシート張り等の応急対策を実施。

北 上 川

二 股 川

旧北上川

江 合 川

新江合川

：被災

：被災

：被災

：被災

：被災

139箇所

9箇所

59箇所

66箇所

15箇所

うち2箇所で緊急復旧工事実施。

うち4箇所で緊急復旧工事実施。

鳴 瀬 川

鞍 坪 川

多 田 川

吉 田 川

：被災

：被災

：被災

：被災

79箇所

3箇所

7箇所

48箇所

うち1箇所で緊急復旧工事実施。

緊急復旧工事を７箇所で実施中。

２．緊急復旧箇所の状況

緊急復旧箇所位置図

北上川

石巻市

新北上大橋

飯野川橋

国道４５号

国道３９８号

①決壊箇所　L=１，１００ｍ
県道河北桃生線

北 上 川北上大堰

②決壊箇所　L=３，７７０ｍ

※写真添付

広報班

記者発表事例

石巻市街地の浸水を解消するため排水ポンプ車での排水作業を実施。

石巻市釜閘門での排水作業状況（平成２３年３月１２日） 石巻市住吉での排水作業状況（平成２３年３月１４日） 石巻市住吉での排水作業状況（平成２３年３月１４日）

①石巻市針岡地先での状況

３月２１日８時頃　緊急復旧工事により
造成した道路を通行する自衛隊車両

北上川

北上川

北上川

江合川

鳴瀬川

江合川

江合川

江合川

大崎市古川福沼

右岸26.6k+120m～26.8k+120m

大崎市古川渕尻

左岸25.9k+20m～26.9k

涌谷町中島

右岸14.0k+43m～14.6k+43m

石巻市針岡地先

右岸3.8k～4.6k+16m

石巻市北上町十三浜

左岸－0.8k+20m～2.8k+192m

大崎市古川渕尻

左岸27.4k+60m～27.8k

大崎市古川下中ノ目

左岸30.0k-6m～30.5k+30m

L=１,１００ｍ
堤防決壊

L=３,７７０ｍ
堤防決壊・堤防斜面の崩れ

L=３０９ｍ
堤防亀裂・堤防沈下

L=３２０ｍ
堤防沈下

L=７７８ｍ
堤防亀裂・堤防沈下

L=２００ｍ
堤防亀裂・堤防沈下

L=６００ｍ
堤防沈下

17日18時着手
現在作業中（市道兼用堤防）

17日8時着手
現在作業中

15日7時着手
堤防決壊箇所の荒締め切り作業中（国道兼用堤防）

19日9時着手
現在作業中（民家への影響を懸念）

16日17時30分着手
現在作業中（市道兼用堤防）

16日18時30分着手
現在作業中

14日6時着手　22時工事用道路完成
堤防決壊箇所の荒締め切り作業中（県道兼用堤防）※写真添付①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

番号 河川名 延長・被災状況箇　所 復旧状況
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広報班

ComCom! 復興情報かわら版

vol.107 （平成24年1月10日発行） 【第３回】石巻・東松島地区復興基盤連絡調整会議が開催されました。

vol.108 （平成24年1月12日発行） 大崎地区で復旧工事安全施工推進大会を開催しました。

vol.109 （平成24年1月23日発行） 東松島地区で河川堤防に関する説明を行いました。

vol.110 （平成24年2月17日発行） 石巻・東松島地区復興防災基盤連絡協議会　事務局会議が開催されました。

vol.111 （平成24年2月29日発行） 富士川捜索への支援活動について　〜120万トンを排水〜

平成 23 年度

総務班・総務係

参集状況及び安否確認状況報告書

コムコムは、「復興情報かわら版」としてリニューアルしました。

コムコムは、これまで河川に関する地域の情報をお伝えしてきましたが、東日本大震災による被災からの復旧、

復興に関する情報をお伝えする『復興かわら版』としてリニューアルいたしました。

平成 23 年 3 月 11 日〜3月 25 日の安否確認、参集状況は次の通り。

※期間業務職員を含む

１月１１日に大崎市古川の新江合緑地公園
にて、『大崎地区東日本大震災復旧工事安全
施工推進大会』が開催されました。

これは、大崎地区で復旧工事にあたってい
る施工会社の皆様とともに、工事にあたって
の体制や心構えを再確認し、無事故・無災害
で復旧工事を完成させる決意を改めて確認し
たものです。

【第３回】石巻・東松島市地区 復興基盤連絡調整会議が開催されました。

ＣｏｍＣｏｍ！復興情報かわら版

「北上川下流河川事務所から地域の皆様へ」
～ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ａｎｄ ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ ～

ＶＯＬ．１０８ ／ ２０１２．１．１２ 発行

国土交通省 北上川下流河川事務所 〒９８６－０８６１ 宮城県石巻市蛇田字新下沼８０

ＴＥＬ０２２５－９４－９８４７ ＦＡＸ０２２５－９４－９８５７

復興情報かわら版『コムコム！』はホームページでもご覧になれます。

ホームページアドレス http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/index.html

大崎地区で復旧工事安全施工推進大会を開催しました

大崎地区では、津波による被害を除く管内の
被災箇所数のうち、40％を越える44箇所で大

きな被害を受けました。

現在は応急的な復旧を行って、台風などの
出水による二次災害を防止している状況です。

今後、本格的な復旧工事を順次進め、一層
の安全と安心を図っていきます。

江合橋

江合川

江合橋

江合川

江合川左岸27.6k付近 堤防沈下の状況

緊急復旧工事が完了（H23.4.2撮影）

大会に先立ち、施工業者主催の安全祈願祭が執り行われました。

～～復興情報かわら版としてリニューアルしました。～～
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復興情報かわら版『コムコム！』はホームページでもご覧になれます。

ホームページアドレス http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/index.html

ＣｏｍＣｏｍ！復興情報かわら版

「北上川下流河川事務所から地域の皆様へ」
～ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ ａｎｄ ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ ～

ＶＯＬ．１１０ ／ ２０１２．２．１７ 発行

石巻・東松島地区復興防災基盤連絡協議会 事務局会議開催

今回は、沈下した土地の盤上
げや堤防の復旧に必要な土量の
見込み、高台移転をすすめた場
合に土地造成で発生する土量の
見込み、不足土調達の見込みな
ど、それぞれの機関からの情報を
共有しました。

また今後、本格的に復旧工事が
始まり、多くの工事が地域内で輻
輳することで、復旧工事が滞るこ
とがないように、課題や対応策を
検討すべきであるという意見が出
され、今後も継続して話し合われ
ることになりました。

2月10日、石巻・東松島地区で公

共施設などの復旧・復興を担当する
関係７機関※が集まって事務局会
議が開催されました。

※7機関は、石巻市、東松島市、東部土木事
務所、東部地方振興事務所、石巻港湾事務所、
宮城北部森林管理署、北上川下流河川事務所

北上川河口付近の富士川では、2月
１4日から23日頃までの予定で捜索活

動が行われています。

当所からは排水ポンプ車を出動し、
排水による支援をしています。

下流締切排水状況

～～復興情報かわら版としてリニューアルしました。～～
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総務班・総務係

一般避難者受け入れ ライフラインについて

当事務所には 3月 11 日の震災発生から 4月 8日までおよそ 1カ月、一般者の避難が相次いだ。

避難者数の動向は次の通り。
当事務所の執務室・宿舎ライフラインの復旧状況は次の通り。

1.4 0 01.6

１ 0 ２

１ 0 ５ 0

１ 0 ２ 0

１ 0 0 0

２ 0 0 0

２ 0 0 0

１ 0 ２ 0

２ 0 0 0

２ 0 １

４

0

１ 0 0

H23.3.30 10:00 現在
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総務班・総務係

宿舎被災状況

向陽町、泉、新橋宿舎の被災状況。
　震災直後は、燃料不足や路面状況の悪化により運行に支障をきたしていた。しかし、被災状況の把握や物資調達等緊急を要す

る事から車両の運行は必要不可欠であり、車両管理員を交代で休ませながら、また自操運転により対応を行った。

　下記の一覧表は事務所本所で使用した車両の実績であるが、各出張所使用の車両についても状況把握や点検等の対応を行った。

新橋宿舎（3月 11 日）

向陽町（3月 15 日）

新橋（3月 15 日）

泉（3月 16 日）

車両稼働実績
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室井大臣政務官 事務所長
鳴瀬川野蒜地区、旧北上川河口部、
日和山外

10:00〜14:30

東日本大震災に係る現地視察対応状況一覧

総務班・総務係

東日本大震災に係る現地視察対応状況一覧
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他事務所・他地整等、多くの方から食料等の支援物資をいただきました。

※下記物資の他にも多数の方からご支援をいただいております。

総務班・総務係

炊き出し

今後の課題

総務班総務係の業務は多種多様で他の課の職員にも手伝ってもらった業務も数多く、個々の記録は

残っているものの、具体的な数値や写真、時系列的な対応状況などの整理まで行うことが不可能な

状況にあった。写真やその時の状況などをメモして整理しておく専属の職員（新聞記者のような存在）

が必要（兼任では対応できない）だと感じた。

炊き出しの様子

支援物資
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総務班・総務係

東日本大震災関係功労者

東北地方整備局は、建設事業関係功労者及び災害対策功労者を国土交通行政関係功労者として、また、このたびの

東日本大震災における復旧等の功労者を東北地方整備局長が表彰しました。（平成 23 年 7 月 29 日表彰）
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東日本大震災関係功労者

総務班・総務係

東日本大震災の被害に遭われた東北の人々に、希望のハートを届けよう JTF-TH（災統合任務部隊—東北）が発案。

「がんばろう！東北」を合言葉に、東北大学や東北地方の国の出先機関、JR 東日本等 30 を超える団体が賛同し、活動を展開している。

「がんばろう！東北」ステッカー
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緊急随意契約一覧（工事）

経理係は発注関連業務を中心に対応。工事・コンサル・役務について１０６件の緊急随意契約を実施。

総務班・経理係
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総務班・経理係

緊急随意契約一覧（コンサルティング・役務）

鳴瀬川水系被災状況調査

北上川下流地区津波痕跡調査

旧北上川津波痕跡調査

管内被災状況航空撮影
及びＬＰ測量業務

北上川上流 ・江合川津波
痕跡調査

（株） 佐藤土木測量設計

（株） 三協技術

（株） 西條設計コンサルタント

アジア航測 （株）　仙台支店

（株） オオバ　東北支店

平成23年3月12日

平成23年3月13日

平成23年3月14日

平成23年3月17日

平成23年3月16日

平成23年3月18日

平成23年3月18日

平成23年5月31日

平成23年5月31日

平成23年5月31日

平成23年5月31日

平成23年5月31日

測量調査等業務

測量調査等業務

測量調査等業務

測量調査等業務

測量調査等業務

測量調査等業務

測量調査等業務

測量調査等業務

測量調査等業務

測量調査等業務

測量調査等業務

測量調査等業務

測量調査等業務

測量調査等業務

測量調査等業務

測量調査等業務

測量調査等業務

測量調査等業務

測量調査等業務

測量調査等業務

測量調査等業務

測量調査等業務

測量調査等業務

鳴瀬川水系

北上川

旧北上川

北上川下流事務所管内

北上川上流、江合川

被災状況調査　一式

被災状況調査　一式

津波痕跡調査　一式

津波痕跡調査　一式

被災状況調査　一式、
ＬＰ測量　一式

津波痕跡調査　一式

河川管理施設被災

諸元調査、 被災状

況とりまとめ　一式
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8
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【工事】

【コンサルタント業務】

総務班・経理係

工事・業務の一部中止について工事・業務の一部中止について

東日本大震災によって、工事を施工できなくなり、また、工事目的物に損害が生じるなどの事態が発生。

一方で、当面の災害応急対策を優先して行うことが必要となった為、現在執行中の工事・業務について一

時中止の措置を実施することで対応した。
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震災時の物品購入内容は次の通り。

総務班・経理係

物品購入

天災等の不可抗力による請負工事の損害については、工事請負契約書第２９条に記載されているところである。

発注者と受注者が共通の認識を持ち、損害に関する協議等を円滑に進めるため概要調書を作成し手続きを進めた。

契約書第29条の不可抗力による損害の概要調書

区分

備品

消耗品

購入品名

自転車

自転車

ライト

鍵

レジ袋

レジ袋

ポリ袋

ポリ袋

ゴミ袋

ポリ袋

ゴミ袋

インサートカップ

スプレー

コピー用紙

粘着テープ

両面テープ

両面テープ

洗剤

ラップフィルム

トイレットペーパー

トイレットペーパー

シャンプー

シャンプー

石鹸

ウェットティッシュ

割り箸

潤滑剤

シャンプー

石鹸

レーザープリンタラベル

標示シート

標示シート

ドラム缶

ガソリン

インクカートリッジ/プリンタヘッド/クリーナー

インクカートリッジ/プリンタヘッド/クリーナー

インクカートリッジ/プリンタヘッド/クリーナー

インクカートリッジ/プリンタヘッド/クリーナー

インクカートリッジ

インクカートリッジ

耐震用ストッパー

テンキー

マウス

標示シート

ゴム手袋

石鹸

バスマット

ゴミ袋

物干しハンガー

コーナーハンガー

シャンプー

ドライヤー

洗剤

洗剤

ふきん

カーテン

電池

電池

野帳

野帳

ドラムポンプ

電子複写機用紙

電子複写機用紙

複写機用紙（ロール紙）

重油

長靴

２０インチ　折りたたみ式

２７インチ

ＬＥＤ　自転車用

ワイヤーロック式　自転車用

№８　２０００枚入り

№１２　２０００枚入り

№１２　１０００枚入り

№１４　１０００枚入り

黒　１０枚入り

９０リットル　１００枚入り

石巻市指定　４０リットル　３０枚入り

１００個入り

道路線引用　４００ｍｌ

Ａ４　２５００枚入り

５０㎜×５０ｍ　透明

２５㎜×１０ｍ　１０個入り

４０㎜×１０ｍ　５個入り

粉末洗剤　衣料用　１．０ｋ

大　３０ｃｍ×２０ｍ

５５ｍ　１００個入り

６５ｍ　１００個入り

Ｓポンプ式

Ｒポンプ式

薬用ハンドソープ　２８０ｍｌ

５０枚入り

１００膳入り

シリコンスプレー

リンスインタイプ　５２０ｍｌ

全身洗浄用　５８０ｍｌ

ホワイトフィルム　１０シート入り

粘着シートタイプ

マグネットタイプ

２００リットル

レギュラー

黒（ＨＰ　Ｄｅｓｉｇｎｊｅｔ　1050ｃ用）

シアン（ＨＰ　Ｄｅｓｉｇｎｊｅｔ　1050ｃ用）

マゼンタ（ＨＰ　Ｄｅｓｉｇｎｊｅｔ　1050ｃ用）

イエロー（ＨＰ　Ｄｅｓｉｇｎｊｅｔ　1050ｃ用）

黒（ＨＰ　Ｄｅｓｉｇｎｊｅｔ　1050ｃ用）

イエロー（ＨＰ　Ｄｅｓｉｇｎｊｅｔ　1050ｃ用）

　

ＵＳＢ対応

光学式　ＵＳＢ対応

粘着シートタイプ

Ｌサイズ　１００枚入り

液体　全身洗浄用

６０㎝×９０㎝

４５リットル　３０枚入

　

なげし用

リンスインタイプ　ポンプ式

１２００Ｗ

洗濯用　１㎏

食器用　２５０ｍｌ

食器用　５枚入

１００×１１０　２枚組

単３　２本×２０パック

単４　２本×２０パック

レベル

レベル

　

Ａ４　２５００枚入

Ａ３　１５００枚入

９１４ｍｍ×９１．５ｍ

Ａ

胴付長

1

1

2

3

3

3

2

1

30

2

11

2

4

10

4

1

1

8

60

2

3

6

6

3

10

5

2

5

5

6

60

30

40

100

1

1

1

1

2

1

50

10

10

50

2

25

7

3

10

5

14

3

20

20

10

3

1

2

50

200

2

100

30

10

10.000

5

台

台

個

個

袋

袋

袋

袋

袋

袋

袋

袋

個

箱

個

箱

箱

個

個

箱

箱

個

個

個

個

袋

本

個

個

冊

枚

枚

個

ℓ

個

個

個

個

個

個

個

個

個

枚

個

個

枚

袋

個

個

個

個

個

個

個

個

箱

箱

冊

冊

個

箱

箱

箱

リットル

足

３月２３日

３月２３日

３月２３日

３月２３日

３月１５日

３月１５日

３月１５日

３月１５日

３月１５日

３月１５日

３月１５日

３月１５日

３月１５日

３月１５日

３月１５日

３月１５日

３月１５日

３月１５日

３月１５日

３月１５日

３月１５日

３月１５日

３月１５日

３月１５日

３月１５日

３月１５日

３月１５日

３月１５日

３月１５日

３月１５日

３月１５日

３月１５日

３月１８日

３月１１日

４月７日

４月７日

４月７日

４月７日

４月７日

４月７日

４月７日

４月７日

４月７日

４月７日

４月７日

４月７日

４月７日

４月７日

４月７日

４月７日

４月７日

４月７日

４月７日

４月７日

４月７日

４月７日

４月７日

４月７日

４月７日

４月７日

４月１５日

４月１４日

４月１４日

４月１４日

４月１４日

４月１９日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月３０日

３月１５日

５月１３日

５月１３日

５月１３日

５月１３日

５月１３日

５月１３日

５月１３日

５月１３日

５月１３日

５月１３日

５月１３日

５月１３日

５月１３日

５月１３日

５月１３日

５月１３日

５月１３日

５月１３日

５月１３日

５月１３日

５月１３日

５月１３日

５月１３日

５月１３日

５月１３日

５月１３日

４月２８日

５月２０日

５月２０日

５月２０日

４月２８日

４月２８日

規格 数量 単位 契約 納期 備考

緊急随契
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用地班は緊急土地使用、用地借地等の災害応急対策業務に尽力した。

用地借地、緊急土地使用、事業損失建物事前調査業務については次の通り。
損害額算定フロー図

総務班・経理係

契約書第２９条の不可抗力による損害の概要調書

当初（前回）契約

被　災

指示・協議あり指示・協議なし

用地班

用地借地、緊急土地使用、【緊急災】事業損失 建物事前調査業務

■用地借地

■緊急土地使用

■【緊急災】事業損失　建物事前調査業務

※工期が不足する場合には、事務処理に要する期間として１ヶ月程度、延長可。
　事務処理による工期延長期間は、技術者の専任は要しない。

H23.3.11 現在までの
指示・協議を対象

※工期内、
できるだけ速やかに足切り額の決定

※被災時点までの設計と書の変更等

設計書
（b）

※変更契約が必要な場合

※変更なしの場合は当初前

損害額の算定工事費の算定

・・・（a）

・・・（b）

・・・（B）

＝（B）ー

・・・（c）

・・・・・・

・・・

※変更契約の必要がない場合

当初設計にて完成
OR

打ち切り竣工

損害額の支払いは、
工期内が望ましい。
（遅くとも完成後１週間程度）

設計書
当初（前回）

設計書
（a）

設計書
（a）

設計書
（b）

設計書
（b）

設計書
（a’）

設計書
（b）

契約書

契約書
（A）

契約書
（A”）

契約書
（C）

被災時点の請負代金【基準額】の確定（A）

損害額の調査・確認結果

被災後の設計内容の確定

契約変更（精算変更） 損害額（29 条）の協議額

被災時点の設計内容の確定

契約変更

中間変更（第○回変更）設計書

当初（前回）設計書　　　○○

指示・協議事項分　　±○○

　　　　　　　計　　　○○

基準額の設計書（a）　　　○○

損害額（目的物等）　　　±○○

　　　　　　　計　　　　○○

変更契約（第○回変更）計算書

基準額の設計書（a）　　　○○

被災後の協議等　　　　±○○

被災後の源工等　　　　−○○

　　　　　　　計　　　　○○

（b）ー（a）＝損害額（B）

（B）ー（A）×100＝損害額

負担額の算定

損害額の算定

損害含みの工事全体の合算
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3月12日

●３月１２日早々から、石巻市内の排水のため、排水ポンプ車

の要請あり。（事務所所管エリアを超えての依頼）

　12日は、ポンプ排水の手配や各種段取り、事務所各所管施設

の状況把握を行いはじめることで精一杯であった。

●停電のため、ガソリンが調達できず（地下タンクに油があっ

ても停電でポンプで汲み上げることができなかったとのこと。

現地調査や連絡（業者や関係機関など）ままならず。

3月13日

●13日には東松島市からも排水ポンプ車の要請あり。

　（事務所所管エリアを超えての依頼）

3月14日

●14日、被災が極めて甚大なため、地震被災箇所の調査、保存

のための石灰、ブルーシート、杭など、膨大な量が必要とな

ることから、手配に大奮闘。

●排水ポンプ作業のため、他地整から応援部隊が事務所に来た

が、応援側の統率がされておらず、対応に苦慮（応援部者の

態度がかなり横柄であった模様）。

●14日、人命優先のため、救援道路となる新北上川左岸釜谷

（針岡地区）の復旧に朝6時に着手。事務所、業者とも重機等

の燃料確保に相当難儀した。

●14日、ガソリン不足深刻。事務所予備発用の重油調達も極め

て困難。15日の7時までしか持たないとのこと。悲痛な叫び。

防災拠点としての機能ストップの危機迫る。

　14日、地元維持業者が重機燃料として、ドラム缶15個分の軽

油を農家から調達。さすが、地元に密着した企業と関心。

3月15日

●15日、福島原発事故の放射の漏れを懸念して、排水ポンプ車

が車ごと姿を消し、業務放棄（気持ちは分からないではない

が・・・）。

　災害現地調査委託先の業者も同じような状態発生。

●社員や、社員の家族、会社、重機、資材等にかなりの被害を

受けた、地元施工業者、資材業者（土場など）の協力、極め

て大きかった。復旧への使命感を強く感じた。

●3月15日頃、事務所の食糧難迫る。知り合いを通じて、最低限

の食料（米、味噌、塩）確保に取り組む。地元からの調達は

不可能（他県に頼るしかない）。

　福島方面、高速道路規制のため調達目途たたれる。秋田方面、

何とかなりそう。

●18日、農家の自飯米用の米、味噌等をかき集め、秋田から米

10俵、味噌、塩、その他届く（朝５時出発で9時ころ事務所到

着）。職員大いに感謝。早速、美味しいおにぎり（秋田こま

ち）をみんなでいただく。

　一般市民が避難している避難所の方が食料環境が良いと、石

巻市役所の職員から聞いた。

●TEC-FORCEの災害箇所調査は、後の災害申請に速使えず、再度

補足やり直し（すみませんが殆どでした）。最初から徹底し

た統一化が必要と感じた。

●施工業者、コンサル、測量業者、技術補助員の確保に努力。

ほぼできた。これがもっとも大事。

　（他に押さえられる前に必要）

●大きな余震が続くなか、工事も調査も津波再来を警戒しなが

らの気をつかう作業。大変である。

3月31日

●3月31日午前、事務所長と同行してはじめて現場視察。新北上

川へ行く。実際に現地に立つと想像を遙かに超える被害の状

況に絶句。本当に復興できるのかと思った。

　釜谷の大川小学校付近では排水ポンプ作業や行方不明者の捜

索中、泥だらけのランドセルがいっぱい並んでいた。あまり

にも無惨な光景。言葉が出なかった。

4月1日

●4月1日、「東日本大震災」と閣議決定される。

4月3日

●4月3日、ついに排水ポンプに関する業務で事務所ギブアップ。

事務所管内を超えたかなりの数の排水ポンプ車のマネジメン

トを成り行き上、事務所が行っていたため、他整からの応援

（TEC-FORCE）はあったものの、グループ等のまとめ役はいな

かったため、事務所が本来業務に専念できない状況。事務所

として限界。

　本局に事務所がパンクする旨、訴える。

4月4日

●4月4日、局が排水ポンプ車のマネジメントする者（局課長補

佐級）を局から派遣。事務所本来の仕事ができる。まずは、

ひと安心する。

4月5日

●4月5日、あまりの被害の大きさに今後の見通しを事務所とし

て読むことが困難。

　このため、本局で河川部（河川計画課、河川工事課、河川管

理課）と今後の事務所の業務の進め方について、はじめて局

打ち合わせを行った。

　一定の方向性を得るが、今後が大変と再認識。

3.11東日本大震災　北上川下流河川事務所　回想録

柴田　富士男………〈当時　企画担当　副所長〉

●事務所、出張所機能が停止することが無いよう、排水機場等の地下タンクを活用しながら３種類の非常用発電機用燃料を補充しつづ

けた。特に「汲み上げ機能付きタンクローリー車」を専属に確保することが出来、県外事務所等からの燃料運搬や所管施設への配送、

工事用や排水ポンプ車への補給等に活用できたことは幸いであったと感じている。

　最後に発災初期に事務所西側のベランダから見た不気味な夜景（暗闇の中、光が有るのは事務所と赤十字病院だけ）を早く忘れた

いと思っています。 

小田島　栄治 …………〈当時　防災情報課長〉

１．活動で苦労したこと

①ライフライン（電気・水道）の復旧に長期間を要し、日常生

活基盤を失ったこと。

②震災被害調査に必要な連絡車・自走車の燃料入手が、非常に

困難であったこと。

③携帯電話等の通信手段が繋がりにくく、情報収集に時間を要

したこと。

④食料の調達に苦労したこと。

⑤強い余震が続き、津波の被災を受けた職員等が職場から帰宅

できず、家族の安否確認が非常に困難を窮めたこと。

⑥他地整から応援に駆けつけた職員等の宿泊場所について、被

災の少なかった山形県にしか確保できず長距離通勤を余儀な

くされたこと（他地整の応援に感謝）。

２．記録に残しておきたいこと

①被災した職員が我を忘れて、職員一丸となって復旧・復興に

従事したこと。

②余震が続く危険な海岸沿いの第一線おいて、命をかけて排水

ポンプ車で懸命な排水作業を行った請負業者についての記録

も残して欲しい。

③自衛隊が被災地に到着する以前に、基幹となる国道の啓開を

国交省が実現させたこと。

３．震災を受けての今後の改善点

①国交省は震災直後から、基幹国道の啓開をはじめ河川等公共

施設の緊急復旧工事を２４時間体制で行い、被災地の安全確

保及び復興に向けた基盤整備といった重要な任務を果たした

が、マスコミや国民は被災地で活動する自衛隊のみを賞賛し

ました。

      それに比べて国土交通省が果たした任務についてはあま

り話題に上がりませんでした。広報のあり方を見直す必要が

あるのではないかと思います（現地広報活動班の設置

等・・・・・）。

②排水ポンプ車に使用する燃料は、主に自衛隊を通して不足分

の支援を受けましたが、国交省独自支援システムの確立が望

まれます（国と空輸会社と油脂会社による協定締結）。

③緊急復旧工事及び応急復旧工事については求められる期間内

で目的を果たしましたが、本復旧工事発注にたどり着くまで

震災から８ケ月もの長期間を要した（国交省だけの問題では

なく、国全体の制度改善が必要と思います）。

阿部　清市 ……………〈当時　鹿島台出張所長〉

＜地震発生直後＞

事務所での打合せ中に地震発生。出張所に向け出発したが家

屋倒壊や路面段差などにより石巻市内は渋滞していた。

出張所と初期は車載型 k-cos により連絡できたが、その後 NTT

も含め連絡できない状態になった。

三陸道通行できず北上川左岸を北上し、車中から堤防の形が

残っていることを確認しつつ出張所まで約２時間要した。

＜河川状況把握＞

連絡網が寸断し、河川巡視システムが利用できない状態であっ

たが、我々が到着する前に参集した班から一次点検を開始し

ていた。参集してない班（下請け）は、元請け社員で実施す

るよう指示。被災箇所は番号で管理したが、度重なる余震増

破で枝番や異なる亀裂が連続することにより番号管理が混乱

し、日にちが経過すると確認に手間取る事態になった。

情報収集は、沿岸部の重大性より無線混信を避けるため利用

せず、点検終了した班から出張所で報告を受けた。

＜一般問合せ対応＞

沿岸部への通行に関することが多く、仙台河川国道ＨＰや気

仙沼（出）来所時の情報を基に丁寧に対応したが、船舶免許

更新に関する問合せについては「市町村または港湾事務所に」

と対応。

＜緊急復旧工事＞

鋼矢板入手困難・打込み困難・出水による中断等により工程

が大幅に遅延した。鋼矢板の入手に約１ヶ月要しており、あ

る程度（堤防延長 100ｍ）は整備局で保有していてもよいの

ではないのか。

櫻井　隆広 ………………〈当時　米谷出張所長〉
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台風15号（9月）の接近に伴う出水対応
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台風15号（9月）の接近に伴う出水対応
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台風15号（9月）の接近に伴う出水対応
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150 1/4

15 3
” ”

台風 15 号の影響による被災

台風15号（9月）による許可工作物周辺の被災情報

台風 15 号（平成 23 年 9 月 21 日〜24 日）による大雨の影響で樋管などの許可工作物周辺

の堤防が陥没した。地震により被災した樋管が影響したものと考えられる。

そこで 10 月 5、6 日の 2日間、許可工作物の管理者を集めた緊急会議を開催。

9月 29 日〜10 月 24 日には水門、樋管など 150 施設の一斉点検を実施した。

その結果、全施設の約 1/4 の変状を確認。補修が必要なことがわかった。

台風 15 号による洪水で鳴瀬川水系吉田川（大和町・落合水位観測所）では、はん濫危険水位を

超え、観測史上 3番目の洪水となった。

（1位は昭和 61 年 8 月、2位は昭和 33 年 9 月）

◎観測史上 3番目の洪水

東日本大震災による被災で堤防機能が低下。それに伴い洪水予報や水防警報を通常の基準より引

き下げて発令した。急激な水位上昇が予想されたことから沿川の市・町に対して、毎時間及び 3

時間後の予測水位を情報提供。首長へも直接情報提供した。

これらの情報に基づき、沿川の市町には避難勧告・避難指示を発令。地域住民の安全確保のため

の適切な措置が講じられた。

◎水防警報の引き下げ発令

（1）変状が大きく、大規模な補修または改築が必要な施設　22 施設（15%）

（2）軽微な補修が必要な施設　18 施設（12%）

◎許可工作物　施設数　150 施設

9 月 23 日、許可工作物として設置された不来内（こづない）排水機場（管理：鶴田川沿岸土地

改良区、鳴瀬川水系吉田川右岸 13.7km）から漏水が発生。当事務所では 24 日に応急対策を実施。

9月 30 日に工事終了。

◎不来内排水機場の漏水

３

187 188



 

4

ホワイトボード

【３月１２日】 【３月１3日】

台風15号（9月）による許可工作物周辺の被災情報
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飯野川出張所

石巻・東日本地区復興防災基盤連絡調整会議

石巻市震災復興基本計画意見交換会（パブリックコメント）

石巻市被害内容

一般避難者受け入れ

インタビュー　＜島田 昭一 氏＞

③ 江合川上谷地地区緊急復旧工事

④ 江合川桜町地区緊急復旧工事

⑤ 江合川渕尻地区緊急復旧工事

⑥ 江合川江合橋下流地区緊急復旧工事

⑦ 江合川福沼地区緊急復旧工事

⑫ 江合川平針下流地区緊急復旧工事

⑬ 江合川平針上流地区緊急復旧工事

㉑ 江合川福浦地区緊急復旧工事

大崎出張所

各電気通信設の被災状況

各班の主な作業工程

河口部プロジェクトチーム

鹿島台出張所

仮設排水ますの概略図

河川管理施設における緊急復旧工事一覧

河川への津波の遡上状況

管内ゲート設備の被災状況

「がんばろう！東北」ステッカー

記者発表資料

記者発表事例

北上川下流河川事務所　管内図

① 北上川下流月浜・橋浦地区緊急復旧工事

② 北上川下流釡谷地区緊急復旧工事

⑱ 北上川下流長面地区緊急復旧工事

⑲ 北上川下流月浜第一水門緊急復旧工事

⑳ 北上川下流鬼橋排水樋管緊急復旧工事

旧北上川の地盤沈下に伴う緊急高潮対策

給油状況

緊急随契約及び工事、業務の一時中止について

緊急排水活動

緊急復旧工事箇所図【北上川、旧北上川、鳴瀬川】

緊急随意契約一覧（工事）

緊急随意契約一覧（コンサルティング・役務）

洪水予報・水防警報の基準水位の見直し→危機管理体制の確立
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災害対策班編成

災害対策用機械の稼働状況

災害への対応

参集状況及び安否確認状況報告書

支援物資

地震対応

写真で見る被災前と被災後

車両使用

車両引き上げ

宿舎被災状況

⑭ 新江合川中谷地地区緊急復旧工事

浸水・痕跡状況調査

浸水対応　浸水センサー設置

浸水対策アンケート結果

浸水リスクマップ

捜索時ポンプ車稼働状況

台風 15 号（9月）による許可工作物周辺の被災情報

台風 15 号（9月）の接近に伴う出水対応

高潮堤の嵩上げ等の概略図

炊き出し／今後の課題

津波の概要

堤防復旧技術検討会

東北管内の被災状況

⑧ 鳴瀬川砂山地区緊急復旧工事

⑨ 鳴瀬川和多田沼地区緊急復旧工事、鳴瀬川福ヶ袋地区緊急復旧工事

⑩ 鳴瀬川下川原地区緊急復旧工事

⑪ 鳴瀬川下中ノ目地区緊急復旧工事

⑮ 鳴瀬川木間塚地区緊急復旧工事

㉒ 鳴瀬川野蒜地区緊急復旧工事

㉓ 鳴瀬川下伊場野地区緊急復旧工事

鳴瀬出張所

排水ポンプ車増強
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東日本大震災　時系列整理簿

東日本大震災に係る調査期間一覧

東日本大震災関係功労者

東日本大震災における河川管理の課題・反省点

東日本大震災に係る現地調査対応状況一覧

東日本大震災の概要

被災市街地復興推進地域うちの復興事業説明会

防災講演会／パネル展

ホワイトボード

米谷出張所

宮城県東部浸水エリア

宮城県南部浸水エリア

油脂確保について

用地借地、緊急土地使用、【緊急災】事業損失 建物事前調査業務

⑯ 吉田川上志田地区緊急復旧工事

⑰ 吉田川上志田地区緊急復旧工事

ライフラインについて

リエゾン資機材リスト

涌谷出張所

0メートル地帯の拡大

3.11 東日本大震災　北上川下流河川事務所　回想録
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