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（４）災害査定計画 

１）河川・海岸・道路・橋梁 

①当初の査定計画 

査定計画の作成にあたっては、被災箇所の数及び位置・規模等を勘案して査

定班数及び査定に要する日数を定め、また防災課及び財務省関東財務局主計第

１課と査定官・立会官に係る日程調整を行って、具体的な査定期間を要望する。 

これにより、平成２３年４月５日に河川・海岸・道路・橋梁における査定計画

を以下のとおり提出した。 

 

表 6-1 当初査定計画 

査定次数 査定期間 査定班数 査定箇所 備考（対象管内） 

第１次 ６/６～６/１０ 

査定班：１ 

検査班：４ 

事務班：２ 

１３９ 

千葉土木、葛南土木、

東葛飾土木、柏土木、

印旛土木 

第２次 ６/１３～６/１７ 

査定班：１ 

検査班：７ 

事務班：４ 

２２４ 

成田土木、香取土木、

銚子土木、海匝土木、

山武土木、長生土木 

 

東北地方太平洋沖地震に係る査定においては、２，０００万円以下の案件に

ついては、地方整備局査定であったが、被災箇所が多く、しかも被害箇所が広

範囲に及んでいるため、当該査定計画では、効率的な査定実施の観点から、全

て本省査定として要望した。 

 

②査定計画の修正 

４月５日時点の査定計画は、効率的な査定実施を主眼に作成したところであ

るが、５月１７日に査定に関係する出先機関及び市町村の査定担当者を集めて

開催した会議において、『当初の査定計画では、筆頭の査定官・立会官の査定箇

所が特定の地域に限定され、災害規模の大きい重要な案件の全てが含まれてい

ない。』ということから、各査定班の査定箇所が見直され、また査定箇所数の修

正もあり、以下のとおり修正した査定計画書を５月２３日に提出した。 
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表 6-2 修正査定計画 

査定次数 査定期間 査定班数 査定箇所 備考（対象管内） 

第１次 ６/６～６/１０ 

査定班：１ 

検査班：４ 

事務班：２ 

１４６ 

千葉土木、葛南土木、

東葛飾土木、柏土木、

印旛土木 

第２次 ６/１３～６/１７ 

査定班：１ 

検査班：４ 

事務班：２ 

１３１ 

印旛土木、成田土木、

香取土木、銚子土木、

海匝土木、山武土木、

長生土木 

第３次 ６/２０～６/２４ 
査定班：１ 

検査班：１ 
７０ 香取土木 

  

③査定計画の追加（その１） 

平成２３年５月２３日に提出した修正査定計画により、６月６日から第１次

査定を実施したが、災害査定に不慣れなケースもあり、道路災害の査定におい

て計画どおりには進まず、３２箇所の査定が期間中に終了しない事態となった。 

また、第２次査定で受検予定であった２箇所（二級河川木戸川）については、

防災課との協議により別査定により受検することにしたこと、潮来大橋につい

ては、茨城県と当県との管理協定に基づき、復旧工事発注等は茨城県で実施し、

費用を折半となることから、折半分に関しては千葉県として災害査定を受検す

る必要が生じたことなどから、さらに４次、５次、６次査定を追加する査定計

画書を６月１４日、６月２２日に防災課に提出した。 

 

表 6-3 追加査定計画 

 

④査定計画の追加（その２） 

平成２３年８月の第６次査定をもって、河川・海岸、道路・橋りょうに係る

災害査定は終了し、各土木事務所においては、査定が終了した箇所から順次、

速やかに発注手続きを進め、鋭意復旧工事に取り組んでいたが、平成２４年１

査定次数 査定期間 査定班数 査定箇所 備考（対象管内） 

第４次 ７/６～７/７ 査定班：１ ２ 山武土木 

第５次 ７/１３ 査定班：１ １ 香取土木 

第６次 ８/８～８/１２ 

査定班：１ 

検査班：４ 

事務班：２ 

７０ 千葉土木、葛南土木 
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月になって、一級河川境川（浦安市）において、震災発生直後には確認されな

かった新たな被害が認められた。 

 想定被害額が大きかったことから、防災課と協議したところ、東日本大震災

に係る新たな被害箇所として災害査定を受けることとなり、２４年１月１６日

から実施する第８次査定（平成２３年１０月２２日の豪雨）の中に急遽組み入

れて査定を実施することとし、査定計画を提出した。 

 

表 6-4 追加査定計画（その２） 

※１７箇所のうち、１箇所が東日本大震災分（境川：葛南土木） 

 

以下に、災害発生から第１次査定までの日程を示す。 

査定次数 査定期間 査定班数 査定箇所 備考（対象管内） 

第８次 １/１６～１/２０ 査定班：１ １７※ 葛南土木※、夷隅土木 

表 6-5 第１次災害査定までの事務スケジュール 

月 日 
曜

日 
本庁→出先（市町村） 

出先（市町村） 

→本庁 
本庁→国 

３ 

１１ 金 東北地方太平洋沖地震 発生 

１２ 土    

１３ 日 
被害報告依頼、 

県単災害関連要望照会 
 

（国→本庁） 

被害報告提出依頼 

１４ 月   被害報告表提出 第１報 

１８ 金   
災害報告書（行政文書）提

出（被害報告表 第１報） 

２０ 日 

被害報告依頼②、 

県単災害関連要望照会

② 

  

２５ 金   被害報告表提出 第３報 

２８ 月 
第１回担当者会議 

被害報告依頼③ 
  

２９ 火 応急復旧費等要望照会  

４ 

５ 火 
被害報告依頼 

連絡責任者報告依頼 
 査定計画書提出 

７ 木  
連絡責任者報告 

被害報告（最終） 
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２）港湾 

平成２３年３月１１日の東日本太平洋沖地震により被災を受けた港湾施設に

ついて、２度の災害査定を実施した。 

 

表 6-6 港湾査定計画 

 

  

１１ 月   
災害報告書（行政文書）提

出（被害報告表・第５報） 

２５ 月 
査定関係資料（目論見

書データ等）作成依頼 
  

５ 

１１ 水    

１７ 火 
第２回担当者会議 

査定関係資料修正依頼 
  

２３ 月  
査定関係修正資料

提出 
 

３０ 月   
国庫負担申請書 

（１次査定分）提出 

２ 木   
査定官、検査官、立会官、

事務官への事前説明 

６ 

３ 金   
国庫負担申請書 

（１次査定分）提出 

６ 月 

第１次災害査定 ～ ～ 
１０ 金 

査定次数 査定期間 査定班数 査定箇所 備考（対象管内） 

第１次 ６/２０～６/２４ 査定班：１ ２７ 
銚子土木・千葉港湾 

葛南港湾・木更津港湾 

第２次 １０/４～１０/５ 査定班：１ ３ 葛南港湾 
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３）公園 

「平成２３年東北地方太平洋沖地震による災害」では、特例として、机上査

定の上限額が３百万円から５千万円に引き上げられたが、公園災害の経験がな

いことや、他県での査定の状況などから、できるかぎり実地査定とした。 

 

表 6-7 公園査定計画（実地査定と机上査定の内訳） 

  
査定 

件数 

申請額 

備考 ５千万円以上 ３百万円以上 ３百万円未満 

実地 実地 机上 実地 机上 

県 ２０ ０ １９ １ ０ ０ 埋設汚水管 

市町村 ５５ ９ ３３ ０ １１ ２ 側溝、舗装等 

計 ７５ ９ ５２ １ １１ ２   

 

 公園施設の災害査定は、国土交通省の調整により５回の査定となった。 

 県及び市町村合わせて７５件の災害査定であったが、被害が特定の公園や特

定の市に集中していることや、液状化により噴出土砂が障害となり特に埋設物

の被災確認に時間を要したこと、道路や下水道など他施設の災害もあるため１

班体制で査定を受けざるを得なかったことなどによるものである。 

 

表 6-8 公園査定計画 

査定次数 査定期間 査定班数 査定箇所 備考 

第１次 ６/２０～６/２４ 査定班：１ ２３ 

千葉土木 

山武土木 

習志野市、野田市、 

栄町、酒々井町、 

旭市、銚子市 

第４次 ７/２５～７/２９ 査定班：１ ２２ 浦安市 

第５次 ８/８～８/１１ 査定班：１ ８ 
千葉土木 

香取市、旭市 

第７次 ８/２９～９/２ 査定班：１ １１ 
千葉土木 

浦安市、船橋市 

第８次 １０/１２ 査定班：１ ４ 
千葉土木 

浦安市 
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４）下水道 

３流域下水道施設に関しては、汚水に支障をきたすような被害を受けなかっ

たが、手賀沼流域下水道事務所において、利根川河川敷内の放流渠護岸が被災

したため、災害査定申請を行った。 

 また、市町村公共下水道に関しては、千葉市を含む８市町村において、１１

０箇所の災害査定申請を行い、６月２日から７月１５日にかけて査定を行った。 

 

市町村公共下水道の被害は、地盤の液状化による管渠の浮上や沈下、継ぎ手

部のずれなどが主であり、地上部から被害の目視確認は極めて困難なことから、

査定時には管内滞水が予想されたため、管内土砂等の除去作業後にＴＶカメラ

による管内被災状況を収録するとともに、管内被害の変化点毎の写真や縦断図

を作成し災害査定に至った。 

 

表 6-9 下水道査定計画 

査定次数 査定期間 査定班数 査定箇所 備考 

第１次 ６/２～７/１２ 査定班：１ １３ 千葉市 

第２次 ６/２０～６/２４ 査定班：１ ３ 印旛郡栄町 

第３次 ７/４～７/８ 査定班：５ ７８ 

千葉県・銚子市 

船橋市・習志野市 

我孫子市・浦安市 

香取市・富里市 

第４次 ７/１１～７/１５ 査定班：１ １７ 浦安市 

 

５）堆積土砂排除事業 

 堆積土砂排除事業は都市災害復旧事業のメニューの１つで、公共土木施設以

外の施設を対象に、災害により発生した土砂の流入・崩壊等により堆積した、

異常に多量の泥土、砂礫、岩石等を排除する事業である。 

 この事業の申請は市町村のみが認められており、県は申請者になり得ない制

度であったため、県は申請者の浦安市をサポートする形となった。 

 

① 地域概要 

 浦安市は人口約１６万人、面積約１７km２の市で、大規模テーマパークがある

ことで知られている。 

 また、市域の４分の３が１９６０年代後半に造成された埋立地であるため、



6-67 
 

東日本大震災においては、甚大な液状化被害を受けた都市である。 

 

②被災状況 

 液状化現象により、公共土木施設の損傷と住宅の傾斜等が多数発生するとと

もに、市内の多くの箇所で噴砂が発生し、この土砂の排除に多大な費用が発生

することが想定された。 

 そのため、都市災害復旧事業メニューの１つである、堆積土砂排除事業を活

用することとした。 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③堆積土砂排除事業を活用する上での問題点 

 堆積土砂排除事業を活用する上で、問題点を整理する必要が生じた。以下に

代表的なもの述べる。 

 

ⅰ）前提条件について 

 堆積土砂排除事業は、災害により発生した土砂等の「流入」が前提条件であ

る。そのため、東日本大震災前までに堆積土砂排除事業を活用した全国事例は、

津波、河川氾濫、土石流などにより、土砂等が流入した事例のみであり、液状

化による噴砂を対象として採択を受けた事例は存在しなかった。 

 そのため申請にあたっては、噴砂が「流入」したと言えるのかについて整理

する必要が生じた。 

 日本語としての意味やニュアンスではなく、本制度主旨を考えると、「液状化

による噴砂とは、地下水と一緒になった土砂が地表面に「流入」する現象であ

写真 6-1 市内の噴砂の堆積状況 
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る」とみなせるのではないかという整理で災害査定に臨んだ。 

 

ⅱ）対象数量の把握について 

 噴砂は市内の一般宅地のみならず道路等にも多量に発生したため、早期に排

除する必要が生じた。 

そのため市は地震の当日から道路や宅地等の土砂撤去を始め、市内２か所に

土砂を収集した。（写真 6-2） 

 その後、災害申請を決めたが、当然ながらその時の状況写真はほとんど残っ

ておらず、発生場所と発生量は全く不明であった。 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

写真 6-2 噴砂の収集状況 
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 そこで市内の液状化した箇所を調査し、その箇所における町丁目毎の宅地の

面積比率を都市計画基礎調査に基づき算出し、収集された総量に各宅地率を乗

じることで、各宅地から発生した土量とした。（表 6-10） 

 即ち、液状化した全ての宅地は均一の厚さで土砂が堆積したと仮定したこと

と等価である。 

 また、道路や公園等の施設管理者は、平均的な箇所の堆積厚さを計測して、

それに各施設の面積を乗じて公共土木施設災害復旧事業を申請する手法を取っ

ているため、二重採択防止について注意を払う必要があった。 

 

表 6-10 宅地から発生した土量の算定方法 

 

  
町丁目 土地利用面積（A） 地区面積比率（B) 地区別土砂量(C) 宅地等面積（D) 宅地率(E) 地区別宅地土砂量(F） 距離区分 運搬距離

  A 合計÷A C 合計×B D÷A C×E （ｍ）
東野３丁目 206,091.35 6.6% 976.82 101,939.63 49.46% 483.17 ③ 2,924 
鉄鋼通り１丁目 289,894.14 9.3% 1,374.02 202,303.44 69.79% 958.87 ④ 2,231 
鉄鋼通り２丁目 282,290.13 9.1% 1,337.98 190,801.74 67.59% 904.35 ④ 1,826 
鉄鋼通り３丁目 227,843.79 7.3% 1,079.92 141,654.57 62.17% 671.41 ⑤ 1,500 
弁天１丁目 162,981.76 5.3% 772.49 82,261.30 50.47% 389.90 ③ 2,743 
弁天２丁目 136,063.65 4.4% 644.91 91,178.02 67.01% 432.16 ③ 2,513 
弁天３丁目 150,337.41 4.8% 712.56 83,197.88 55.34% 394.34 ④ 2,154 
弁天４丁目 174,957.09 5.6% 829.25 56,489.29 32.29% 267.74 ④ 2,425 
舞浜２丁目 253,124.49 8.2% 1,199.74 118,943.59 46.99% 563.76 ③ 2,755 
舞浜３丁目 288,042.84 9.3% 1,365.25 146,377.57 50.82% 693.79 ④ 2,094 
千鳥 929,810.47 30.0% 4,407.06 692,444.39 74.47% 3,282.01 ⑥ 638

 
合計（千鳥工区） 3,101,437.10 100.00% 14,700.00 1,907,591.40 61.51% 9,041.48

 
 

 
 
 
  

                   ↑収集された総量             ↑公共施設用地以外から
              発生したと想定される量

※土地利用面積（ A）は、平成19 年に実施した都市計画基礎調査で作成した、町丁目別土地利用面積を使用した。 
宅地等面積（ D)は、（ A)のうち住宅用地、商業用地、工業用地、運輸施設用地、その他空地用地等を加算したもの。

 


