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For Immediate Release 

    

復興のための復興のための復興のための復興のための第第第第１１１１次次次次提案提案提案提案    

「最短時間・最少費用」での復興 

～被害を最小限に食い止める地域を作るために～ 

 

 

平成２３年４月１８日 

東洋大学 PPP 研究センター 

 

東日本大震災で被災された皆様にお見舞い申し上げるとともに、地域社会が一日も

早く平静な活動に戻れるよう心よりお祈りいたします。  

東洋大学 PPP 研究センターは、「行政、民間、NPO、市民それぞれが役割を分担し協

働することを通じて、より少ない財政負担で、より質の高い公共投資や公共サービス

を実現するための方法」である PPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ）

の専門研究機関として、地震発生後速やかに震災対応チームを立ち上げ活動して参り

ました。 

すでに、以下の活動を実施し、ホームページで公開しています。 

http://www.pppschool.jp 

（１） 震災関係リンク集（医療・介護・福祉・教育・住宅・生活再建・事業再建な

ど段階に合わせた情報、外国人向け原語サイトの紹介などが特徴。）（別紙１） 

（２） 1000 日記録（被害・政策・復興などの状況を毎日記録。阪神淡路大震災との

比較で対応のチェックリストを兼ねる。）（別紙２） 

（３） 「震度６以下+津波被害なし」の地域における重大事象リスト（甚大被害に埋

もれがちな事象、特に首都圏の被害を記録することで問題の広さと深さを明ら

かにする。）（別紙３） 
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同時に、PPP の観点から事態を分析し、復興への貢献を考えてきました。今回その

成果の一部を、以下の通り第１次提案として公表するものであります。 

 

提案１．地域別の復旧復興投資額の計算、それに必要なソフトの開発 

提案２ 復興院（仮称）の設置と官民人材の登用 

提案３ PFI 法の改正による迅速・効率的な復興推進 

提案４ 公共施設等運営権を活用した他自治体・民間企業による復興事業の実施 

提案５ 地域の防災型多機能中核コミュニティ施設の建設、スケルトン・インフィ

ル工法の導入及び一般的行政財産制度・包括的社会資本整備交付金制度の創設 

提案６ 国民の志を取り入れる資金調達方法の導入 

 

基本的な原則とした点は 2 点あります。   

第 1 は、「最短時間・最少費用での復興」です。一刻も早く被災地および日本経済

の働きを元に戻すとともに、厳しい財政状況を踏まえて、できるだけ少ない費用で復

興を成し遂げる方法を考えました。 

第２は、「被害を最小限に食い止める地域を作る」ことです。被災地はもとより、

全国どこでも同様の災害が発生しないという保証はありません。不幸にして災害が発

生しても、その被害をできるだけ小さくし、できるだけ速やかに復旧するための知恵

を、社会の仕組みとして導入していく方法を考えました。 

これらの提案のさらなる具体化、また、今後行う研究活動の成果はその都度速やか

に公表して参ります。 

是非、各所において検討、導入を進めていただきたくお願い申し上げます。 

 

本件問い合わせ先 

東洋大学 PPP 研究センター 根本祐二 難波 悠 

ml-ppp@toyo.jp 

Tel.03-3231-1021 

根本携帯 090-6125-8216 
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提案１．地域別の復旧復興投資額の計算、それに必要なソフトの開発 

  

今回の震災では、被害を及ぼした範囲の広大さ、程度の甚大さから復旧復興に要する金額を把

握すること自体が困難になっている（政府は被害額を 16~25 兆円と推計している）。 

しかしながら、現実問題として財源が無尽蔵でない以上、規模を把握しないまま復興計画を進

めても、財源不足から本当に必要な部分の復興が後回しもしくは断念されかねない。そうした事

態を避けるために、まず、復旧復興に要する金額を把握することが必要となる。 

すでに、本センターでは、市区町村が保有する社会資本（建築物、道路、橋りょう、水道、下

水道）の規模・取得年物理量データをもとに、簡単に、将来の年次別更新投資額を計算できるソ

フトを開発し公表している（2010/10）。さらに、本センターも参加した財団法人の地方自治総合

センターの財政分析等研究会では、さらに精緻化したソフトを開発し、地方公共団体に提供済み

である(2011/4)。 

これらのソフトに地盤部分が崩落・液状化した場合の復旧単価および撤去単価を加えることで、

被災した社会資本の物理量の入力により復旧復興するための投資額を算出することができるよう

にする。同様の計算は民間住宅、ビルにも適用可能である。さらに、被災地以外の自治体でも、

被災したと仮定した場合の復旧復興投資額を速やかに算出することで、事前復興計画を策定する

ことができる。 

以上のために、速やかにソフトを改定し公表するものとする。これらは、物理的な復旧・復興

額だけを取り出した概算であるが、地域の実情に応じて条件を細かく設定しなおすことによって、

精度を高めることが可能になる。 

 

  

（注）平時であれば“将来”必要になる更新投資が、被災により“現在”必要になることになる。

また、平時であれば想定不要の地盤復旧費用が加算される（上記イメージには地盤復旧部分は加

えていない）。 

図図図図        社会資本更新投資社会資本更新投資社会資本更新投資社会資本更新投資金額将来推計（被災金額将来推計（被災金額将来推計（被災金額将来推計（被災

なしなしなしなし、ある自治体の例、ある自治体の例、ある自治体の例、ある自治体の例））））    

図図図図    社会資本復興・更新投資金額社会資本復興・更新投資金額社会資本復興・更新投資金額社会資本復興・更新投資金額将来推計将来推計将来推計将来推計（被（被（被（被

災あり災あり災あり災あり、イメージとして修正したもの、イメージとして修正したもの、イメージとして修正したもの、イメージとして修正したもの））））    
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    提案２ 復興院（仮称）の設置と官民人材の登用    

 

今後策定される国および各地方公共団体の復興計画を「最短時間・最少費用」で実現するため、

各省間、国と地方間、自治体相互間の総合調整・技術的助言を行う機関として復興院（仮称）

を設立する。 

復興院には、復興タスクフォー

スを設置し、被災地が復興事業を実

施するための実務を担う。行政と民

間の人材を任期付正規職員として

新規に 1,000 名採用する。スタッフ

は、土木、建築、都市計画、交通、

金融、経営、地域活性化、福祉、子

育て、教育、文化等分野の現役及び

OB を集める。公務員は「研修派遣」

等の方法を用いることで、追加の財

政負担は発生しない（派遣元の自治

体の人件費）。その際、被災地との

対話・討議を促進するコーディネー

ターやファシリテーターを、被災地

の人材を積極的に採用することに

よって、地域のニーズ・現場の状況

に適合した最適な復興事業の実現

につなげる。 

また、計画の枠組みや制度づくり、人事制度、予算執行方法として、以下の導入を提案する。 

○複数の自治体（県・市町村）をまとめて、スケール・メリットが発揮できる一定のエリアを設

定し、その中で最適な復興事業をデザインする方法やエリア内の複数復興事業を一括して実施す

る方法 

○公共事業の仕様以上の性能を実現するため民間の技術やノウハウを活用する積極的に活用する

民間提案制度、提案（予定）者と行政との間の競争的対話 

○復興事業の実施主体として民間事業者自体を追加 

本センターでは、速やかに、今後の国家的な危機管理体制の強化のため、米国等の海外事例を

研究し、危機発生時の指揮命令系統を一元化し日常的に危機管理を行う機関のあり方を発表する

予定である。 

    

図図図図    復興院の組織・役割復興院の組織・役割復興院の組織・役割復興院の組織・役割    
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提案３ PFI 法の改正による迅速・効率的な復興推進 

  

２０１１年４月１日に国会へ提出された PFI 法改正案の速やかな成立を求める。 

甚大な被害を被った地方自治体では、行政機能の低下や議会・市民の混乱等により、通常の PFI

の手続きをとることが難しいため、復興特例による手続きの大幅な簡素化を行う。（簡素化は復興

だけでなく、全国の案件にも適用可能である） 

（特例の内容） 

・客観的評価（可能性調査・外部委員会審査）の簡素化 

・実施方針・契約締結の議会承認の簡素化 

・複数事業の一括化 

 

 

さらに、本格的な復旧復興に対応して、公共施設等運営権（第１０条の３）について、利用料

金等を得ることできる事業のみならず、その他の道路・橋梁等の土木インフラ・公共施設等の整

備（サービス購入型事業）に公共施設等運営権方式を用いることができるようにする再改正が必

要である。 

図図図図        簡素化簡素化簡素化簡素化 PFIPFIPFIPFI のイメージのイメージのイメージのイメージ    
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国 

被災地以外の他

の自治体 
官民のｺﾝｿｰｼｱ

ﾑ 

 

被災自治体 

被災自治体 

住民 

交付金 
補助金 

公共施設等の 
整備・運営 

所有権の移転 

公共施設等 
運営権 

利用料金 

公共施設による公共サービス 

被災地 
企業 

委託 

提案４ 公共施設等運営権を活用した他自治体・民間企業による復興事業の実施 

 

今後予想される膨大なインフラ整備やまちづくりのニーズを考えると、被災自治体職員だけの

体制、ノウハウでは不十分である。このため、提案２では復興タスクフォースの設置による人材

面での支援を提案した。本提案ではさらに、改正ＰＦＩ法の公共施設等運営権（コンセッション

方式）を応用した他自治体・民間企業による新しい仕組み作りを提案する。 

 

①復興事業 

ＰＦＩ法では、道路、鉄道、上下水道をはじめ公営住宅、教育文化施設など公共施設等の整備

に民間ノウハウや資金活用が可能となっている。この主体に、公共施設等の整備のノウハウを持

っている他自治体を加える。 

被災自治体が、公共施設等復興整備事業権を他の自治体に供与し、他の自治体は、復興のため

公共施設整備を行う。本仕組みによる事業破たんの責任は支援自治体が負うが、起債償還や民間

資金の返済財源は、税収、住民からの利用料金等（含む国の支援）とする。 

復興事業の規模や範囲等を考えると、単独の自治体や企業で対応できるものではないことから、

複数の自治体と民間企業と連携して実施する PPP コンソーシアム方式も導入する。 

 

■復興段階 

 

 

 

 

 

 

 

 

②復興後の業務支援事業 

被災を受けた市町村の復興後の業務についても最少費用でかつ高レベルの公共サービスの維持

の観点から、他自治体及び民間企業の連携により支援する仕組みを導入する。 

そのために、従来型の運営形態にとらわれず、海外の包括業務委託の事例や広範囲な公共サー
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被災地以外

の他の自治

体・民間企業 

 

被災自治体 

被災自治体

住民 

未償却分の施設整

備費で買取 

運営権供与・サー

ビス購入料 

利用料金 

公共施設による

公共サービス 

ビスを民間委託している国内先行事例等を参考に、最大限の外部委託化を考えるとともに、財政

負担の軽減のために民間資金の活用も考える。このような業務は被災した地域企業・市民の新し

い雇用の場となり、地域経済の活性化につながる。このため、被災自治体の公共サービス業務を

実施する権限を改正 PFI 法による「公共施設等運営権」として位置付けるとともに、被災自治体

が運営権を他の自治体や民間企業に供与し、当該自治体・民間企業は被災自治体からのサービス

購入料又は施設料金収入等で公共サービス運営を行う仕組みを導入する。 

 

■復興後 

 

 

 

 

 



 8

 

提案５ 地域の防災型多機能中核コミュニティ施設の建設、スケルトン・インフィル

工法の導入及び一般的行政財産制度・包括的社会資本整備交付金制度の創設    

 

震災により失われた学校、公民館、老人福祉施設、保育所等もっぱら住民が利用する公共施設

を、全て同じ位置に、同じ量、同じ目的で、かつ高度な防災機能を備えて復旧するのではなく、

集約化した「多機能中核コミュニティ施設」を、津波対策を含め防災上万全な立地または構造で、

避難所、防災倉庫、公衆浴場・公設市場などの機能も備えられる施設として整備する。これによ

り、迅速かつ最小限の費用で高度な防災機能を実現するとともに、地域のニーズに合わせた機動

的な機能の変更、多世代かつ多目的の交流によるコミュニティづくりが促進される。本提案は、

2010年 6月に発表された新成長戦略において急務とされている全国の社会資本老朽化対策にも同

様に活用できる。 

提案実現のため、堅牢な構造と転換容易な内装の組み合わせからなる「スケルトン・インフィ

ル（ＳＩ）」工法を採用する。また、コミュニティのニーズの変化に合わせて機能を変更できる一

般的行政財産制度を導入し（管理者を市町村長とする）、包括的社会資本整備交付金制度を創設す

る。（地方自治法、国有財産法、補助金適正化法等の改正が必要） 

 

   

図図図図    中核的コミュニティ施設中核的コミュニティ施設中核的コミュニティ施設中核的コミュニティ施設のイメージ（のイメージ（のイメージ（のイメージ（出典：出典：出典：出典：都市再生機構のスケルトン・インフィル住都市再生機構のスケルトン・インフィル住都市再生機構のスケルトン・インフィル住都市再生機構のスケルトン・インフィル住

宅のパンフレット）宅のパンフレット）宅のパンフレット）宅のパンフレット）    
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提案６ 国民の志を取り入れる資金調達方法の導入    

 

莫大な復興資金調達が懸念される一方、国内には多額（1400 兆円）の個人金融資産が存在する。

幅広い国民の復興支援の志を直接的に実現するために、国や地方が出す一般債だけではなく、特

定の復興事業を目的とする資金調達に対して優遇措置を付与することで資金を確保する（国また

は地方自治体、復興事業を担う特定目的会社（SPC）が資金調達の目的に発行する債券、借入金、

及びそれらの証券化商品）。 

提案実現のための優遇措置は以下の通りである。 

○インフラ復興ファンドへの投資税額控除  現在、地域再生法の特定地域再生会社に認めら

れている税制上の優遇措置を準用する。雇用要件は課さない。 

○特定復興目的会社（SPC）の免税債発行  インフラ復興ファンドが出資する特定目的会社

（SPC）が発行する債券から生じる金利所得を非課税とする。償還財源が国または地方公共団体の

サービス購入料でまかなわれる場合を含めて、国または地方公共団体の一般債券よりも優先的に

返済を受けうる権利を付与する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図図図図    国民の志を取り国民の志を取り国民の志を取り国民の志を取り入れる入れる入れる入れる資金調達の仕組み資金調達の仕組み資金調達の仕組み資金調達の仕組み    
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（別紙１）震災関連リンク集（http://www.pppportal.jp/article/13941663.html） 

 

 リンク先の選定にあたっては、正確で客観的な情報であることを条件としておりますが、内容

の判断は利用者の責任において行ってくださいますようお願いします。 

 一部赤太字で示したサイトは、当方が、もっとも手早く必要情報を得られるサイトとして考え

たものであり、その他のサイトの内容の信頼性、重要性を劣位に置くものでは一切ありませんの

で、ご注意下さい。 

 

(1)全般的な情報 ①国、自治体、当事者企業の情報 

 

(1)全般的な情報 ②民間一般、NPO、個人提供の情報 

 

(2)被災者の皆さんへの情報 

①総合 

②医療 

③介護・福祉、教育 

④住宅 

⑤生活再建・事業再建 

 

(3)被災地を支援したい方への情報 

寄付、物資支援 

 

(4)元気になるサイト！こころが励まされる情報 

 

(5)原子力発電所に関する情報 

福島原発最新情報、放射線・放射能に関する情報、健康・医療関連 

 

(6)For Foreigners 

Travel to Japan, National Agencies and announcements, Local Governemnts Web Sites, 

Multilingual Supports, Media, Find Persons 

 

(7)復興に関する情報 
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（別紙２）1000 日記録（2011.4.15 分まで）http://www.pppschool.jp/ 

日日日日

目目目目    
年年年年    月月月月    日日日日    東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災    原発・計画停電関連原発・計画停電関連原発・計画停電関連原発・計画停電関連    年年年年    月月月月    日日日日    阪神淡路大震災阪神淡路大震災阪神淡路大震災阪神淡路大震災    

1111    2011 3 11 

【被害】震災発生、【政策】

（国）緊急災害対策本部

（本部長：菅総理）設置、

【復旧】東海道新幹線全線

運転再開 

【被害】東電福島第一

原発被災、【政策】原

子力緊急事態宣言、原

子力災害対策本部（本

部長：菅総理）設置、

【対応】避難指示開始

（3km 以内）、屋内退

避指示（3～10km） 

1995 1 17 

【被害】震災発生、

【政策】（国）非常

災害対策本部（本部

長：小里国務相）、

（兵庫県）災害対策

本部（本部長：貝原

知事）、（神戸市）

災害対策本部（本部

長：篠山市長）設置 

2222    2011 3 12 

【政策】激甚災害指定（全

国対象）、【政策】緊急災

害現地対策本部（宮城県）

設置、【復旧】上越および

長野新幹線全線運転再開 

【被害】１号機で水素

爆発発生、【対応】避

難指示を 10km 以内、

次いで 20km 以内に拡

大、1号機への海水注

水開始、【被害第二原

発】圧力抑制機能喪

失、【対応第二原発】

避難指示（3km 以内）、

屋内退避指示（3～

10km）、次いで避難指

示 10km 以内に拡大、

【政策第二原発】原子

力緊急事態宣言 

1995 1 18 

【政策】（兵庫県）

災害対策総合本部

（本部長：貝原知事）

設置 

3333    2011 3 13   

【政策】電力需給緊急

対策本部（本部長：菅

総理）設置、【被害】

避難者 9名から 1,800

～40,000cpm、【被害】

3号機冷却装置注水不

能、【対応】3号機へ

の真水注水開始、後に

海水 

1995 1 19 

【政策】（国）緊急

対策本部（本部長：

村山総理）設置 

4444    2011 3 14 

【政策】（日銀）基金によ

る資産買入増額 10 兆円決

定、【被害】水道 140 万戸

断水 

【被害】3号機で水素

爆発発生、2号機原子

炉冷却装置停止、注

水、【対応】計画停電

開始 

1995 1 20   

5555    2011 3 15   

【政策】事故対策統合

本部（本部長：菅総理）

設置、【被害】4号機

で水素爆発発生、2号

機で異音と煙、4号機

で火災・鎮火【対応】

20~30km を屋内待避指

示 

1995 1 21 

【政策】（国）現地

対策本部（本部長：

国土政務次官）設置 

6666    2011 3 16   

【人事】東京大学大学

院教授の小佐古敏荘

氏を内閣官房参与に

任命（放射性安全学専

門） 

1995 1 22   

7777    2011 3 17 

【人事】仙石由人民主党代

表代行を内閣官房副長官

に任命、【政策】被災者生

【対応】原発への自衛

隊、警察、消防庁の放

水開始 

1995 1 23 

【被害】避難所避難

者数ピーク（316,678

名）、【政策】激甚
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活支援特別対策本部設置 災害指定、国土庁内

に担当大臣特命室を

設置、【復旧】京都

～姫路間停電 2,600

千戸が応急復旧完了 

8888    2011 3 18 

【政策】特別交付税措置通

知（被災者受入経費）、【復

旧】秋田新幹線全線（盛岡

-秋田）運転再開 

  1995 1 24 

【政策】神戸手形交

換所業務再開、銀行

取引停止処分猶予措

置を開始 

9999    2011 3 19   

【被害】一部食品から

暫定基準値超の放射

線量検出 

1995 1 25   

10101010    2011 3 20 

【政策】被災者生活支援特

別対策本部事務局立ち上

げ（事務局長：平野内閣府

副大臣） 

【被害】5号機、6号

機冷温停止 
1995 1 26   

11111111    2011 3 21 
【復旧、被害】水道 88 万

戸断水、119 万戸復旧 

【対応】一部地域、食

品出荷制限開始、（福

島県飯館村）飯館簡易

水道水摂取制限開始、

海水からの放射線確

認、【復旧】5号機で

外部電源に切替、【対

応】福島県内簡易水道

で一般飲用制限 

1995 1 27   

12121212    2011 3 22 
【政策】被災者生活支援各

府省連絡会議設置 

【復旧】5，6号機で外

部電源に切替完了、3

号機で中央制御室照

明点灯、【人事】東京

工業大学原子炉工学

研究所長の有冨正憲

氏、東京工業大学原子

炉工学研究所教授の

齊藤正樹氏を内閣官

房参与任命（原子炉工

学専門）、【対応】福

島県内 5水道事業が乳

児飲用摂取制限） 

1995 1 28   

13131313    2011 3 23 
【政策】震災行政相談専用

フリーダイヤル開設 

【政策】SPEEDI システ

ムによる被ばく試算

結果報告、【対応】食

品の出荷制限対象拡

大、【被害】（東京都）

水道水から乳児暫定

基準値 2倍強の放射性

ヨウ素測定（24 日には

基準値以下）、【対応】

乳児の水道水摂取制

限追加（福島県内 1事

業、茨城県内 2事業、

千葉県内 2事業、東京

都 1事業）、解除（福

島県内 1事業） 

1995 1 29   
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14141414    2011 3 24   

【被害】３号機地下の

滞留水により３名被

爆し搬送、【対応】放

射性物質拡散試算結

果公表、【復旧】1号

機で中央制御室の照

明点灯、【対応】乳児

の水道水摂取制限追

加（茨城県内 3事業）、

解除（東京都水道事

業） 

1995 1 30 
【復旧】水道、復旧

率 50% 

15151515    2011 3 25   

【対応】1，2，3号機

の注水を海水から淡

水に切替開始、【被害】

1号機南放水口付近の

海水から炉規制告示

濃度限度の約 1250 倍

の放射性ヨウ素検出、

【対応】乳児の水道水

摂取制限追加（茨城県

内 2事業、栃木県内 2

事業）、解除（福島県

内 2事業、茨城県内・

千葉県内・栃木県内各

1事業） 

1995 1 31   

16161616    2011 3 26 

【被害】避難者数(246,109

名）、【人事】馬淵澄夫衆

議院議員を東北地方太平

洋沖地震による災害及び

原子力発電所事故対応の

内閣総理大臣補佐官に任

命 

【復旧】2号機で中央

制御室の照明点灯、

【対応】乳児の水道水

摂取制限追加（福島県

内 1事業、千葉県内 2

事業）、解除（茨城県

内 4事業、福島県内・

千葉県内・栃木県内各

1事業） 

1995 2 1 
【復旧】電話回線（固

定）仮復旧 

17171717    2011 3 27 
【被害】（宮城県）上水道

復旧で下水溢れ拡大 

【対応】乳児の水道水

摂取制限追加（福島県

内 1事業）、解除（茨

城県内 2事業、千葉県

内 2事業） 

1995 2 2   

18181818    2011 3 28 

【被害】被害額最大 25 兆

円（試算）、【復旧・被害】

水道 36 万戸断水、180 万

戸復旧、【復旧】（首都高

速）全区間通行可能 

【被害】原発敷地内土

壌からプルトニウム

検出、【対応】乳児の

水道水摂取制限解

除：福島県内 1事業 

1995 2 3   

19191919    2011 3 29 
【復旧】仙台空港救援機の

み使用可 

【政策】原子力災害対

策本部の下に特別チ

ーム「原子力被災者生

活支援チーム」設置

（チーム長：海江田経

済産業大臣）、【人事】

多摩大学大学院教授

の田坂広志氏を内閣

官房参与に任命（原子

力工学専門）、【復旧】

4号機で中央制御室の

照明点灯 

1995 2 4   



 14

20202020    2011 3 30 
【政策】被災地直行「壁新

聞」配布開始 

【対応】乳児の水道水

摂取制限解除：福島県

内 1事業 

1995 2 5 
【復興】（地元民間）

産業復興会議設置 

21212121    2011 3 31 

【政策】被災地等における

安心・安全の確保対策ワー

キングチーム始動、【復旧】

山形新幹線全線（福島-新

庄）運転再開 

【被害】5，6号機放水

口北口で基準の 1425

倍の放射性ヨウ素検

出、【対応】1､3 号機

でコンクリートポン

プ車による放水開始、

【対応】乳児の水道水

摂取制限解除：福島県

内 1事業 

1995 2 6 

【政策】罹災都市借

地借家臨時処理法適

用政令施行、【復興】

関経連復興対策特別

委員会設置、在阪経

済４団体首脳が閣僚

に経済復興等緊急対

策を要望 

22222222    2011 4 1 

【復旧】茨城空港完全復

旧、【政策】東日本大震災

と命名 

【対応】福島県簡易水

道の一般の飲用摂取

制限を乳児摂取制限

に切替 

1995 2 7 

【復興】（神戸市）

復興計画検討委員会

（本部長：新野神戸

大名誉教授）設置 

23232323    2011 4 2   

【被害】2号機取水口

付近ピット内のコン

クリート亀裂部から

海への漏水確認、【対

応】コンクリート注入

による止水作業開始 

1995 2 8   

24242424    2011 4 3 
【被害】東北電力管内停電

約 17 万戸 

【対応】2号機ピット

内漏水に対し高分子

凝集剤、おがくず等に

よる止水作業開始 

1995 2 9 

【復興】関西経済同

友会・関西生産性本

部が震災復興会議開

催、緊急アピール採

択 

25252525    2011 4 4 

【被害】死者 12,175 名、

行方不明 15,489 名、負傷

者 2,858 名、前回 45,684

戸、半壊 8,805 戸、流出 6

戸、避難者 165,768 名、救

出等 26,632 名、【被害・

復旧】水道 18 万戸断水、

198 万戸復旧 

【政策】1週間ごとに

検査し 3回連続で暫定

規制値を下回った品

目、区域は出荷制限解

除の原則決定、【対応】

建屋内の放射性物質

を含む水の海水放出

開始、【対応】食品出

荷制限区域を追加 

1995 2 10   

26262626    2011 4 5 
【避難】避難者数 163,607

名 

【被害】（茨城県）一

部魚から暫定基準値

超える放射性セシウ

ム検出（【対応】漁業

協同組合に出荷自粛

要請）、【対応】（魚

に野菜類と同一の暫

定規制値準用 

1995 2 11   
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27272727    2011 4 6 

【避難】避難者数 162,856

名、【被害】東北３県のが

れき 2,400 トン 

【対応】汚染水の海へ

の流出停止を確認 
1995 2 12   

28282828    2011 4 7 

【被害】宮城県で震度６強

の余震、【対応】義援金配

分割合決定委員会設置 

  1995 2 13   

29292929    2011 4 8 

【政策】宮城県被災市街地

建築制限（建築基準法 84

条）、被災自治体に特別交

付税 762 億円 

【対応】一部食品の出

荷制限解除 
1995 2 14   

30303030    2011 4 9 【被害】水道 25 万戸断水   1995 2 15 

【復興】（国）緊急

対策本部の諮問機関

として復興委員会

（委員長：下河辺淳

氏）設置 

31313131    2011 4 10 
【対応】第２回集中捜索実

施（103 遺体収容） 
  1995 2 16   

32323232    2011 4 11 

震災発生１ヶ月 【被害】

死者 13,226 名、行方不明

者 14,377 名、避難者

147,536 名（18 都道府県、

2,346 カ所）、【政策】復

興構想会議設置、【被害】

福島、茨城県で震度６弱の

余震、【被害・復旧】水道

22 万戸断水、204 万戸復旧 

【政策】計画的避難区

域・緊急時避難準備区

域設定、原子力発電所

事故による経済被害

対応本部・室設置、原

子力損害賠償紛争審

査会設置の政令閣議

決定 

1995 2 17 

【政策】被災者等に

係る国税関係法律の

臨時特例に関する法

律、租税の減免・徴

収猶予等に関する法

律改正、地方税法改

正等 

33333333    2011 4 12 

【政策】細野豪志首相補佐

官を原発災害担当相に起

用、【被害】福島、茨城県

で震度６弱の余震 

【対応】INES 事故評価

レベルを７に引き上

げ 

1995 2 18   

34343434    2011 4 13 

【復旧】仙台空港一部運航

再開（羽田便、大阪便）、

東北新幹線（盛岡ー新青

森）、【政策】震災の税制

特例措置決定 

  1995 2 19   

35353535    2011 4 14     1995 2 20 
【インフラ】ガス復

旧率 42.8% 

36363636    2011 4 15 
【被害】避難者 139,272

名 
  1995 2 21   
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（別紙３）「震度６以下+津波被害なし」の地域における重大事象リスト（一部）

http://www.pppschool.jp/ 

事象 内容 

 

福島県庁の機能不

全 

（3/11Asahicom） 

震度５強：福島県庁は、耐震強度が震度６以上の地震で倒壊・崩落の可能

性が高いと診断されていたため、地震発生後に全職員が避難したことを確

認した後に立ち入り禁止となり、事実上の機能不全に陥った。 耐震安全性

の高い県有施設「自治会館」３階の会議室に特設の対策本部を設置し、県

内の被害状況などの情報収集にあたっている。 知事室や県警本部が入った

県庁本庁舎は１９５４年に建設され、建設から半世紀以上が経過し、建物

は老朽化している。県が行った耐震診断結果では、震度６の地震で倒壊・

崩壊の可能性が高い「Ｄランク」で、４段階の最低だった。そのため今年

２月に約４３億円をかけて耐震改修する方針を決定。新年度予算にはその

ための設計費用として約４４００万円を計上していた。  

 

九段会館天井崩落 

（ 3/12 四国新聞

ほか） 

天井が一部崩落し、2 名が死亡、26 名の重軽傷者が出た[千代田区の九段会

館では、専門学校の卒業式が開かれていたホールの天井が崩落。いずれも

５０代くらいの女性２人が死亡、２６人が重軽傷を負った。従業員の男性

（２０）は「多数の人がホールで鉄骨などの下敷きになっていた。血だら

けの人もいた」と話した。同施設は 1934 年、軍の予備役・後備役の訓練、

宿泊を目的に建設された施設。「二・二六事件」戒厳司令部が置かれたこと

で著名。国有化後日本遺族会に貸し出しされていた。 

 

鹿行大橋の崩落 

（3/13 茨城新聞ほ

か） 

震度６強：茨城県北浦に架かる橋梁のうち最も北に位置する鹿行（ろっこ

う）大橋の中央部分が崩落。落下した車両に乗っていた男性 1 人が死亡し

た。1968 年完工の橋齢 43 年の橋。 もともと、「最大幅 2.4m、重量 14t」

の大型車通行制限が設けられていて、対向車がすれ違うため、途中に設け

られた 3 ヶ所の待避レーンで対向車を待避するという交互通行が必要な橋

であった。被災時点で、新橋に架け替える工事を行っており、完成すると、

車道幅員 8m（2 車線）、歩道幅員 3.5m となる予定であった。 

 

コストコ町田店の

駐車場スロープ崩

落 

（3/12 四国新聞） 

町田市のスーパー「コストコ」でも立体駐車場のスロープが崩落、車３台

が巻き込まれた。閉じ込められた男女のうち、女性の意識がないという。

ほかに１１人が重軽傷。 

水戸市役所被災 

（3/16 毎日新聞） 

水戸市役所は地震の影響で建物内部の壁にひびが入ったため、住民票発行

などの市民窓口業務の部門を隣接する市民会館に移し、業務を行っている。

建物の構造自体は問題はなかった。市役所庁舎は７２年完成。９６年の耐

震診断では基準を下回る階もあり、建て替えを含む補修を検討していた。

管財課によると、窓口が元に戻るのは「今のところ見通しが立たない」と

いう。 

 

 


