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（３）地元建設関係団体の協力 

１）一般社団法人千葉県建設業協会の対応 

 一般社団法人千葉県建設業協会は、災害協定による千葉土木事務所、印旛土木

事務所、成田土木事務所、香取土木事務所、海匝土木事務所など１８の出先機関

からの要請により、地震直後から県管理の道路、河川などの公共土木施設の被害

状況の調査、道路の通行規制のための看板設置などの安全措置や道路の段差補修

などの応急工事を行い、二次災害の防止や迅速な災害復旧に大きく貢献した。協

会の活動規模は非常に大きく、１４の支部全て、３４５の会社、のべ約５千人が

対応した。 

 

表 4-1 各支部での活動人数 

支部名 支部会社数 
東日本大震災の活動状況 細目協定を締結 

している事務所 会社数 延べ人数 
千葉支部 ６９ １８ ８５ 千葉土木、千葉港湾 

京葉支部 ５０ ３０ ３８４ 
葛南土木、葛南港湾、真間

川 
市原支部 ２８ ２３ ５２ 市原土木、千葉港湾 

東葛支部 ９９ １８ ７２５ 
東葛土木、柏土木、真間川、

流山区画、柏区画 
北総支部 ４０ ３０ ２，１５０ 印旛土木、成田土木 
香取支部 ２５ ２５ ２５０ 香取土木、成田土木 
銚子支部 ２３ １２ ４１１ 銚子土木、海匝土木 

八日市場支部 ２０ １８ １５９ 海匝土木、山武土木 
山武支部 ４１ ４０ １５７ 山武土木 
長生支部 ３５ ２３ ５７ 長生土木 
夷隅支部 ２２ １８ ３８ 夷隅土木 
鴨川支部 ２２ ２２ ４４ 安房土木 
館山支部 ４４ ４４ ８８ 安房土木 
君津支部 ３５ ２４ １４４ 君津土木、木更津区画 

合計 ５５３ ３４５ ４，７４４  
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①建設業協会 京葉支部（葛南土木事務所・葛南港湾事務所等） 

【概要】 

被害が甚大だった葛南土木管内では、建設業協会京葉支部の各社が大震災

の直後から災害時の協力体制に基づき支部内のパトロールの実施、被害情報

の報告、通行確保のための応急措置等に努めた。 

特に東京湾沿岸地域においては、液状化による土砂の噴出や施設被害が多

く発生したため、地元の事情に精通している支部の各社が協力し、通行確保

のための作業を行った。 

【活動状況】（京葉支部） 

 ○人的対応 

 日別 

  ３月１１日 ２４社  ４４人 

  ３月１２日 １０社  ７０人 

  ３月１３日  ２社   ８人 

  ３月１４日  ６社  ５２人 

  ３月１５日  ２社  ２０人 

  ※以降も実施 

  全体 

  ３０社    延べ約３８４人 

 

○対応内容 

主な対応内容 

・ 道路・河川・海岸等の公共施設の点検パトロール 

・ （一）西浦安停車場線等の液状化噴出土砂撤去、及び段差、陥没箇所の

応急復旧 

・ 堤防亀裂部におけるブルーシート等による保護 

・ 中央地区臨港道路等の液状化噴出土砂撤去、舗装版撤去 

 

 復旧箇所  

（葛南土木事務所） 

・ 西浦安停車場線、（一）船橋埠頭線 

・ 境川、（二）猫実川、浦安・浦安海岸 

（葛南港湾事務所） 

・ 船橋市潮見町・栄町・日の出・高瀬町 
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写真 4-8 （一）船橋埠頭線 土砂撤去状況 

 

 

写真 4-9 千葉港葛南中央地区内 土砂撤去状況 
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②建設業協会 東葛支部（柏土木事務所） 

【概要】 

 地震発生直後から電話が不通になり、建設業協会に直ちにパトロールの要

請はなかったが、土木事務所職員のパトロール途中に、口頭で指示を受けた

り、協会自らパトロールを行ったり、結果を報告するために直接土木事務所

に赴くなど、協会は迅速な対応により初期段階の被害の把握に尽力した。 

 管内の道路では（主）千葉竜ヶ崎線及び（国）３５６号（我孫子市布佐地

先）の液状化による被害が甚大であり早期に通行止めをする必要があった。

完全に通行止めとなったのは３月１１日１９時からであるが、事務所からの

指示により東葛支部による交通誘導及び現場の応急対応を進めた。（国）３５

６号について３月２５日に完全通行解放するまでの間に延べ約５００人によ

り交通誘導や噴砂の清掃、舗装の復旧などの復旧作業を行った。また、（主）

千葉竜ヶ崎線については各占用機関等との調整を図りながら東葛支部による

復旧作業を進め、完全開放が４月１８日となった。 

 

【活動状況】（東葛支部） 

○人的対応 

 日別  

  ３月１１日 ５社 ７３人 

  ３月１２日 ６社 ５９人 

  ３月１３日 ４社 ４２人 

  ※以降も実施 

 全体 

   ９社 延べ約５００人  

 

○対応内容 

主な対応内容 

  ・我孫子市布佐の液状化箇所の復旧対応 

  ・定期的な道路パトロール 

  ・被災箇所の軽微な復旧対応 

 

 復旧箇所 

 ・道路における緊急対応箇所２箇所 

  （主）千葉竜ヶ崎線、（国）３５６号我孫子市布佐 

  （一）白井流山線 柏市逆井 
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写真 4-10 （一）白井流山線 舗装補修状況 
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 ③建設業協会 北総支部（印旛土木事務所） 

【概要】 

 印旛土木事務所と千葉県建設業協会北総支部とは、「地震・風水害・その他

の災害応急対策に関する業務細目協定」に基づき、あらかじめ道路、河川等

についてパトロール等を担当する建設会社及び箇所が具体的に決められてい

ることから、震災時に迅速に対応することができた。  

平成２３年３月１１日の地震発生により、(国)３５６号（印旛郡栄町西地

先外）では、道路盛土法面崩壊による路面亀裂など被害が発生した。北総支

部では、印旛土木事務所からの要請により、ただちに３月１２日に法面崩壊

部をブルーシートで保護した。３月１６日夜には法面崩落亀裂の拡大が確認

されたことから、車道片側規制及び歩道部通行止めの対策を講じた。 

さらに３月１９日夜には、平岡交差点（印西市平岡）から若草大橋（栄町

北）まで、車道の全面通行止めの処置及び迂回路確保とともに安全施設、看

板設置、ガードマン配置等の対策を講じ、交通の安全を確保した。 

また、これ以外の道路、河川、橋梁の被災個所においても、支部各社のパ

トロール及び応急処置等の迅速で積極的な活動により、被害が拡大すること

なく最小限に止めることができた。 

 

 【活動状況】（北総支部） 

○人的対応 

 日別 

  ３月１１日 １５社 ４８人 

  ３月１２日 １５社 ６１人 

  ３月１３日 １５社 ５７人 

   ※以降も実施 

 全体 

１５社 延べ約６５０人                         

 

○対応内容                                      

主な対応内容 

・ (国)３５６号及び(主)鎌ヶ谷本埜線の全面通行止め、迂回路確保の処置

と安全対策 

・ 車道部及び歩道部の沈下、隆起、亀裂等の復旧 

・ 河川堤防亀裂等における土のう、ブルーシート等による保護 

 復旧箇所 

・ 道路における緊急対応箇所９箇所 
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(国)３５６号、(国)４６４号、(主)鎌ヶ谷本埜線、(主)佐倉印西線 等 

・ 河川における緊急対応箇所２０箇所 

（一）北印旛沼、(一)西印旛沼、(一)鹿島川、(一)高崎川 等 

 
写真 4-11 （国）３５６号 舗装補修状況 

 

 

 
写真 4-12 （国）３５６号 堤防ブルーシート養生 
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④建設業協会 北総支部・香取支部（成田土木事務所） 

【概要】 

 成田市花崎町において震度６弱を記録した。直ちに北総・香取支部の各社

は３月１１日から１２日にかけて担当する道路・河川・急傾斜地のパトロー

ルを実施し、国県道７箇所、河川１２箇所、がけ地３箇所の亀裂・沈下・崩

壊等を確認した。 

特に緊急輸送路の国道４６４号は盛土部が１００m に渡り沈下して亀裂と

１．０ｍ近い段差が発生し、全面通行止め・迂回路設置を行ない、年度末と

プラント被災による復旧資材調達がままならない状況だったが、８日後の３

月１９日には全面開通することができた。 

その後も、計画停電に伴う安全看板設置、余震ごとの休日昼夜を厭わない

パトロール等を余儀なくされた。さらに出水期を迎えて、強震による地盤や

がけ地の緩みはさらなる被害が予想され、３．１１震災発生後、延べ１５０

０人以上の支部各社の積極的なパトロールと応急復旧が功を奏し、大きな二

次災害を起こすことなく乗り越えることができた。 

 

 【活動状況】 

○人的対応 

 日別 

  ３月１１日 １１社  ３９人 

  ３月１２日 １５社  ８２人 

  ３月１３日〜３０日 １８社 １３５人 

  ※以降も実施 

  全体 

  ［北総支部］１５社 延べ約１５００人 

［香取支部］３社  延べ約５０人 

    

○対応内容 

主な対応内容 

・道路、河川、がけ地の公共施設の点検パトロール。 

  ・（国）４６４号甚兵衛大橋取り付け道路の復旧。 

  ・車道部及び歩道部の沈下、隆起、亀裂等の復旧。 

  ・通行止め箇所のバリケード等の安全施設の設置管理。 

  ・堤防亀裂部における土のう、ブルーシート等による保護。 

  復旧箇所 

  ・国県道における緊急対応箇所７箇所 
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   （国）４６４号 成田市北須賀、大袋 等 

  ・河川における緊急対応箇所１２箇所 

   （一）根木名川、（一）栗山川 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   写真 4-13 （国）４６４号路床崩壊による段差状況 

 

⑤建設業協会 香取支部（香取土木事務所） 

【概要】 

 香取土木事務所と協会支部との間には、あらかじめ道路、河川、急傾斜地

をパトロールする担当路線や箇所が決められており、迅速に対応することが

できた。 

 小野川では、最下流部（香取市佐原地先）において周辺地盤の液状化によ

り河道閉塞が生じたが、３月１７日に水上施工も可能な泥上掘削機によって、

同日中に河道を確保した。 

 国道３５６号においては、利根川沿い（香取市篠原外）において段差・亀

裂が生じたが３月１２日に砕石、砂を充填することによって緊急対策を施し、

３月２９日には仮舗装をすることにより応急復旧した。 

 

【活動状況】（香取支部） 

○人的対応 

 日別 

  ３月１１日 １０社 ２０人 

  ３月１２日 １２社 ６３人 
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  ３月１３日  ４社 ３４人 

※余震が続いたため、その後も継続的に実施。 

  全体 

  ２５社 延べ約２５０人  

 

○対応内容 

主な対応内容 

  ・（国）３５６号の各橋梁の橋台背面の沈下による段差の解消 

  ・車道部及び歩道部の沈下、隆起、亀裂等の復旧 

  ・通行止め箇所のバリケード等の安全施設の設置 

  ・（一）小野川、（一）上八間川の河道掘削 

  ・堤防亀裂部における土のう、ブルーシート等による保護 

  復旧箇所 

  ・道路における緊急対応箇所約２０箇所 

   （国）３５６号 香取市篠原、香取市飯島 外 

  ・河川における緊急対応箇所４箇所 

   （一）小野川、（一）上八間川  

 

 
写真 4-14 （一）小野川 河道掘削 
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⑥建設業協会 八日市場支部・銚子支部（海匝土木事務所） 

【概要】 

 被害が甚大だった海匝土木管内では、建設業協会八日市場支部及び銚子支

部の各社が大震災の直後から災害時の協力体制に基づき支部内のパトロール

の実施、被害情報の報告、通行確保のための応急措置等に努めた。 

 特に津波被害が大きかった旭市飯岡地区においては、緊急輸送道路である

（主）飯岡一宮線も、津波の引き潮で３～４ｋｍにわたり倒壊家屋等のがれ

きが散乱し、道路が通行止めとなった。 

 現地に入れるようになった３月１３日から１６日にかけて、銚子支部（延

べ約１００人）が復旧に当たり、その後、３月１７日から八日市場支部が合

流し、がれきの作業に当たり、３月２０日までに作業関係者の通行が確保さ

れるに至った。 

 地元の事情に精通している協会会員の作業（延べ約５００人）により、が

れきの撤去作業も３月２３日にはほぼ終了した。 

 

【活動状況】（八日市場支部、銚子支部） 

○人的対応 

 日別 

  ３月１１日 １１社 １５人 

  ３月１２日 １４社 １６人 

  ３月１３日 １２社 ２６人 

  ※以降も実施 

  全体 

  ［八日市場支部］１８社 延べ約１５９人 

［銚子支部］４社 延べ約３９２人 

 

○対応内容 

主な対応内容 

  ・（主）飯岡一宮線の津波による倒壊物の撤去 

  復旧箇所 

  ・（主）飯岡一宮線、旭市下永井～中谷里 
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写真 4-15 （主）飯岡一宮線 土砂撤去 

 

 

写真 4-16 （主）飯岡一宮線 がれき撤去 
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⑦建設業協会 夷隅支部（夷隅土木事務所） 

【概要】 

 建設業協会夷隅支部は、緊急（災害）時における各社担当エリアのもと、

夷隅土木事務所からの依頼及び必要に応じての対応を行った。 

地震当日の３月１１日の１５：００から管内の緊急輸送道路 1 次路線等の

パトロールを実施した。 

３月１２日には、７：００から若潮桟(いすみ市岬町三軒屋)付近の津波被

災箇所にバリケードを設置するとともに、８：３０から和泉浦海岸の津波被

災箇所にバリケードを設置した。さらに、１５：００から道路パトロールを

行い、県道九十九里一宮大原自転車道路に防砂板等の崩落物が散乱したため、

バリケードや交通止看板を設置した。３月１４日１５：００には、交通止看

板を撤去し交通開放が出来た。 

また、３月１４日８：００から管内のトンネル前後に「トンネル照明消灯・

注意」の貼り紙の設置をした。 

 

【活動状況】（夷隅支部）  

○人的対応 

 日別 

  ３月１１日 ４社 ６人 

  ３月１２日 ３社 ８人  

３月１４日 １１社 ２４人 

   

  全体 

   １８社 延べ約３８人  

 

○対応内容 

主な対応内容 

  ・（国）１２８号，（国）２９７号，（国）４６５号等の道路パトロール 

  ・若潮桟付近の津波被災箇所のバリケード設置 

  ・県道九十九里一宮大原自転車道路等の看板、バリケード設置 

  ・和泉浦海岸の津波被災箇所のバリケード設置 

  ・管内トンネル前後に「トンネル照明消灯・注意」の貼り紙の設置  

 

 復旧箇所  

 ・若潮桟(いすみ市岬町三軒屋) 
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 ・県道九十九里一宮大原自転車道路(いすみ市岬町和泉) 

 ・和泉浦海岸(いすみ市岬町和泉) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4-17 和泉浦海岸 バリケード設置 

 

⑧建設業協会 千葉支部（千葉港湾事務所） 

【概要】 

 ３月１７日に海上保安部より千葉県に対して、震災により沈下した市原防

波堤について、船舶航行の安全を確保するよう依頼があり、同日中に千葉県

から建設業協会千葉支部に対し、資材置場にあった浮標灯を設置するよう要

請があった。３月２１日には浮標灯の設置作業を開始し、設置することが出

来た。 

 

【活動状況】（千葉支部） 

○人的対応 

 日別 

  ３月２１日 １社 ８人 

    

○対応内容 

主な対応内容 

   ・市原防波堤に浮標灯の設置 

 

 復旧箇所 

 ・千葉港八幡地区 市原市八幡海岸通 市原防波堤  
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写真 4-18 堤防の沈下（被災状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4-19 浮標灯設置 
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２）一般社団法人千葉県電業協会の対応 

 千葉県電業協会では災害協定に基づき、震災発生後速やかに公共土木施設の自

主点検を実施し安全確認を行った。また、柏土木事務所などの要請により、電力

不足による節電対策として道路照明灯の消灯作業を実施した。さらに、東葛飾土

木事務所からの要請により、（一）松戸三郷線（上葛飾橋）において、地震により

破損した照明灯灯具の撤去を実施した。これにより、県の節電対策や二次災害の

防止に大きく貢献した。 

【活動状況】 

○人的活動 

 ・照明灯の撤去  ２社 延べ ６人（東葛飾土木） 

 ・照明灯の消灯 ２６社 延べ５２人 

・自主点検活動 ４０社 約８０人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4-20 照明灯灯具撤去 
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３）一般社団法人千葉県造園緑化協会 

 災害協定による千葉土木事務所からの要請により、液状化による被害が発生し

た幕張海浜公園において、被災状況を確認し、危険箇所の閉鎖及び園路・広場の

応急復旧、液状化による土砂撤去を行った。また、山武土木事務所からの要請に

より、津波による被害が発生した蓮沼海浜公園において、堆積土砂の撤去を行っ

た。これにより、二次災害の防止や迅速な復旧対策に大きく貢献した。 

 ○千葉土木事務所（千葉県造園緑化協会） 

 

【概要】 

 地震の液状化現象により、幕張海浜公園内の園路広場等に多数の亀裂・隆

起・陥没が発生したため、噴き上げた土砂の撤去、破損した園路広場の仮復

旧、危険個所のバリケード設置等を実施した。 

 

 【活動状況】 

○人的対応 

 日別 

  ３月１１日 １社 ４人 

  ３月１２日 １社 ２８人 

  ３月１６日 ２社 １３人 

  ３月１７日 ２社 １３人 

  ※以降も実施 

  全体 

  ２社 延べ約２１９人 

 

○対応内容 

主な対応内容  

 ・噴砂の撤去 

 ・インターロッキングブロック等の園路広場の仮復旧 

 ・危険個所のバリケード設置 

 

 復旧箇所 

  ・都市公園 幕張海浜公園 ＡＢブロック 

 ・都市公園 幕張海浜公園 ＥＦＧブロック 
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写真 4-21 幕張海浜公園 クラック応急補修 

 

 

写真 4-22 幕張海浜公園 土砂撤去 
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４）社団法人千葉県測量設計業協会 

 地震により被災した河川や道路などの公共土木施設の災害復旧事業を実施する

ため、また、被害状況を確認するため、災害協定による印旛土木事務所、香取土

木事務所、海匝土木事務所、葛南港湾事務所など１３の出先機関からの要請によ

り、測量設計業務や被害状況の調査を行い、迅速な災害復旧の対策や二次災害の

防止に大きく貢献した。災害査定箇所を単位とし、１７５箇所の業務を行った。 

 

写真 4-23 神崎大橋 変位測定（１） 

 

写真 4-24 神崎大橋 変位測定（２） 
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５）一般社団法人千葉県地質調査業協会 

 地震により被災した道路や河川などの公共土木施設の災害復旧事業を実施する

ため、災害協定による千葉土木事務所、印旛土木事務所、成田土木事務所、香取

土木事務所など１１の出先機関からの要請により、ボーリングや土質試験などの

調査を行い、迅速な災害復旧の対策に大きく貢献した。災害査定箇所を単位とし、

７２箇所の業務を行った。 

 

６）関東地質調査業協会千葉県支部 

 地震により被災した港湾施設の災害復旧事業を実施するため、災害協定による

千葉港湾事務所からの要請により、海上ボーリングや土質試験などの調査を行い、

迅速な災害復旧の対策に大きく貢献した。災害査定箇所を単位とし、４箇所の業

務を行った。※千葉県建設地質調査業協会で対応が困難であった箇所を実施した。 

 

７）一般社団法人千葉県コンサルタント業協会 

 地震により被災した河川や道路などの公共土木施設の災害復旧事業を実施する

ため、また、県管理の橋梁が交通に影響を及ぼす大きな損傷を受けたかどうかを

確認するため、災害協定による道路環境課や千葉土木事務所、成田土木事務所、

香取土木事務所など１１の出先機関等からの要請により、設計業務や橋梁の緊急

点検を行い、迅速な災害復旧の対策や二次災害の防止に大きく貢献した。 

 また、３月１１日の東日本大震災発生の当日の夜、会長が県庁に赴き、県土整

備部長に協会全社にて、災害復旧に対する支援を全面的に行う旨を伝え、併せて、

協会は、可能な限り千葉県内の被災状況を記録（写真撮影）するよう全社に指示

した。 

 

【災害復旧支援の流れ】 

●３月１２日、緊急連絡網にて、協会全社に、千葉県との災害協定に基づき、

全面支援体制を整えるよう指示。 

 

●３月１３日、県土整備政策課より、災害応急業務に関する支援要請を受ける。 

 

●３月１４日、道路環境課より、災害応急業務に関する支援要請があり、災害

緊急橋梁点検を行い、３月２２日までに完了させた。 
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●４月８日、千葉県道路公社より、同様の支援要請があり、緊急橋梁点検を行

い、４月１５日までに完了させた。 

 

この結果、協会では、千葉県発注の河川、道路、港湾並びに橋梁緊急点検等

の災害復旧関係の委託業務を全３３社中２２社が携わり、協会全体で支援に取

り組んだ。 

 

８）一般社団法人建設コンサルタンツ協会関東支部 

 地震により被災した道路、河川、港湾などの公共土木施設の災害復旧事業を実

施するため、災害協定による千葉土木事務所、印旛土木事務所、香取土木事務所、

千葉港湾事務所など７の出先機関からの要請により、復旧方法の検討や設計を行

い、迅速な災害復旧の対策に大きく貢献した。災害査定箇所を単位とし、４８箇

所の業務を行った。 

※千葉県建設コンサルタント業協会で対応が困難であった箇所を実施。 

 

９）その他団体の活動 

表 4-2 その他団体の活動状況 

団体等の名称 活動内容 

特定非営利活動法人防

災千葉  

県や市町村管理の道路、河川などの被害状況の調査、応急工事や災害復

旧の工法相談及び土砂災害危険箇所の緊急点検などを行った。  

千葉県建築家協会  被災建築物の被災状況及び復旧に係わる県民からの相談に多数応じた。  

※応急危険度判定等のために現地へ建築士を派遣した。  

（社）千葉県建築士会  被災建築物の被災状況、被災度区分判定及び復旧に係わる県民からの相

談に多数応じた。  

※応急危険度判定等のために現地へ建築士を派遣した。  

（社）千葉県建築士事

務所協会  

被災建築物の被災状況、被災度区分判定及び復旧に係わる県民からの相

談に多数応じた。 

浦安市内の市民からの地震災害（液状化含む）に係る相談に応じた。 ※

応急危険度判定等のために現地へ建築士を派遣した。  

（一社）日本建築構造

技術者協会 関東甲信

越支部 サテライト 

ＪＳＣＡ・千葉  

被災建築物の被災状況、被災度区分判定及び復旧に係わる県民からの相

談に多数応じた。 

千葉県建築士事務所協会と共に千葉県液状化相談会に協力した。  
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（社）全日本不動産協

会千葉県本部  

県の要請を受け、応急仮設住宅として民間賃貸住宅の協力を依頼し、取

りまとめを行った。  

（社）千葉県宅地建物

取引業協会  

県の要請を受け、応急仮設住宅として民間賃貸住宅の協力を依頼し、取

りまとめを行った。  

（社）プレハブ建築協

会  

協定に基づき住宅建設業者の斡旋をした。 

※斡旋を受けたことにより速やかに応急仮設住宅を建設できた。  

千葉県道路公社  職員を派遣し、査定設計書作成補助、また災害査定当日は現場及び査定

設計書修正補助などを行った。  

（一社）日本橋梁建設

協会  

県管理橋梁の内１１３橋について、緊急点検を行った。  

※災害協定によらない活動も含む。 

  


