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（２）県土整備部震災対策組織 

県土整備部においては、千葉県地域防災計画（震災編）に基づき、県土整備部

所管に関わる公共土木施設等の地震災害による災害応急対策・復旧対策に万全を

期すため、県土整備部震災実働マニュアル（公共土木施設編）を策定している。 

本マニュアルでは、千葉県災害対策本部設置と同時に、県土整備部震災対策組

織を確立することが規定されている。 

 県土整備部震災対策組織とは、「県土整備部震災対策会議」、「県土整備部震災対

策会議事務局」、「各課室震災対策班」、「現地震災対策班」をもって組織するもの

としている。（図4-2） 

県土整備部震災対策会議は、部を統括し、震災時の県土整備部の対応として、

千葉県災害対策本部との連携を図り、震災時において迅速かつ的確に対応するこ

とを目的としている。 

県土整備部震災対策会議事務局は、各課・室震災対策班および現地震災対策班と

の連絡調整・指導を行い、県土整備部震災対策会議の円滑な運営を図る事を、各

課室震災対策班は、県土整備部震災対策会議事務局の円滑な対応を支援すること

を、現地地震災対策班は、県土整備部震災対策会議事務局との連携を図り、現地

の情報収集や被害状況の把握、応急復旧対策を行うことを目的としている。 
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図 4-2 県土整備部震災対策組織図（平成２３年３月１１日現在） 
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１）県土整備部震災対策会議・事務局の初動状況 

 県内に震度６弱の地震が観測されたことにより、千葉県災害対策本部が設置さ

れ、それと同時に、県土整備部震災対策組織が確立された。 

地震発生が勤務時間内だったことから、事務局には事前に参集が定まっている

通常職員のほとんどが参集し、パソコン、防災電話、防災 FAX、テレビをそれぞ

れ指定の位置に設置した。事務局の立ち上げは、年２回程度行っている訓練によ

り約１０分程度で完了し、県土整備部震災対策会議第 1 号指令の伝達により被害

状況の収集を開始した。 
県土整備部震災対策会議は、災害対策本部会議が開催される度に開かれ、知事か

らの指示事項などの伝達、部内の対応についての協議、部内の情報共有などを行っ

た。 

今回の震災は、被害の範囲が大きく、被害箇所数も多かったことから、県土整

備部震災対策会議事務局への被害状況報告が過密となり、防災ＦＡＸ２台による

情報の受信では対応が困難となった。 

発災直後、ＮＴＴの電話回線は不通となっていたが、幸いにもインターネット

のメール回線は通常通り機能していたことから、防災ＦＡＸも使用しつつ、被害

状況をメールにより収集することとした。 

しかし、県土整備部震災対策会議事務局で使用するパソコンが、電子メールの使

用できる環境設定でなかったことから、県土整備部震災対策会議第３号指令により、

メールによる被害状況報告は道路環境課へ送信することとした。 
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写真 4-1 県土整備部震災対策会議 

 

 
写真 4-2 県土整備部震災対策会議事務局 
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①３月１１日～３月１５日 

県土整備部震災対策会議事務局は指揮班７名・庶務班３名・復旧班１０名・渉外

班４名・特務班１１名の計４５名で構成され、その構成員は県土整備部各課より職

員が推薦されている。 

今回の震災では被害規模が大きく、２４時間体制が数日に渡り継続されることか

ら、各班の構成員が所属する課より交替要員を選出し対応することとした。 

 

②３月１６日～３月３１日 

３月１６日以降の事務局の体制は、２４時間体制は維持するが、規模を縮小し

て対応することにした。事務局は、指揮班１名、事務局員２名の計３名で、主に

情報収集に関する業務を行った。 

人員については、指揮班として道路環境課、道路整備課、河川整備課、河川環

境課、港湾課、下水道課及び公園緑地課の副課長の中から交替で１名を配置し、

事務局員として、指揮班に位置づけられている７課に、県土整備政策課、技術管

理課、用地課、道路計画課、都市整備課及び営繕課を加えた１３課の内、２課か

ら各１名ずつを配置した。 

交替スケジュールは、平日昼間を８：３０～１７：３０、夜間を１７：３０～

翌８：３０、土日祝日昼間を８：３０～２０：３０、夜間を２０：３０～翌８：

３０とした。 

なお、通常業務もあることから、平日昼間の指揮班は必ずしも事務局へ常駐す

る必要はないものとした。 

 

③４月１日～５月２６日 

４月１日以降は夜間と平日昼間における事務局への人員配置を不要とし、平日

昼間は必要に応じて、道路環境課職員が対応にあたった。 
事務局へ詰めるのは、土日祝日の昼間のみとし、時間を８：３０～１７：００

とした。人員については、指揮班として、県土整備政策課、道路環境課、道路整

備課、河川整備課、河川環境課、港湾課、下水道課及び公園緑地課の原則副課長

の中から交替で１名を配置し、事務局員として、指揮班の対象課から１名を配置

した。 
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地震直後からの対応 

県土整備部震災対策会議 指令・情報 
日時 県土整備部の動き その他の動き・状況 

3 月 11 日   

 14:46 東北地方太平洋沖地震発生 成田市・印西市で震度 6弱 

・県土整備部震災対策組織設置 ・千葉県災害対策本部設置 

14:49  ・九十九里・外房地域津波警報 

・内房地域津波注意報発表 

15:14  ・九十九里・外房地域大津波警報 

・内房地域津波警報発表 

15:15  地震（県内最大震度５強） 

16:05 震災対策会議 第１号指令 

・体制の確認 

・パトロール時における津波に対する注

意喚起 

 

16:05 震災対策会議 第 2号指令 

・被害報告の指示 

 

16:08  ・内房地域大津波警報発表 

16:18 ・県土整備部震災対策会議開催 ・第１回災害対策本部会議開催 

17:19  地震（県内最大震度４） 

17:22  ・銚子にて津波の最大波２．５ｍを観

測 

19:20 ・県土整備部震災対策会議開催 ・第２回災害対策本部会議開催 

20:21  地震（県内最大震度４） 

21:00 震災対策会議 第 3号指令 

・現地震災対策班（出先機関）２／３体

制に移行 

・翌日の 7:30 までに被害状況の第一報の

報告を指示 

・災害協定に基づく建設業協会との連携

を促す。 

 

23:00  地震（県内最大震度４） 

0:13  地震（県内最大震度４） 
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3 月 12 日   

 2:30 震災対策会議 第 4号情報 

・被害箇所における応急復旧及び規制解

除の考え方について 

 

4:24  地震（県内最大震度４） 

8:02 ・県土整備部震災対策会議開催 ・第３回災害対策本部会議開催 

8:08  地震（県内最大震度５弱） 

9:00 震災対策会議 第 5号指令 

・緊急輸送道路における交通規制を行っ

ている事務所については、復旧見通しを

報告するよう指示。 

 

9:30 震災対策会議 第 6号指令 

・管内市町村における公共土木施設の被

害状況の報告について指示。 

 

12:30 震災対策会議 第 7号指令 

・パトロールを実施し 16:30 までに被害

状況の第二報の報告を指示 

 

13:50  ・九十九里、外房地域、内房地域津波

注意報に切り替え 

14:00 ・県土整備部震災対策会議開催 ・第４回災害対策本部会議開催 

14:17  地震（県内最大震度４） 

17:20 震災対策会議 第 8号指令 

・現地震災対策班（出先機関）１／３体

制に移行 

 

19:30 ・県土整備部震災対策会議開催 ・第５回災害対策本部会議開催 

21:30 震災対策会議 第 9号指令 

・NPO 防災千葉の市町村支援について連

絡。 

 

22:15  地震（県内最大震度４） 

3 月 13 日   

 7:30  ・内房地域津波注意報解除 

7:30  ・内房地域津波注意報解除 

10:00 ・県土整備部震災対策会議開催 ・第６回災害対策本部会議開催 

10:26  地震（県内最大震度４） 

12:00 震災対策会議 第 10 号情報  



4-10 
 

・今回の地震に伴う建設コンサルタント

業協会、測量設計業協会、地質調査業協

会の支援の必要性について報告を指示 

12:20 震災対策会議 第 11 号指令 

・第１配備体制に移行を指示 

 

12:30 震災対策会議 第 12 号指令 

・道路規制を行っている出先機関は

17:00 までに解除予定箇所について報告

を指示 

 

 16:15 震災対策会議 第 13 号指令 

・NPO 防災千葉の支援について該当事務

所の連絡 

 

17:58  ・九十九里・外房地域津波注意報解除 

18:20 ・県土整備部震災対策会議開催 ・第７回災害対策本部会議開催 

19:00 震災対策会議 第 14 号指令 

・九十九里、外房沿岸の津波注意報が解

除されたことから、パトロールできなか

った道路・河川・海岸・公園等のパトロ

ールを実施し、被害状況を 14 日 16:00

までに報告を指示 

・本部第 2配備から本部第 1 配備へ移

行 

 ・測量設計業協会・地質調査業協会・建

設コンサルタント業協会に対し、災害応

急業務に関する支援を要請 

 

21:00  ・計画停電について 

・東京電力千葉支社から説明 

22:50 ・各課へ計画停電の影響を受けると想定

される施設の洗い出しを依頼 

 

23:45 震災対策会議 第 15 号指令 

・東京電力（株）の計画停電についての

連絡及び非常電源の確認を指示 

 

3 月 14 日   

 8:40 震災対策会議 第 16 号指令 

・計画停電に伴い、トンネル及び地下横

断施設の入口に注意看板の設置を指示 

 

9:00 県土整備部震災対策会議開催 第８回災害対策本部会議開催 

10:02  地震（県内最大震度４） 
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10:30 震災対策会議 第 17 号指令 

・成田・香取・海匝に道路・河川パトロ

ールを指示 

 

13:15 震災対策会議 第 18 号情報 

・１２号地貯木場筏の流出情報 

 

17:00 ・県土整備部震災対策会議開催 ・第９回災害対策本部会議開催 

22:40 震災対策会議 第 19 号情報 

・計画停電の実施予定について情報提供 

 

3 月 15 日   

 10:15 震災対策会議 第 20 号情報 

・計画停電の実施予定について情報提供 

 

16:50 震災対策会議 第 21 号情報 

・計画停電の実施予定について情報提供 

 

17:00 ・県土整備部震災対策会議開催 ・第１０回災害対策本部会議開催 

22:31  地震（県内最大震度４） 

22:40 震災対策会議 第 22 号指令 

・安房に道路・河川パトロールを指示。

被害状況を16日10:00までに報告するよ

う指示。 

 

3 月 16 日   

 12:52  地震（県内最大震度５弱） 

13:15 震災対策会議 第 23 号指令 

・道路・河川・港湾・海岸・急傾斜・公

園のパトロールを実施し、16 日 16:00 ま

でに報告するよう指示。 

 

13:30 震災対策会議 第 24 号情報 

・計画停電の実施予定について情報提供 

 

16:15 震災対策会議 第 25 号情報 

・計画停電について情報提供 

 

17:00 ・県土整備部震災対策会議開催 ・第１１回災害対策本部会議開催 

19:30 震災対策会議 第 26 号情報 

・計画停電について情報提供 

 

 

 

3 月 17 日   

 13:15 震災対策会議 第 27 号情報  
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・計画停電について情報提供 

16:20 震災対策会議 第 28 号情報 

・計画停電について情報提供 

 

17:00 ・県土整備部震災対策会議開催 ・第１２回災害対策本部会議開催 

18:40 震災対策会議 第 29 号指令 

・連休中の配備体制について注意喚起 

 

22:00 震災対策会議 第 30 号指令 

・印旛、成田、香取、海匝、銚子、山武

の出先機関に対して、道路・河川・海岸・

港湾・ダム・急傾斜等のパトロールを実

施し、18 日 10:00 まで報告を指示。 

 

23:50 震災対策会議 第 31 号情報 

・計画停電について情報提供 

 

3 月 18 日   

 8:00 震災対策会議 第 32 号情報 

・計画停電について情報提供 

 

9:50 震災対策会議 第 33 号情報 

・計画停電について情報提供 

 

13:20 震災対策会議 第 34 号情報 

・計画停電について情報提供 

 

14:30 震災対策会議 第 35 号情報 

・計画停電について情報提供 

 

17:00 ・県土整備部震災対策会議開催 ・第１３回災害対策本部会議開催 

18:30 震災対策会議 第 36 号情報 

・低気圧の通過に伴う強い降雨が予想さ

れることから注意喚起。 

 

19:15 震災対策会議 第 37 号情報 

・計画停電について情報提供 

 

19:25 震災対策会議 第 38 号情報 

・計画停電について情報提供 

 

20:20 震災対策会議 第 39 号情報 

・ガソリン・軽油等の拠点サービスステ

ーションの選定について情報を提供 

 

21:40 震災対策会議 第 40 号情報 

・計画停電について情報提供 

 

3 月 19 日   
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 18:56  地震（県内最大震度４） 

19:30 震災対策会議 第 41 号指令 

・東葛飾、柏、印旛、成田、香取の出先

機関に対し、道路・河川・海岸・港湾・

ダム・急傾斜等のパトロールを実施し、

20 日 11:00 まで報告を指示 

 

3 月 20 日   

 10:20 ・県土整備部震災対策会議開催 ・第１４回災害対策本部会議開催 

12:20 震災対策会議 第 42 号情報 

・「優先給油車両」証票の発行について、

情報提供。 

 

14:45 震災対策会議 第 43 号情報 

・強い降雨が予想されることから注意喚

起 

 

3 月 22 日   

 13:00 震災対策会議 第 44 号指令 

・夷隅地域整備センターの管内の道路・

河川・急傾斜のパトロールを実施し、22

日 15:00 までに報告を指示 

 

16:18  地震（県内最大震度４） 

16:30 震災対策会議 第 45 号指令 

・山武、成田の各事務所に対し、道路・

河川・急傾斜等のパトロールを実施し、

22 日 19:00 までに報告を指示 

 

17:00 ・県土整備部震災対策会議開催 ・第１５回災害対策本部会議開催 

3 月 24 日   

 17:00 ・県土整備部震災対策会議開催 ・第１６回災害対策本部会議開催 

3 月 25 日   

 9:00 震災対策会議 第 46 号指令 

・第 1 配備体制を解除し、夜間連絡員で

の対応に移行するにあたり、平成 22 年度

と平成 23 年度の夜間連絡員の報告を指

示 

 

3 月 30 日   

 16:40 震災対策会議 第 47 号情報 

・震災対策会議事務局の規模を縮小 
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4 月 2 日   

 16:55  地震（県内最大震度４） 

17:10 震災対策会議 第 48 号指令 

・成田土木事務所に道路・河川・急傾斜

等のパトロールを実施し、被災状況を 2

日 20:00 までに報告を指示。 

 

20:00 震災対策会議 第 49 号指令 

・成田土木事務所に対して第 1 配備体制

解除の指示 

 

5 月 26 日   

 15:00 震災対策会議 第 50 号指令 

・県土整備部震災対策組織体制の解除 

千葉県災害対策本部廃止 
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２）現地震災対策班の初動状況 

①主な土木事務所の初動対応 

葛南土木事務所 

ⅰ）職員の対応状況及び体制 

「震災時における県土整備部の対応計画」及び「県土整備部震災実働マニュア

ル」に基づき全職員配備体制をとり、当事務所で管理する道路・河川・海岸の各

施設について、情報収集、被害状況の把握、応急対策に努めた。 

また、当事務所職員と建設業協会京葉支部でパトロールを実施した。 

 

ⅱ）パトロール実施状況 

震災当日より、当事務所で管理する道路・河川・海岸の各施設について、当事

務所の職員及び災害時の協定に基づき建設業協会京葉支部が、班体制でパトロー

ルを実施した。 

 

ⅲ）通行止め状況 

浦安市内の一般県道西浦安停車場線の一部区間及び一般県道浦安停車場線の一

部区間について、一時的に片側通行止めの措置を行った。 

 

ⅳ）応急対応状況 

道路においては、液状化により噴出した土砂の撤去、舗装及び橋梁段差のすり

つけ等の復旧作業を建設業協会京葉支部との災害時の協定に基づき行うとともに、

河川においては、降雨時の対策としてシート等による養生など２次災害を抑制す

る対応を行った。 

 

ⅴ）その他 

住民からの問い合わせや通報があり、その対応にあたるとともに必要に応じて

現場確認を行った。 
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一般県道西浦安停車場線 一般県道西浦安停車場線 

  

浦安・浦安海岸 一級河川利根川水系 境川 

  

写真 4-3  

 
香取土木事務所 

ⅰ）職員の対応状況及び体制 

「震災時における県土整備部の対応計画」及び「県土整備部震災実働マニュア

ル」に基づき全職員配備体制をとり、交通管理者等の関連機関から情報収集を行

った。 

また、当事務所職員と建設業協会香取支部でパトロールを実施した。 

 

ⅱ）パトロール実施状況 

震災当日より、道路、河川、急傾斜のパトロールと点検を建設業協会香取支部

へ依頼すると共に、事務所職員で班体制を組みパトロールを実施した。 

 

ⅲ）通行止め状況 

寺田橋、明神橋、十間川橋、神崎大橋で橋梁の前後に段差等が生じたため、通
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行止めの措置を行った。 

 

ⅳ）応急対応状況 

橋梁を含めた道路の通行止めなどの安全対策（看板・バリケードなど）を実施

すると共に、交通管理者と協議・調整し、段差解消等の補修工事を実施し安全な

交通の確保に努めた。 

 

ⅴ）その他 

通行止めの他、小野川では液状化により河道閉塞が生じたので、河道掘削によ

り河道を確保した。 

神崎大橋 小野川 

  

写真 4-4  

 

海匝土木事務所 

ⅰ）職員の対応状況及び体制 

「震災時における県土整備部の対応計画」及び「県土整備部震災実働マニュア

ル」に基づき全職員配備体制をとり、当事務所で管理する道路・河川・海岸の各

施設について、情報収集、被害状況の把握、応急対策に努めた。 

また、当事務所職員と建設業協会八日市場支部、銚子支部でパトロールを実施

した。 

 

ⅱ）パトロール実施状況 

震災当日より、当事務所で管理する道路・河川・海岸等の各施設について、当

事務所の職員及び災害時の協定に基づき建設業協会八日市場支部、銚子支部が、

班体制でパトロールを実施した。 

また、地震発生直後、津波襲来が予測される中で、警察による海岸への立ち入
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り禁止措置などもあったため、事務所判断により職員の生命を優先することとし、

津波警報が解除されるまで海岸のパトロールは控えた。海岸パトロールを開始し

たのは３月１２日午後２時であった。 

 

ⅲ）通行止め状況 

 津波による瓦礫や土砂、地震による路盤の損壊等により、飯岡九十九里自転車

道線及び飯岡一宮線の道路・橋梁において、部分的に全面通行止めの措置を行っ

た。また国道 126 号線飯岡バイパスにおいても片側通行止めの措置を行った。 

 

ⅳ）応急対応状況 

 道路において、津波により倒壊家屋の撤去や、地震の影響により破損した路盤

のすりつけ等の復旧作業を建設業協会八日市場支部、銚子支部との災害時の協定

に基づき行った。また、通行止めなどの安全対策を実施することで、安全な交通

の確保に努めた。 

 

ⅴ）その他 

 旭市役所、匝瑳市役所、地元警察、住民等からの問い合わせや通報があり、そ

の対応にあたるとともに必要に応じて現場確認を行った。 

主要地方道飯岡一宮線 国道 126 号線飯岡バイパス 

  

飯岡九十九里自転車道線 飯岡九十九里自転車道線(日の出橋) 

  

写真 4-5 
  



4-19 
 

②港湾事務所の初動対応 

ⅰ）職員の対応状況及び体制 

 今回の地震発生時は、通常勤務時間帯であったことから、直ちに各事務所（土

木事務所含む）のマニュアル等に基づき全員配備体制をとるとともに、管理施設

の被災状況等について関係機関と連携し、情報収集を開始した。 
 また、管理委託先等と連携し、各施設へのパトロール体制を確認し、実施した。 
 
ⅱ）パトロール実施状況 

 事務所、管理委託先等により、港湾施設や海岸保全施設のパトロールを実施。

しかし、津波注意報等の発令が解除になるまで、職員等の安全確保の観点から、

海上でのパトロールは実施しなかった。 
 また、津波による浸水被害等を防止するため、津波注意報・警報の発令や各水

門の操作規定等により、事務所及び管理委託先において各水門・陸閘の閉鎖を実

施したが、道路渋滞や通信遮断による情報伝達の遅延により第一波到達までに閉

鎖が間に合わなかった水門が存在した。 
 
ⅲ）応急対策状況 

 地震が沈静化し、各種警報等が解除されたことを受け、臨港道路等の液状化に

よる墳砂処理を始め、危険個所への立ち入り禁止措置など、各事務所や協定を締

結している建設業協会等と連携し応急対策を実施した。（写真 4-6） 
 
ⅳ）その他 

 航行船舶等に対して、ポートラジオを通じて、津波警報が発令されたこと等の

情報提供を実施。また、港湾利用者に対して、荷役中止等の指示を行った。 
 応急対策状況（土砂撤去）  応急対策状況（立入禁止措置） 
  

写真 4-6  

 



4-20 
 

③下水道事務所の初動対応 

ⅰ）職員の対応状況及び体制 

今回の地震発生は、通常勤務時間帯であったことから、直ちに各事務所の危機

対応マニュアルに基づき全職員配備体制をとり、流域関連公共下水道管理者や道

路管理者等の関連機関からの情報収集を開始した。 

また、下水道公社及びメンテナンス会社と協力して終末処理場及びポンプ場施

設の点検及び管渠のパトロールの体制を確認・実施した。 

 

ⅱ）パトロール実施状況 

事務所、公社及びメンテナンス会社と合同で終末処理場、ポンプ場施設の点検

を行うと共に既定の班体制でパトロールを実施した。 

 

ⅲ）通行止め状況 

流域下水道幹線のマンホール突出個所等では、通行止めの措置を実施した。 

 

ⅳ）応急対応状況 

マンホール突出個所は、道路管理者と協議・調整を行い、それぞれの機関で  

すりつけ舗装（写真 4-7）及び通行止めの看板、バリケードの設置などの応急対

応を行った。 

終末処理場の掻寄機の故障個所などは、中央監視システムや現場の確認を行い

被災個所の特定などを行った。 

 

ⅴ）その他 

 流域関連市町や近隣住民からの問い合わせや通報があり、その対応を図るとと

もに必要に応じて現場確認を行った。 

通行止め措置 桑野幹線（八千代市麦丸地先） 

  

写真 4-7  


