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東日本大震災の記録･体験記

平成２５年３月

公益社団法人 宮城県生活環境事業協会

発刊にあたって
平成 23 年３月 11 日 14 時 46 分，三陸沖を震源とするマグニチュード 9.0（最大震度７），観測史上最
大の地震が発生しました。この地震により，想像を絶するような巨大な津波が襲い，沿岸部を中心に地
域社会・経済が危機的な状況に陥る，まさに未曾有の大災害となりました。
この東日本大震災により，多くの尊い命が奪われ行方不明者も多数ありました。お亡くなりになられ
た方々のご冥福をお祈りするとともに，被災された方々に，心からお見舞いを申し上げます。
当協会でも，震災直後はライフラインが途絶え，通信連絡網や物流の寸断，また，ガソリンの供給も
不足し，会員事業所の方々も，ご家族や役職員を亡くされた方，ご自宅や事業所が被害を受けた方がた
くさんいる中，仮設トイレの汲み取りや，浄化槽の点検，震災廃棄物の撤去など，自らを省みず大変悲
痛な思いをしながら，被災地の復旧にむけて精力的に取り組んでいただきました。大変厳しい環境の中，
最善を尽くしていただきましたことに対しまして，あらためて心から感謝を申し上げたいと思います。
３月 11 日の地震発生の翌日から，会員事業所の安否と被害状況の確認を行い，事務所の仮復旧と被
災事業所の支援に全力を注いで参りました。通信連絡網の遮断により，連絡のとれない事業所も多数ご
ざいましたが，情報の収集を迅速に行い，被害の少なかった事業所にもご協力いただきながら，物資の
少ない中ではございましたが，被災地への復旧支援を開始することができました。
また，宮城県と締結していた災害時の協定は，全県下における甚大な被害であったことから
発動できず，し尿汲み取り等の緊急対応について，環境省の調整により私どもの上部団体であ
る日本環境保全協会の応援を受けることとし，被災市町村からの要請に基づき，公益社団法人
山形県水質保全協会に，長期にわたりご支援 をいただいたところでございます。
この度の震災では，震災直後から日本環境保全協会，社団法人全国浄化槽団体連合会，全国一般廃棄
物環境整備協同組合連合会をはじめ，関係団体など全国から本当にたくさんの救援物資，義援金，励ま
しの言葉をいただきました。支援車両などは，津波により被害を受けた事業所に提供し，全国の関係団
体との絆を力に，早速，被災地での復旧に活用させていただき，事業を継続することができました。ご
支援をいただきました皆さまには，この場をお借りしまして，厚くお礼申し上げます。
早いもので震災発生から２年が過ぎ，被災地では，ようやく復旧から復興へと一丸となって取り組ん
でおります。震災に立ち向かった我々の経験・教訓を風化させないで記録し伝えて行くことを目的に，
「2011.03.11 東日本大震災の記録・体験記」を発刊することといたしました。今回ご支援いただいた多
くの関係団体・関係者はじめ，ご覧になられた方々が今後も起こりうる大規模災害などに対する備えの
一助となれば幸いです。
当協会の事業は，ごみ処理やし尿処理，浄化槽の施工・維持管理・清掃などをとおして，県民の皆さ
まが安心して快適な生活を営むためには，欠くことのできない非常に重要な役割を担っております。今
後とも，被災した会員事業所の復旧・復興を支援し，その会員の皆さまに前進いただくことが，被災地
域の快適な生活環境の確保，そして一日も早い復興に繋がるものであると思っております。関係各位の
ご指導，ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

平成２５年３月
公益社団法人宮城県生活環境事業協会
会

長

佐

藤

佑

発刊によせて
宮城県内に未曽有の被害をもたらした平成 23 年３月 11 日の東日本大震災から２年が経過しました。
この間，貴協会並びに会員各位におかれましては，発災直後から，し尿処理など，生活環境の維持及び
被災地の復興に向けて，今なおご尽力いただいておりますこと，また，浄化槽の法定検査業務をはじめ，
適正な維持管理に向けた普及啓発など公共用水域の保全に取組まれ，宮城の生活環境の維持や公衆衛生
の向上に大きく貢献いただいておりますことに対し，心から感謝申し上げます。
県ではこれまで被災地の復旧・復興に向けて，全国の皆さまからの御支援と御協力の下，県民一丸と
なって最大限の力を注いでまいりましたが，震災による爪痕は依然として大きく，今もなお不便な生活
を余儀なくされている方が大勢おられます。その方々が早期に生活再建を果たすことができるよう，復
興に向けた取組を一段と加速していかなければなりません。
復旧・復興への道のりは長く険しいものですが，県では「宮城県震災復興計画」を策定し，震災前の
状態に戻す単なる「復旧」にとどまらず，将来の県民生活を見据えた抜本的な再構築によるふるさと宮
城の再生とさらなる発展を目指して，積極果敢にチャレンジしてまいります。明るい未来を目指しなが
ら，県民の皆さんと手をつなぎ一緒に進んでまいりたいと考えております。
貴協会におかれましては，今後とも浄化槽に関する専門的知識を存分に活かしていただき，本県
の浄化槽行政のパートナーとして，浄化槽の普及と適正な維持管理につきまして，より一層のご協
力をお願い申し上げます。

平成２５年３月
宮城県知事

村井

嘉浩
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第一章 東日本大震災の概要
１．平成23年東北地方太平洋沖地震の概要
平成 23 年３月 11 日午後２時 46 分，宮城県三陸沖を震源として我が国内観測史上最大となるマグニ
チュード 9.0 の巨大地震が発生し，この地震に伴い，東北地方から関東地方北部の太平洋側を中心に，
1,000 年に一度といわれる大津波が発生し，東京電力福島第一原子力発電所の危機的な事故など，各地
に未曾有の大災害をもたらした。
１

本震

①

発震時刻：2011 年３月 11 日 14 時 46 分 18.1 秒

②

震央地名：宮城県三陸沖

③

震源の緯度，経度，深さ：北緯 38゜06.2

④

規模マグニチュード：9.0（モーメントマグニチュード）

⑤

震源域：南北約 450ｋｍ，東西約 200ｋｍ

，東経 142゜51.6

，深さ 24ｋｍ

⑥ 最大震度：７（宮城県栗原市）
⑦

発震機構：西北西‑東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型（CMT 解）

⑧

地震のタイプ：プレート境界地震
今回の地震は，宮城県沖地震の想定範囲を大きく超えて断層の破壊が起きたということと，震源域が，

南北に約 450ｋｍ，東西に約 200ｋｍと非常に広かったのが特徴といわれている。発震機構は，西北西‑
東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で，太平洋プレートと陸のプレートの境界で発生した地震である。
これまで宮城県沖地震では，40 年の間隔でマグニチュード 7.5 程度の地震がくりかえし起きていた。
専門家の間では，30 年以内に同程
度の大きさの地震が 99％の確率で
起きることが予想されており，ここ
までの巨大地震になることは，専門
家の間でも「想定外」だったといわ
れている。
気象庁は，この地震を「平成 23
年（2011 年）東北地方太平洋沖地
震 」（ 英 語 名 :The 2011 off the
Pacific

coast

of

Tohoku

Earthquake）と命名し，政府は，こ

震央

の地震による震災の名称を「東日本
大震災」とした。
２

本震の震度分布
宮城県栗原市で震度７，宮城県，

福島県，茨城県，栃木県の４県 37
市町村で震度６強を観測したほか，
東日本を中心に北海道から九州地
方にかけての広い範囲で震度６弱
～１を観測した。
出典：気象庁
本震の地域震度分布

- １ -
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３

県内各市町村の震度及び推計震度分布
栗原市で最大震度７を記録したのをは

じめ，県内各地で震度６強から５強を観測
した。
気仙沼沿岸部の震源に近いところで揺
れが小さいのは，地盤マップから推測する
と，岩盤の深さが浅く、揺れにくい構造の
地盤になっているためであり，地盤の構造
によって，震度の強弱が変わっている。

推計震度分布

×

震央

出典：気象庁

４

揺れの状況

一般的に地震の揺れは長くて１
分といわれているが，本震と余震
が短時間に集中したため，震度の
時間成長から，揺れはじめから５
分間という長い時間にわたって強
い揺れが続いた。その結果，液状
化現象による被害が各地で発生し
た。

出典：防災科学技術研究所

- ２ -
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５

本震以降に余震域で震度５弱以上を観測した地震
本震後の余震域で震度５弱以上を観測した地震は，平成 24 年２月 19 日まで 49 回も観測され，岩手

県沖から茨城県沖にかけての長さ約 500ｋｍ，幅約 200ｋｍの広い範囲で余震活動が活発であった。
これまでの最大余震は，平成 23 年３月 11 日 15 時 15 分 34 秒，茨城県沖（北緯 36°06.5′，東経 141°
15.9′）を震源とする深さ 43ｋｍで発生したマグニチュード 7.6 の地震で，茨城県鉾田市で震度６強
を観測した。
また，宮城県内での最大余震は，平成 23 年４月７日 23 時 32 分 43 秒，宮城県沖（北緯 38°12.2′，
東経 141°55.2′）を震源とする深さ 66ｋｍで発生したマグニチュード 7.1 の地震で，宮城県内で震度
６強を観測した。仙台市内では，本震よりもこの余震の方が強かったように感じた。

本震

最大余震

県内最大余震

出典：気象庁

- ３ -
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６

県内最大余震における県内各市町村の震度及び推計震度分布
栗原市，仙台市宮城野区で震度６強を観測し，その他の市町村でも震度６弱～５弱を観測した。特に

本震でダーメージを受けた建物が，追い討ちをかけられたように被害が拡大したした結果となった。
また，浄化槽も復旧工事が終了したにも関わらず，再度破損したケースも見られている。
推計震度分布

震央

出典：気象庁

７

余震回数の比較（本震を含むマグニ

海域で発生した主な地震の余震回数比較（本震含む，Ｍ5.0以上）

チュード 5.0 以上）
今回の地震は，本震直後から大規模な
余震が多発するなど，活発な地震活動が
推移している。
気象庁が平成 23 年 12 月に有感地震を
再集計した結果，7,000 回以上であった
という発表があった。
浄化槽の場合，余震活動による二次的
な被害も発生していることから，大規模
な余震発生後には，必ず注意が必要であ
る。

出典：気象庁

- ４ -
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８

地殻変動

①

上下変動
石巻市の牡鹿で約 1.2ｍ沈下するなど，東北の沿岸部でかなりの地盤沈下が確認された。満潮時には，

水が引かない状況が今でも続いている。
また, 仙台平野の平均海面以下の面積（T.P.±０ｍ）は，震災前と比較すると 5.3 倍となった。

仙台平野の地盤沈下

- ５ -
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②

水平変動

石巻市の牡鹿で東南東へ約 5.3 メートル移動が確認され，全体的に東南東へ移動している。地震の前
までは，この逆方向に移動が確認されていた。

９

速度波形の比較
今回の地震と阪神淡路大震災を比較すると，地震のタイプとしてプレート境界型と直下型の違いがあ

るが，いかに今回の地震が，阪神淡路大震災の時よりも長く揺れていたかがわかる。

プレート境界型

2011年東北地方太平洋沖地震

1995年兵庫県南部地震

直下型

出典：気象庁

- ６ -
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10

速度応答スペクトルの比較

構造物には固有周期があり，１～２秒ぐらいの周期の間は，キラーパルスと呼ばれ，木造２階建程度
の建物の被害が増えるといわれている。
阪神淡路大震災の場合は，１秒から２秒ぐらいの周期に集中していたことから，家屋の被害が増大し
たと推測されている。また，平成 20 年岩手・宮城内陸地震の時も同様に直下型で，キラーパルスによ
り，家屋に被害を及ぼしたと考えられている。
ところが，今回の地震では， この周期が 0.1 秒～0.5 秒ぐらいの周期に集中していた。地震のエネル
ギーを示すマグニチュードが大きかったわりに，揺れによる被害は，戸建て木造建築の被害が比較的少
なかったと考えられる。しかし，揺れの時間が長かったことから，地盤の構造や揺れの周期によって被
害にバラつきがあり，液状化現象が各地で起き，一部の地域では建物の倒壊も見受けられ，全体的には，
瓦屋根の被害等がめだっているという印象がある。特に，仙台市内のマンションでは，免震構造，耐震
構造の違いにより被害の明暗がはっきり現れた結果となった。

キラーパルス
(木造２階建程度の
建物の固有周期)

- ７ -
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２．平成23年東北地方太平洋沖地震による津波
今回の地震による津波のメカニズムは，プレート境界型地震の発生によって，陸側のプレートが深い
ところで約 20ｍ跳ね上がり，海面の盛り上がりが発生したあと，表層部分で，ダイナミックオーバーシ
ュートと呼ばれる「すべり過ぎ現象」が発生し，陸側のプレートの先端が変形しながら跳ね上がり，約
50ｍすべった。さらに海面を盛り上げ，流速の速い巨大な津波を発生させたと考えられている。
この結果，東日本を中心に東京電力福島第一原子力発電所の危機的な事故など，各地に甚大な被害を
もたらしたほか，多くの尊い命が奪われた。
１

津波の高さおよび遡上高

津波の高さは，北海道から高知県まで広範囲に津波が到達し，四国の高知県でも 3.2ｍが記録されて
いる。宮城県内では，女川漁港で 14.8ｍ，仙台港で 7.2ｍ，仙台空港周辺で 12ｍが記録されるなど,甚
大な被害をもたらす要因となった。
津波が実際に海岸から内陸へかけあがった遡上高は，岩手県の宮古（姉吉地区）で最大 38.9ｍ，宮城
県内では，気仙沼で 20.6ｍ，南三陸・女川で約 16ｍ，仙台で 5.6ｍという状況であった。
特に，仙台から山元町にかけては，南北にとおっている高速道路が，堤防の役割を果し，被害の拡大
を食い止めた結果となって明暗を分けた。
津波の痕跡から推定した津波の高さ

※ 津波の痕跡から推定した津波の高さ（数字は,津波の高さ（ｍ））

出典：気象庁

津波の高さ

津波の遡上高
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石巻市北上町十三浜相川地区
（平成23年３月11日 午後３時26分 撮影）

２

石巻市日和が丘から門脇方面
（平成23年３月11日 午後５時５分 撮影）

想定地震と今回の津波高の比較および遡上高

今回の地震により発生した津波は，想定３地震の津波高および遡上高をはるかに上回った。
想定３地震と東北地方太平洋沖地震の津波高の比較

津波により被災した浄化槽（気仙沼市）

- ９ -
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石巻市立町商店街
（平成23年３月11日 午後２時51分 撮影）

女川町立病院付近
（平成23年４月10日 午後２時43分 撮影）

南三陸町志津川
（平成23年４月６日 午後３時43分 撮影）

常磐道亘理町付近
（平成23年３月30日 午前11時10分 撮影）

気仙沼市大島
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第二章 東日本大震災による被害
１．津波による浸水面積
宮城県の約 16.4％が津波により浸水した。地盤沈下などの影響により，二週間以上も水が引かない地
域もあった。

仙台市宮城野区岡田付近
（平成23年３月26日 午後３時46分 撮影）
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２．沿岸部における津波被災前後の写真
写真提供：社団法人東北建設協会

気仙沼市 - 地震前(平成16年５月 撮影)

地震後(平成23年３月28日 撮影)

写真提供：社団法人東北建設協会

南三陸町志津川 - 地震前(平成13年5月 撮影)

地震後(平成23年３月28日 撮影)

写真提供：社団法人東北建設協会

石巻市北上川河口 - 地震前(昭和60年３月 撮影)

地震後(平成23年４月17日 撮影)
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写真提供：社団法人東北建設協会

女川町 - 地震前(平成18年６月 撮影)

地震後(平成23年４月17日 撮影)

写真提供：社団法人東北建設協会

2

1
石巻市旧北上川河口 - 地震前(平成13年９月 撮影)

地震後(平成23年４月５日 撮影)

1
2

地震後の拡大
(平成23年４月19日 当協会撮影)
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石巻市内で発生した震災廃棄物（協業組合石巻廃棄物処理センター撮影）

写真提供：社団法人東北建設協会

東松島市鳴瀬川河口 - 地震前(平成15年５月 撮影)
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地震後(平成23年４月17日 撮影)

第二章 東日本大震災に よる被害

写真提供：社団法人東北建設協会

仙台港・蒲生 - 地震前(平成15年９月 撮影)

地震後(平成23年４月17日 撮影)

写真提供：社団法人東北建設協会

仙台市若林区荒浜 - 地震前(平成15年９月 撮影)

地震後(平成23年４月17日 撮影)

写真提供：社団法人東北建設協会

名取市閖上 - 地震前(平成13年９月 撮影)

地震後(平成23年３月27日 撮影)
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写真提供：社団法人東北建設協会

3

仙台空港 - 地震前(平成11年９月 撮影)

地震後(平成23年３月27日 撮影)

地震後の拡大
(平成23年３月21日 当協会撮影)

3
写真提供：社団法人東北建設協会

亘理町鳥の海 - 地震前(平成10年10月 撮影)

地震後(平成23年３月27日 撮影)
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３．被害の概要
地震により発生した巨大津波により，壊滅的な被害を受けた沿岸部を中心に，多数の死者および行方
不明者が生じた。また，電気，上下水道，ガス，道路，公共交通機関，通信インフラなど，県内沿岸部・
内陸部に広範囲な被害をもたらした。
さらに，ピーク時に 32 万人を超える被災者が避難所での生活を余儀なくされた。
１

県内の人的，住宅等の被害（平成 23 年５月 26 日現在）

①

人的被害 死者 8,909 人，行方不明者 5,286 人（平成 25 年３月９日現在の県警まとめでは，死者
9,535 人，行方不明者 1,302 人，全国の警視庁まとめでは，死者 15,881 人，行方不明者
2,668 人である。
）

②

住家被害 全壊 68,039 棟，
半壊 22,339 棟（平成 24 年３月７日現在の宮城県まとめでは，
全壊 84,610
棟，半壊 147,091 棟，一部損壊 221,855 棟，床上浸水 15,403 棟，床下浸水 12,842 棟，非
住家被害 34,174 棟である。
）

２

ライフラインの被害

※ 復旧には，サービス提供困難な津波被災地分を含まない。また，電話の被害状況については，東日本電
信電話株式会社宮城支店の固定電話・ひかり電話の被害状況のみを掲載している。
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仙台市内丘陵部の被害状況（仙台HPより）
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４．浄化槽の被害
１

電子地図活用による被災浄化槽推定

（１） 津波による被災浄化槽第１報（平成 23 年３月 30 日現在）
環境省から個人設置型浄化槽についても復旧支援を実現化するため，財務省と協議する上での基礎資
料として，津波による浄化槽被害状況を，当協会に要請された。そこで，宮城県提供の浸水範囲図を基
に，電子地図に落し込み，概算集計したものが活用された。この集計結果から県内の約 22％の浄化槽が
被災したものと推定した。
個人の財産には復旧補助は出せないとの国の判断から断念せざるを得ない結果となったが，今後の大
規模災害の発生を考えると，継続して要望していかなければならないと考える。

（２） 津波による被災浄化槽第２報（平成 23 年６月 30 日現在）
当初は，全体の 22％が津波の被害を受けていると算定したが，津波により被災した市町村および保守
点検業者の情報と，当協会の職員による現地調査の結果から再集計した。この結果，全体で壊滅した浄
化槽が 12％，浄化槽及びブロワなどの浸水被害のみで今後も使用可能な範囲の浄化槽が 10％という結
果である。当協会の会員事業所と法定検査事業にもかなりの影響を及ぼす結果となっている。
また，今回被災したみなし浄化槽に関しては，合併処理浄化槽への転換が期待されるところである。
この集計に当たり，当協会では，電子地図を活用していたために，迅速に被害状況を把握することが
できたことを実感している。特に，大規模災害時の復旧支援等では，浄化槽の位置情報，緯度，経度に
よって場所の特定が出来ることが一番のメリットではないかと考えられる。
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津波による被災浄化槽第２報（平成23年６月30日現在）
合併浄化槽

全体

市町村名

検査対象 壊滅した
その他の被害を
検査対象 壊滅した
その他の被害を
検査対象 壊滅した
割合
割合
割合
割合
基数
基数
受けた基数
基数
基数
受けた基数
基数
基数

泉区

740

青葉区

804
245
139
487

仙 宮城野区
台
市 若林区
太白区

みなし浄化槽

0

0%

0

0%

622

0

0%

0

0%

627

125

51%

6

2%

78

33

24%

9

6%

66

0

0%

1

0%

319

0

0%

0

0%

118

0

0%

0

0%

177

49

63%

3

4%

167

76

24

36%

6

9%

73

9

0

0%

1

0%

168

割合

その他の被害を
割合
受けた基数

0%

0

0%

0%

0

0%

46%

3

2%

12%

3

4%

0%

0

0%

計

2,415

158

7%

16

1%

1,712

73

4%

10

1%

703

85

12%

6

1%

石巻市

10,608

3,617

34%

2,847

27%

3,076

1,104

36%

566

18%

7,532

2,513

33%

2,281

30%

東松島市

56%

2,119

604

29%

917

43%

978

263

27%

276

28%

1,141

341

30%

641

女川町

421

304

72%

8

2%

137

84

61%

6

4%

284

220

77%

2

1%

塩釜市

282

119

42%

26

9%

89

45

51%

6

7%

193

74

38%

20

10%

多賀城市

101

35

35%

5

5%

22

4

18%

1

5%

79

31

39%

4

5%

七ヶ浜町

44

10

23%

10

23%

15

2

13%

4

27%

29

8

28%

6

21%

松島町

474

0

0%

3

1%

355

0

0%

0

0%

119

0

0%

3

3%

利府町

228

0

0%

0

0%

175

0

0%

0

0%

53

0

0%

名取市

1,587

134

8%

119

7%

1,240

106

9%

101

8%

347

28

8%

18

5%

岩沼市

751

57

8%

257

34%

503

27

5%

181

36%

248

30

12%

76

31%

亘理町

2,435

581

24%

845

35%

1,685

359

21%

630

37%

750

222

30%

215

29%

山元町

901

38

4%

180

20%

586

20

3%

126

22%

315

18

6%

54

17%

気仙沼市

6,300

846

13%

700

11%

4,644

629

14%

335

7%

1,656

217

13%

365

22%

南三陸町

1,614

864

54%

0

0%

1,247

617

49%

0

0%

367

247

67%

0

0%

津波被災以外

30,862

県内合計

61,142

4,119

17%

3,697

15%

（３）

19,716
7,525

12%

5,949

10%

36,180

0%

11,146
3,406

9%

2,252

6%

24,962

電子地図活用による浸水範囲図

県北部では，リアス式海岸で入り組んだ浜ごとに湾全体の被害が目立っている。県南部では，特に平
野部での浸水範囲が広がっているが，入り組んだ湾岸部に比べて生き残った浄化槽も多数あった。

国土地理院が作成した
浸水範囲概況図を基に、
協会の電子地図に反映
させて作成

浸水範囲図（県内全体）
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※ 赤い点は，浄化槽の位置を示す。

浸水範囲図と浄化槽（気仙沼地区拡大図）

気仙沼市では，設置基数 6,300 基に対し，約 13％が壊滅的被害を受け，その他約 11％が津波による
浸水を受け，ブロワなどの被害が目立った。

- 21 -

第二章 東日本大震災に よる被害

２

平成 23 年度東日本大震災浄化槽被害状況緊急調査（宮城県）
この緊急調査は，浄化槽の被害状況の特性について整理し，今後本格化する浄化槽の応急措置及び復

旧工事の円滑化に資することを目的として，特に被害の大きかった岩手・宮城・福島の指定検査機関に
環境省が委託し，平成 23 年４月から５月にかけて実施したものである。
（１）

宮城県の調査概要

調査地域は，気仙沼と名取等は面的に無作為に調査する方法で実施し，栗原・大崎・富谷・仙台は，
あらかじめ被害情報を得た施設を調査する方法に分けて実施した。
また，調査対象地区を津波地区・地震地区に分けて実施し，津波地区は基本的に居住の見込みのある
施設を対象とした。
調査対象基数は，津波地区 117 基，地震のみの地区 258 基，合計 375 基を実施した。

津波地区(５３基)
地震のみ(２０３基)

調査基数合計
３７５基
津波地区(１１７基)
地震のみ(２５８基)

調査概要図（調査地域，調査基数）

（２） 調査結果
気仙沼の津波地区は，全槽入替と考えられる施設３基 5.7％，地震のみの地区８基 3.9％であった。
津波地区の特徴として，送風機の設置に異常が認められた施設 34 基 68.0％，土砂等の流入が認めら
れた施設 36 基 70.6％となっている。漏水に関しては，津波地区２基 4.0％，地震のみの地区 10 基 4.9％
という結果になっている。
名取・岩沼・亘理地区は，平坦な地形が広範囲に分布しており，遮蔽物もほとんどなく，津波の高さ
も 10ｍを超える地域がほとんどで，その特徴を反映するかのように，槽本体への土砂等の流入が認めら
れた施設 61 基 96.8％と高い結果となっている。送風機の異常についても，37 基 57.8％と気仙沼地区同
様に被害が大きかったといえる。また，流入管渠への土砂等の流入 36.1％，勾配不良 34.5％，放流管
渠への土砂等の流入 30.5％となっている。

- 22 -

第二章 東日本大震災に よる被害

調査結果集計表
被害情報に
基づいた調査

面的調査
項目等
調査基数
応急修理の必要性
全損と判断される可能性

有
無
有
無

①放流先の異常
②著しい地形の変化
①漏水・雨水/土砂流入
②勾配不良
(2)流入管
③配管露出
④点検升の蓋の異常
①漏水・雨水/土砂流入
②勾配不良
(3)放流管
③配管露出
④点検升の蓋の異常
①ポンプの有無
①の内訳
（4）ポンプ槽
揚水機能障害
②漏水・雨水/土砂流入
①送風機の設置の異常
(5)送風機
（ブロワ）
⑦空気漏れ
①スラブあり
(6)スラブ
②亀裂等の異常（や浮上）
①浮上・沈下・水平狂い
②漏水・下部亀裂
③雨水/土砂流入
④管接合状況
(7)浄化槽本体 ⑤ろ材等の浮上・流失
⑥隔壁の亀裂・破損
⑦槽内空気漏れ
⑧消毒機能不全
⑨ﾏﾝﾎｰﾙ蓋の亀裂・流失
②嵩上げ管あり
②の内訳
(8)その他
嵩上げ部の亀裂・破損等
③その他の被害

(1)地盤・地形

気仙沼
地震のみ
津波地区
53
100% 203
100%
38
71.7%
36
17.7%
15
28.3% 167
82.3%
3
5.7%
8
3.9%
50
94.3% 195
96.1%
8
15.7%
0
0.0%
8
15.7%
2
1.0%
6
12.8%
2
1.0%
4
9.1%
25
13.0%
4
8.0%
1
0.5%
3
6.1%
0
0.0%
6
14.0%
1
0.5%
4
9.8%
5
2.6%
2
4.5%
0
0.0%
3
6.8%
0
0.0%
3
5.7%
14
6.9%

栗原・大崎・富谷
名取・亘理・岩沼
津波地区
地震のみ
地震のみ
64
100%
3
100%
52
100%
24
37.5%
0
0.0%
30
57.7%
40
62.5%
3
100%
22
42.3%
0
0.0%
0
0.0%
14
26.9%
64
100%
3
100%
38
73.1%
4
6.6%
0
0.0%
2
4.3%
17
26.6%
0
0.0%
34
66.7%
22
36.1%
0
0.0%
7
13.7%
20
34.5%
1
33.3%
35
67.3%
8
13.1%
0
0.0%
2
3.9%
4
6.6%
0
0.0%
0
0.0%
18
30.5%
1
33.3%
7
14.6%
4
6.8%
1
33.3%
8
17.4%
1
1.6%
0
0.0%
1
2.1%
6
9.8%
0
0.0%
0
0.0%
12
18.8%
0
0.0%
6
11.5%

1

2.6%

1

0.5%

3

4.7%

0

0.0%

0

0.0%

0
34
1
51
1
2
2
36
1
3
2
2
8
1
27

0.0%
68.0%
2.9%
96.2%
2.0%
4.0%
4.0%
70.6%
2.0%
5.9%
4.0%
5.3%
15.7%
2.0%
51.9%

2
2
3
202
11
6
10
0
4
13
8
4
3
0
129

1.0%
1.0%
1.5%
99.5%
5.4%
3.0%
4.9%
0.0%
2.0%
6.4%
4.0%
2.0%
1.5%
0.0%
63.5%

4
37
2
62
3
3
0
61
0
3
8
1
9
4
62

6.3%
57.8%
4.0%
96.9%
4.8%
4.7%
0.0%
96.8%
0.0%
4.8%
12.9%
2.0%
14.5%
6.3%
96.9%

0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

0.0%
0.0%
0.0%
100%
33.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
66.7%

0
2
5
47
24
22
4
6
13
6
9
5
7
0
36

0.0%
4.0%
10.9%
90.4%
62.2%
43.1%
8.0%
11.5%
25.5%
11.5%
17.6%
10.4%
13.5%
0.0%
69.2%

1

1.9%

8

4.0%

3

4.8%

0

0.0%

8

15.4%

5

9.4%

7

3.4%

6

9.4%

1

33.3%

9

17.3%

※ 被害件数の％の分母は，調査基数から被害該当箇所未確認の基数を除いたもの。

栗原・大崎・富谷地区は，あらかじめ被害の情報を得た施設ということもあり，全損と判断される
ものが 26.9％，流入管渠の勾配不良 67.3％，スラブの亀裂や浮上 62.2％，槽本体の浮上・沈下・水平
の狂い 43.1％，管接合不良 25.5％，隔壁の亀裂・破損 17.6％などで，全損の割合が高い結果になった。
また，この調査とは別に関係機関からいただいた情報では，最大震度７，最大加速度が 2,933 ガルと
ともに最も高かった栗原市の市町村設置型浄化槽で，約 1,000 基中 160 基程度が要修理施設となってい
たが，その後の 11 条検査の結果，槽本体の破損の割合は１％程度であることが分かっている。
仙台市は，最大震度６強で最大加速度が 1,808 ガルと比較的高く，市町村設置型浄化槽の被害が約 100
基 10.2％，槽本体の入替 26 基 2.7％であった。今回の地震による災害復旧工事において，支柱構造に
切替えて実施した例もあった。
大崎市は，液状化による被害が大きかった水田埋立て地域 480 基中，槽本体の入れ替えとなった施設
23 基 4.8％であったことが報告されている。
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（３）
１）

地震による浄化槽の被害事例
側方流動

側方流動とは，地盤流動現象の一つで，傾斜や段差のある地形で液状化が起きた際に液状化した地盤
が水平方向に移動する現象をいう。
震度７の激しい揺れの栗原市で，台地上に建っていた住宅の周辺が崖側に動いたもので，水平だった
テラス状の地形が傾斜地に変わってしまった結果，浄化槽も流下方向に傾き，揺れの激しさを物語るよ
うに，水平だった地面が５°以上建物と反対側に傾いていた。地盤が動いた原因として，側方流動の可
能性が考えられる。応力が働いた方向や，地表がゆるい傾斜になっている場合などは，地盤に沿って流
動することになるため，地中の構造物に多大な影響を与える場合が多く，浄化槽もこの現象による被害
が各地で確認されている。
周辺地形とともにスラブも動き，槽本体とは別の動きとなったため，槽とスラブの接続部である嵩上
げ部に複雑な力がかかり，激しく破損したと思われる。しかし，槽本体は内部設備や隔壁などに被害は
なく，漏水も確認されなかった。このことから，表層部の地盤が全体的に流動し，それに伴いスラブも
動いたため，嵩上げ部の破損に繋がり，槽本体の揺れはそれほどでもなく，躯体が破損せずに済んだの
ではないかと考えられる。また，この例の場合，流れやすいような地形（一方が崖）になっていること
が，より流動しやすい状況だったと思われる。

移動

側方流動による被害事例
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２） 軟弱地盤
震度６弱だった富谷町で，３方向が崖になっている地形が変形したことによる被害事例である。ここ
は，敷地北側の道路を作る時に削った砂礫層を盛土して宅地を造成したため，表層が軟弱な地盤になっ
ていた可能性がある。実際周辺では，この砂礫層のためかいたるところ道路が陥没していた。
震災時は，建物周辺の地形に３本の亀裂が入り，浄化槽の移動等の大きな被害となった。盛土自体は，
液状化しやすい地盤といわれているが，地下水面が深いためか，液状化現象は認められなかった。しか
し，軟弱地盤だったことで盛土部分に亀裂が入り，崖の地形に沿って流れやすい方向に地盤が動いたと
推測される。その結果，家屋も損壊し，瓦が剥がれ，土台が浮いたという被害が出ていた。建物奥側も
崖になっていることで，軟弱地盤が奥側に向かって割れ，崖側に流れたと考えられる。
地割れが原因で槽本体が移動し，復旧後であるがスラブが 50cm 移動し，放流側の地形も地割れに伴
い，十数 cm ほど沈下した。その結果，放流升ごと沈下したことで，その先の放流升に対して逆勾配と
なり，升に処理水が溜まり配管の２分の１以上の水位になっていた。

N

ブ

ブルルー シー ト
ーシ
ート
崖崩れ

写真５－１－２－２

削っ

て作

った
前

の道

路

通行止め
ブル ーシ

ブル

ート

ーシ
ート

図５-１-２-２の範囲
拡大図の範囲

削っ

て作

った

前の

道路

れ

写真
５－１
－２－２

元の
スラブ
の位置
５０ｃｍ

地
れ

写真
５－１
－２－７

4
3

3
5

建物

地割
れ

水道管

写真
５－１
－２－５

こ の線から 崖
傾斜30度程度

写真
５－１
－２－３

急な斜面

割

れ

放 流 管 外れ
上げ 枡は押
し
られ
る

１

地

急な斜面

この 辺りで
水 道管
漏水
２
流入

５０ｃｍ

割

現在の位置

写真
５－１
－２－４

地

元の位置

割

写真
５－１
－２－６

このライン
まで上がる。
管路水位
7ｃｍ

ブ ルブル
ーシート
ーシ
ート

急な斜面

軟弱地盤による被害事例
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３） 地震の揺れと被害の関係
① 加速度と浄化槽の強度
今回の調査では，最大加速度の方向に対する浄化槽の方向と内部構造の被害が関係に着目し，揺れの
方向（振幅に対して）の面積が大きいほど（短軸方向），内部構造の被害が発生するのではないかと考
えた。また一方で，面積が小さい（長軸方向）場合は，比較的に被害が少ないのではないかと考えた。
実際に，加速度と浄化槽の強度について，水平荷重からみた浄化槽への荷重の掛かり方を計算した。
条件は，埋設部分に地下水（湧水）はないものとし，各メーカーの聞き取り調査を参考に，浄化槽の躯
体の強度を 66.8KN／㎡とし，この数値は長期水平荷重において最深部の４倍の安全率を見込んでいる。
また，水平荷重は地震の最大加速度と土圧から求め，短軸方向と長軸方向に分けて計算している。土圧
に関しては，計算上，埋設深度が深くなるほど，圧力が増加する条件とした。
表中の網掛け部分は，躯体強度を超える荷重がかかった部分である。今回の地震で，計算上の躯体強
度を超える応力は確認できず，過去の地震で応力の数値が超えた内陸地震についても，当時の被害と今
回の被害状況が，ほぼ同等でともに１％程度のため，規模の大きな地震でも躯体に被害が少なく，浄化
槽が地震に強いことを示している。しかし，加速度と被害の関係がはっきりしていないため，今後の調
査研究が望まれるところである。
栗原市築館における水平荷重の東日本大震災と岩手・宮城内陸地震の計算例の比較

短期水平荷重
長期水平荷重

東日本大震災（最大加速度 2,933ガル）

埋設状況

短軸方向にゆれた
場合に掛かる応力
（19.3ＫＮ/㎡）

土圧

深度（ｍ）

（ＫＮ/㎡）

通
常
埋
設

嵩
上
げ
3
0
c
m
埋
設

長軸方向にゆれた
場合に掛かる応力
（46.0ＫＮ/㎡）

岩手・宮城内陸地震（最大加速度 4,033ガル）
短軸方向にゆれた
場合に掛かる応力
（26.5ＫＮ/㎡）

長軸方向にゆれた
場合に掛かる応力
（63.3ＫＮ/㎡）

0

0

19.3

46.0

26.5

63.3

0.2

1.8

21.1

47.8

28.3

65.1

0.4

3.6

22.9

49.6

30.1

66.9

0.6

5.4

24.7

51.4

31.9

68.7

0.8

7.2

26.5

53.2

33.7

70.5

1

9

28.3

55.0

35.5

72.3

1.2

10.8

30.1

56.8

37.3

74.1

1.4

12.6

31.9

58.6

39.1

75.9

1.555

14.0

33.3

60.0

40.5

77.3

0

0

19.3

46.0

26.5

63.3

0.3

2.7

22.0

48.7

29.2

66

0.6

5.4

24.7

51.4

31.9

68.7

0.9

8.1

27.4

54.1

34.6

71.4

1.2

10.8

30.1

56.8

37.3

74.1

1.5

13.5

32.8

59.5

40

76.8

1.8

16.2

35.5

62.2

42.7

79.5

1.855

16.7

36.0

62.7

43.2

80.0

※ 地下水なし・躯体強度が66.8KN/㎡・小型合併窒素除去型７人槽

② 水平荷重（槽本体およびスラブ）比較
荷重がかかる面積の関係上，浄化槽本体とスラブでは，スラブの方が圧倒的に面積が小さいため，ど
の角度でも必然的に応力が大きくなる。スラブ自体が揺れることで，スラブと浄化槽の間には応力の差
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によってねじれが生じ，浄化槽および嵩上げ部に圧力がかかることで損傷するような被害があったので
はないかと考える。また，密な砂で地盤がしっかりしている場合は，長い時間左右に揺られ地盤が締め
固まっていくことで，土の体積が膨張する「土のダイレイタンシー現象」が起きた結果，土圧が変化し
躯体にかかる圧力も増加することで損傷するような被害があったのではないかと考えたが，明確な答え
を導き出すことはできなかった。
浄化槽に被害をもたらすのは，単純に加速度の大きさだけではなく，方向や浄化槽の向き，周辺地盤
の状況にカギがあるように考えられる。
各地域の水平荷重（槽本体およびスラブ）比較
槽 本 体 短 期 水 平 荷 重
地 域

ス ラブの 短 期 水 平 荷 重

短 軸 方 向 か ら の 応 力
Ｋ Ｎ /㎡

長 軸 方 向 か ら の 応 力
Ｋ Ｎ /㎡

短 軸 方 向 か ら の 応 力
Ｋ Ｎ /㎡

長 軸 方 向 か ら の 応 力
Ｋ Ｎ /㎡

栗 原

1 9 .3

4 6 .0

2 7 4 .5

4 9 9 .1

大 崎

3 .8

9 .2

5 4 .8

9 9 .7

仙 台

1 1 .9

2 8 .4

1 6 9 .2

3 0 7 .6

大 和

3 .6

8 .7

5 1 .8

9 4 .1

気 仙 沼

2 .8

6 .8

4 0 .3

7 3 .3

内 陸 地 震
栗 原

2 6 .5

6 3 .3

3 7 7 .4

6 8 6 .2

③ 土のダイレイタンシー現象
密な砂で地盤がしっかりしている場合は，長い時間
揺れた地盤がより締め固まっていくことで，ひずみが
生じて土の体積が膨張することを，土のダイレイタン
シー現象という。
地震の揺れにより地盤が締め固められる過程で，土
のダイレイタンシー現象が起きたことで，浄化槽の破
損に繋がったのではないかと考えられる。この現象が
起きた地盤は，ますます強くなり，硬くなる性質があ
る。この事例は，本震時に周辺地形が沈下し，スラブ
と地面の間に隙間ができたが，液状化は認められず，

15cm

土のダイレイタンシー現象による被害事例
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長い揺れにより地面がより締め固められた結果と推測される。
④ 加速度と浄化槽の設置方向（長軸方向に加速度が交差）
浄化槽にかかる最大加速度の方向と浄化槽の設置方向が被害に関係していたと考えられる。同じ条件
でも，浄化槽の被害状況に差があったため，同じ事例をいくつも検証し，浄化槽に係るモーメント等も
細かく分析し解明することが，今後の課題である。
（ア） 富谷町の被害事例
この地域は，地盤が比較的揺れにくいため，浄化槽の動きが小さく，さらに短軸方向に揺れたという
共通点があった。浄化槽内部の損傷が著しく，一次・二次処理槽の隔壁も割れ，濾材が浮上し，躯体の
変形により送気管が破損しエアが漏れ，ばっ気停止状況であったが，現在新しい浄化槽を入れ替えて使
用している。

N
５００超
700超

上
216

整理番号 549
震度5.5
下
N-S E-W U-D 3成分
450 548 216 553
富谷町

富谷町の被害事例

（イ） 気仙沼市の被害事例
この地域は，計測された加速度も小さく，より揺れにくい地域である。浄化槽の上部および周りがコ
ンクリートで施工され周辺地形に変化がなく，槽本体も浮上していない状況であった。しかし，一次処
理槽が漏水し，躯体の変形に伴い散気管が変形，浄化槽内部の隔壁も湾曲している状態であった。これ
は，浄化槽上部が動かないため，コンクリート下の浄化槽本体が激しく揺れたことにより，躯体の変形
や内部が破損したものの，隔壁が躯体の強度を補ったため，被害もある程度抑えられたと考えられる。
他方で確かな原因は特定できないが，両側から荷重がかかったことと「スロッシング現象」による影響
があったと考えられる。
消毒槽も破損し，仮に漏水していなくても正常水位が保てず，処理水も正常に消毒できない状態であ
ったが，昨年度の法定検査時には修理が完了し，そのまま浄化槽を使用していた。
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N

上
258

600超
４００超

整理番号 163
502
震度5.8
下
N-S E-W U-D 3成分
412 426 258
431
気仙沼市

気仙沼市の被害事例

４）
①

液状化現象
液状化現象による浄化槽の浮力計算例

液状化した水砂の比重を 1,880kg/ｍ3 とした時，一般的な浄化槽の重量で計算した浮力は，表中④の
値となった。計算上，浄化槽プラス一般的なスラブの重量では，浮上を防止することができない。液状
化した場合，ほぼ浄化槽が浮上する結果になる。
また，浮力計算から浮上を防止するには，通常施工時で，スラブの厚さ 60cm 程度を要する計算結果
となるため現実的ではない。浄化槽本体の浮上防止に関する新たな施工方法を検討する必要がある。
液状化現象による浄化槽の浮力計算例

型

ＣＥ-５型

式
通常施工

ＣＲＸ-７型[L.W.L]
支柱構造

通常施工

支柱構造

施工方法
嵩上げなし 嵩上げ30 ｃｍ 嵩上げなし 嵩上げ3 0 ｃｍ 嵩上げなし 嵩上げ3 0ｃｍ 嵩上げなし 嵩上げ3 0ｃｍ
①浄化槽の容量（水量+空間） [ｍ 3 ]

2.812

2.955

2.812

4.104

6.154

6.416

7.762

8.062

②浮力（ ①×液状化水砂の比重 ※ ） [㎏]

5,287

5,555

7,377

7,716

11,570

12,062

14,593

15,157

③荷重（ 槽本体+ 水+ スラブ重量） [㎏]

2,742

2,742

6,577

6,668

4,897

4,897

10,457

10,538

2,545

2,813

800

1,048

6,673

7,165

4,136

4,619

3,044

3,312

2466

2,714

7,506

7,998

6,670

7,153

60

67

30

33

90

96

53

57

④浮上す る力（ ②- ③）[㎏]
浮上防止のために必要なスラブの重量[㎏]
おおよ そのスラブの厚さ[ｃm]
3

※液状化した水砂の比重：1,880kg/ｍ
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② 宮城県の地盤マップと液状化マップ
地盤マップは，濃紺で示したところが，揺れにくい地盤の強固な地域になっている。また，オレンジ
や赤で示されているところは，揺れやすい地域となっている。一方の液状化マップは，赤が極めて液状
化しやすい地域になっている。
地盤マップと液状化マップを比べると，だいたい揺れやすい場所と液状化しやすい地域が重なってい
ることが分かる。

出典：建築知識（2011年５月号付録），地域の危険度を知ろう！危ない！
[軟らかな地盤] 全国マップ東日本編，㈱エクスナレッジ

液状化危険度判定結果（宮城県沖地震（連動））

地盤マップ

③

液状化マップ

液状化現象による被害事例
浄化槽の埋戻し部分の液状化現象により，浄化槽本体が浮上する事例が多く確認されている。これは，

地盤の強度に関係なく，浄化槽の埋戻し材料の問題であると考えられる。
特に，浄化槽の設置場所が，地下水位の高い所で，埋戻した材料が液状化している傾向が見られる。
ただし，本体が浮上しても槽内部の損傷が少なく，流入及び放流管の接合部の補修により，再設置が可
能な浄化槽が多かった。このことから，流入および放流管の接合部をフレキシブルな構造にするととも
に，今後の液状化対策として，液状化しにくい埋戻し材料の検討が必要である。

放流側

埋め戻し部液状化の被害事例
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（４）

津波による浄化槽の被害事例

今回の浄化槽被害状況緊急調査から，建物の被害状況については，津波の浸水高さが２ｍのラインで
左右されていることがわかった。
浄化槽が津波により被災した場合，浸水した浄化槽の汚泥処理について，土砂，ヘドロ，瓦礫，塩分
を含んだ汚泥処理等の問題を解決する必要がある。
①

細い隙間から早い流速で押し寄せた津波による被害事例
細い隙間から速い流速で津波が押し寄せたため，家の間で活発な乱流が起き，浄化槽の周辺が削り取

られ，スラブ周辺や地面が 30cm ほど削り取られている。
放流側から押し寄せた津波も，家の間で乱流に変化し，浄化槽の周辺の土砂が流され，管路がむき出
しになっている。
津波による乱流の影響は，近くに設置されていた送風機にもおよび，送風機自体も流失し送気管は途
中から折れている。細い隙間に入ってきた津波は，一時的に速度が上がり流れる強さも増加したことで，
コンクリートの升を破壊するだけの力を得たと思われる。
沿岸部の集落では，同じような事例が多数確認され，まさに津波のつめ跡が刻まれた結果であった。

この隙間から
水が来た。向
こう側の道路
を駆け上がっ
て来た。

高さはこ
の位置
１．５ｍ位
だが流速
が速く水
平ではな
い

放流側

管が押されて突き
出している。管の
接続部分の左側
と下に亀裂
送風機が
流され散気
管の途中
から折れて
いる

細い隙間から早い流速で押し寄せた津波による被害事例
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② 瓦礫や土砂が浄化槽に流入した被害事例（津波の高さ２ｍ以上）
木造家屋では，全面破壊が起きるとされている２ｍ前後の津波により浸水した地区で，調査時は，家
の中にも泥や瓦礫が多量に残ったままの状態であった。浄化槽の蓋が流され，仮蓋で安全対策をしてい
る。また，かなりの瓦礫を撤去した後であったが，やっと水面が見える程度となっている状況で，津波
により大量の瓦礫や土砂が流入したことが確認できた。
外壁が壊れ，送風機用のコンセントが壊れ，送気管もむき出しのためか，折れて破損し送風機自体も
流失しているが，幸いにも浄化槽の損傷はなく今後も使用可能であった。

津波の浸水痕跡
は2.08ｍ

津波の跡
208ｃｍ

マンホール蓋
が流され仮蓋
をしている

瓦礫や土砂が浄化槽に流入した被害事例

平野部で流速が速い津波による被害事例

③

津波により浸水した高さは，1.5ｍ前後と前の事例より低い浸水地区で，流速が速い津波に侵食され，
送風機も流出し，コンセントカバーごと引きちぎられたような形跡が家屋の外壁に残っている。さらに，
浄化槽内部に土砂の堆積が認められ，浄化槽の蓋も外れ流失していた。

平野部で流速が速い津波による被害事例１
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平野部で流速が速い津波による被害事例２

平野部で津波の高さ１ｍ以下の津波による被害事例

④

送風機は水没して故障している状態であったが，浄化槽本体に異常はない。隔壁の上部に付着した土
砂混入の痕跡は，量も少ないため，放流側からの逆流等により，浄化槽の一部入り込んだものと推測さ
れる。点検口の蓋もロックされていたため，流失を防ぐことができた。このように，保守点検時に点検
口の蓋をロックすることで，最小限の被害に食い止めることができる。

津波の跡

72ｃｍ

土砂流入の痕跡

土砂流入の痕跡

平野部で津波の高さ１ｍ以下の津波による被害事例
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液状化現象と津波による二重被害事例

⑤

津波による平野部の建物全壊地区で，津波だけで浄化槽本体が掘り起こされた可能性は少ない。この
ため，地震の揺れによる液状化現象により，浄化槽が浮上し津波により流出した二重被害によるもので
はないかと考えられる。
躯体の破損が著しく，今回の津波は，想像をはるかに上回る大きさと強さであったため，このような
結果を招いたと推測している。

底に穴が開いている

液状化現象と津波による二重被害事例
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３

平成 23 年度東日本大震災浄化槽被害状況緊急調査（環境省まとめ抜粋）
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４

東日本大震災による仙台市公管理浄化槽の被害対応状況
協同組合仙台浄化槽センター

被災状況
2011.３.11 に発生した東日本大震災による被害基数は，４.15 時点において
（平成 22 年度末の設置基数 1,155 基）
◎ 地震により使用不能となったもの：26 基
◇ 槽本体が地盤の液状化により浮上したもの：22 基
◇ 槽本体が液状化により浮上並びに破損したもの：４基
◎ 修繕を要する被害を受けたもの：72 基
◇ 本体・上部スラブ周りに被害があったもの：52 基
◇ 排水管・桝に被害があったもの：12 基
◇ ブロワの水没・エア配管に被害があったもの：８基
被災対応状況
３．11 地震発生
３．12 使用者からの連絡により浄化槽２基を調査。浮上・転倒確認
３．14 協同組合仙台浄化槽センターへ全基被害調査を依頼
３．16 職員による電話調査開始
３．22 電話調査の結果を基に現地調査開始
３．24 電話調査終了。この時点で使用不能浄化槽 15 基確認
３．28 緊急修繕工事指示により，使用不能浄化槽の修繕依頼
４．11 全基被害調査終了
４．15 この時点で使用不能浄化槽 26 基を確認
その他，軽微な修繕 72 基も含め，順次復旧を進める。

液状化による浄化槽本体の浮上事例１
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度重なる余震により，４.11 の被害調査終了後においても被害が発生したため，最終的な被害件数
は，浄化槽本体の入れ替え及び本体と流入管・放流管の接続箇所の破損・エア管等合せると百数十件
となりました。市当局の修繕指示に従い軽微な修繕については，協同組合仙台浄化槽センターが請負
をしました。
平成 23 年度及び平成 24 年度における浄化槽法 11 条検査結果は下記のとおりでありました。
平成 23 年度 11 条検査結果
適

正

： 82％台

おおむね適正： 14％台(震災の影響あり)
不 適 正 ： ２％台( 同 上 )
平均ＢＯＤ ： 13mg/台
平成 24 年度 11 条検査結果
適

正 ： 84％台

おおむね適正： 13％台
不 適 正 ： １％台
平均ＢＯＤ ： 13mg/台
最後に，今回の震災では，全国の関連団体並びに同業者をはじめ多くの方々より心温まるご支援・
ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
申し遅れましたが，協同組合仙台浄化槽センターは，21 社の組合員で組織しており，公管理浄化槽
の保守管理業務を受託し水環境保全に取り組んでおります。

液状化による浄化槽本体の浮上事例２
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５．ごみ・し尿処理施設の被害
ごみ・し尿処理施設の被害状況
団体名

施設名
今泉工場

停止理由

被害有 運転停止
○

○

停止期間

４月11日現在稼動中

３月11日～17日
３月11日～17日

葛岡工場

○

○

運営上困っていること

４月７日の余震の影響：発生後，

４月11日現在稼動中

全炉緊急停止，４月８日午前中に全炉

立ち上げ時の燃料（A重
油）の確保，薬剤（塩酸・
苛性ソーダ・塩化第二鉄・
次亜塩素酸ナトリウム等）
の入手

通常運転移行
停止中
松森工場

○

○

３月11日～４月中

ごみクレーン脱輪

４月７日の余震の影響：室内停電，外壁

蒸気系統配管

脱落，各種配管は段

４月11日現在稼動中
松森資源
化センター

仙台市

○

○

３月11日～28日

ペットボトルプレス機損傷

４月７日の余震の影響：施設内停電，

建築土木設備損傷

水道漏水，シャッターはずれ

葛岡資源
化センター

○

○

４月11日現在稼動中

葛岡粗大
ごみ処理
施設

○

○

４月11日現在稼動中

今泉粗大
ごみ処理
施設

○

○

４月11日現在稼動中

石積埋立
処分場

－

○

４月11日現在稼動中

立ち上げ時の燃料（都市
ガス，灯油）の確保，薬剤
（塩酸・苛性ソーダ・塩化
第二鉄・次亜塩素酸ナトリ
ウム等）の入手

３月11日～28日

－

－

３月11日～29日
４月７日の余震の影響：粒度選別機損傷

一部震災可燃ごみのみ受
け入れ

３月11日～29日
３月11日～17日
４月７日の余震の影響：施設内停電，

－

復旧済み
延寿埋立
処分場

－

－

既使用停止施設

－

－

森郷埋立
処分場跡
地排水処
理施設

－

－

既使用停止施設

－

－

堆肥化セ
ンター

○

○

停止中

３月11日～未定

電気設備，吸排気系統ダクト損傷

４月７日の余震の影響：地盤沈下拡大

－

地盤沈下

気仙沼市

宮城東部
衛生処理
組合

ペット斎場

○

○

南蒲生環
境センター

○

○

葛岡リサイ
クルプラザ

○

○

今泉リサイ
クルプラザ

○

○

ごみ焼却場

○

○

粗大ごみ
処理場

○

○

し尿処理場

○

○

最終処分
場（大森，
唐桑，本
吉）
３か所

○

○

ごみ焼却場

○

○

粗大ごみ
処理施設

○

－

４月11日現在一部稼動中
炉内耐火物，排煙ダクト，土木損傷
停止中

３月11日～27日
３月28日～一部稼動
３月11日～

津波により全壊
停止中

３月11日～

地盤沈下

復旧工事中（４月中完了予定）

停止中

３月11日～

被害軽微

－

－

－

－

３月11日～23日
地震及び津波の影響により，施設
全部が停電

３月11日～停電により停止中
３月11日～17日

粗大ごみ処理場及び最終
処分場（大森，唐桑，本
吉）３か所が未だ停電中
で，施設停止状態にある

３月11日～停電により停止中

工業用水の配管が破損，供給停止
－

- 41 -

３月11日～25日

－

－

－

第二章 東日本大震災に よる被害
団体名

石巻地区
広域行政
事務組合

施設名

石巻広域
東部衛生
センター
（し尿処理
施設）

○

○

石巻広域
クリーンセ
ンター（ご
み処理施
設）

○

○

大崎広域
リサイクル
センター

○

大崎広域
一般廃棄
物最終処
分場（最終
処分場）
大崎広域
一ノ谷ク
リーンパー
ク（最終処
分場）

大崎広域
行政事務
組合

停止理由

被害有 運転停止

ライフライン（電気・水道）寸断による

停止期間

運営上困っていること

３月11日～20日

現在の状況（４月４日）本
格稼動中（電気３月21日
復旧，水道４月３日復旧，
仮復旧工事せず），現在
の状況（４月４日）本格稼
動中（電気３月21日復旧，
水道３月28日復旧，仮復
旧工事４月４日）

３月11日～現在に至る
（平成23年７月中旬復旧予定）

電気，水道復旧未定，現
在の状況（４月４日）運転
停止

ライフライン（電気・水道）寸断による
大津波による地下室及び１階部の
水没のため設備損傷
○

停電，復電後に運転

３月11日～15日

－

３月11日～

－

３月11日～

－

－

－

防水シート内部の土が崩落
○

－

現在の埋立位置に影響はないが
修繕が必要
市道埋設の放流管が破損，

○

○

現在修理中
埋立は行っている

大崎広域
最終処理
センター
（最終処分
場）

○

大崎広域
環境美化
センター
（最終処分
場）

－

－

－

六の国汚
泥再生処
理センター

○

○

停電，復電後に運転

３月11日～17日

－

大崎広域
中央薬師
衛生セン
ター

○

○

薬品漏れあり，修理し復電後に運転

３月11日～18日

－

大崎広域
中央桜ノ
目衛生セ
ンター

○

○

３月11日～15日

－

３月11日～

再稼動が可能になればA
重油が必要になり，今の
ところ入手が困難である

３月11日～15日

－

３月11日～15日

－

３月11日～21日

－

３月11日～17日

焼却施設用の重油，ごみ
収集運搬用経由・重油及
びガソリンの不足，修繕予
定業者（沿岸部）の工場が
津波に破壊され事務所及
び工場としての機能が果
たしておらず電話回線も
不通，連絡取れず

－

－

水処理施設の機器類が破損，
○

現在修理中
埋立は行っている

建屋，配管の破損あり，
修理し復電後に運転
新施設への移行時期であり，

大崎広域
東部衛生
センター

○

○

一部清掃を行っていた
復電後，配管の破損を修繕し再稼動
を行う準備中

大崎広域
西部玉造
クリーンセ
ンター
大崎広域
中央クリー
ンセンター
大崎広域
東部クリー
ンセンター

登米市

登米市ク
リーンセン
ター

亘理名取
共立衛生
処理組合

名亘浄化
センター
（し尿処理
場）

○

○

大きな破損なし，復電後に運転

プラント機器類の破損箇所があるが
○

○

運転に差支えない最低限の復旧を
行い，復電後に運転開始
煙突，火格子冷却系等が破損，18日

○

○

未明復電し応急処置をしながら21日
より試運転，その後通常運転

（○）

○

○

停電，断水のため

津波により全壊より全壊
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６．下水道の被害
１

宮城県の下水道被害

宮城の流域下水道
７流域

鳴瀬川流域下水道
吉田川流域下水道

・迫川流域下水道
・北上川下流東部流域下水道
・北上川下流流域下水道
・鳴瀬川流域下水道
・吉田川流域下水道
・仙塩流域下水道
・阿武隈川流域下水道

中南部下水道事務所
流域関連市町村
仙塩流域下水道
阿武隈川流域下水道

鳴瀬川流域
・大崎市・美里町
吉田川流域
・大和町・富谷町・大郷町・大衡村
仙塩流域
・仙台市・塩釜市・多賀城市・七ヶ浜町・利府町
阿武隈川流域
・仙台市・白石市・名取市・角田市・岩沼市
・蔵王町・大河原町・村田町・柴田町・丸森町
・亘理町

２１市町村
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経 緯
昭和４８年３月
昭和４７年度
昭和５３年６月
昭和５７年４月

下水道法事業認可
事業着手（東北地方初の流域下水道）
供用開始（塩竈市、多賀城市の一部）
全市町で供用開始

仙塩浄化センター

汚泥処理施設
砂押川

砂押

貞山

運

河

水処理施設
管理棟

送風機棟
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旧
砂
押

川
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管理棟３階から撮影
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水処理施設

水処理施設（機能停止、土砂堆積）

最初沈殿池

反応タンク

最終沈殿池

水処理施設被災状況
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水処理施設（機能停止、土砂堆積）

最初沈殿池
ろ過施設 設備冠水

反応タンク
送風機棟
ブロアー設備

最初沈殿池 設備冠水

最終沈殿池 設備冠水

汚泥焼却施設（ファン設備）
管廊水没状況（管廊入口）

管廊内設備水没

管廊内設備水没

管廊内設備水没
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復 旧 方 針
汚水処理の継続性を確保する観点から、復旧は段階的復旧を進める。

STEP１ 【初期対応期】
発災直後～平成２３年６月

STEP２ 【水質改善期Ⅰ】
平成２３年６月
～ 平成２４年４月

・居住空間からの確実な汚水の排除（溢水対応等）
・危険な状態の施設の応急対応（突出人孔切り下げ等）
・施設復旧の準備（瓦礫撤去、堆積土砂、汚泥撤去）

・水処理機能を「沈殿処理」から「簡易曝気処理」に向上
・汚泥処理を開始（応急設備）

STEP３ 【水質改善期Ⅱ】
平成２４年４月
～ 平成２４年１２月

・水処理機能を段階的に生物処理に復旧

STEP４ 【完全復旧期】
平成２５年３月まで

・全ての施設を完全復旧
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堆積土砂撤去（地下管廊）

堆積土砂撤去（汚泥処理棟内）

瓦礫撤去

堆積土砂撤去（場内道路）

STEP２ 【水質改善期Ⅰ】
平成２３年６月
～ 平成２４年３月

送気管設置（仮配管）

・水処理機能を「沈殿処理」から「簡易曝気処理」に向上
・汚泥処理を開始（応急設備）

簡易ブロア（仮設）

簡易曝気開始
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STEP３ 【水質改善期Ⅱ】
平成２４年 ４月
～ 平成２４年１２月

・水処理機能を段階的に生物処理に復旧

第４系列
第３系列
送風機棟
第２系列
第１系列

第４系列

本復旧工事

第３系列

生物処理開始準備

第２系列

生物処理開始

第１系列

本復旧工事
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送風機棟

第二章 東日本大震災に よる被害

第４系列

生物処理開始

第３系列

生物処理開始

第２系列

生物処理開始

第１系列

生物処理開始

平成24年12月まで復旧完了
平成25年3月まで復旧完了
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送風機棟

第二章 東日本大震災に よる被害

２

仙台市の下水道（農業集落排水施設および浄化槽を含む）被害
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第三章東日本大震災による震災廃棄物処理
１．宮城県の震災廃棄物処理
１

現状
災害廃棄物等の処理状況（環境省公表資料より(平成24年11日30日現在)）

・

一部浸水等により重機が入れない箇所等を除き，散乱したがれき類の撤去はほぼ終了。

・

現在は，家屋等解体に伴うがれきや海中から引き揚げられたがれき類の搬入が主体。
家屋解体に関してはその数が膨大なこと，集団移転や復興計画との調整に時間を要すること等

→

から，解体には少なくとも平成 24 年度いっぱいかかる見通し。
・

特に県東部から北部にかけては，平地が少なく，一次仮置き場の絶対的な容量不足の状態にある。
①学校や応急仮設住宅など、生活空間に近い場所にも仮置き場を求めざるを得ない状況。
②がれきが堆く積まれ，自然発火による火災やハエ等の衛生害虫の発生，悪臭等が懸念される。

２

宮城県における災害廃棄物の処理スキーム

・

膨大な災害廃棄物等の発生量

・

沿岸市町の行政機能へのダメージが甚大
→ 災害廃棄物処理の一部について，宮城県が沿岸12市町から委託を受けて，ブロック毎に処理。
（仙台市・松島町・利府町・内陸市町村は独自処理）
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・ 膨大な廃棄物を効率よく処理するため，ブロック（処理区）別にプロポーザル方式で一括発注。
・

業務受託者は３社以上の業者で構成される特定業務共同企業体（特定ＪＶ）。
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３

災害廃棄物の処理スケジュール

・ 国及び宮城県では，発災後３年以内（平成２６年３月）の処理完了を目標に，概ね以下のようなス
ケジュールで処理を進めている。

４

各ブロックの現状

(１) 石巻ブロック
平成 23 年９月議会の議決を経て施設設置に着手。造成工事及び施設の設置工事が完了し，本格
稼働している。
（破砕選別ヤード）
○

選別ライン（粗破砕機，一次ふるい機，ﾊﾝﾏｰｼｭﾚｯﾀﾞｰ，二次ふるい機，風力選別機，手選別
ライン）
17,142.72t/日（24 時間）７月より全系列稼働開始，９月より稼働時間を 24 時間に延長

○

木くず破砕施設
504t/日（12 時間） ７月より稼働開始

○

コンクリートくず破砕施設
4,032t/日（12 時間） ７月より稼働開始

○

津波堆積物等洗浄改質設備（細粒分洗浄設備，津波堆積物洗浄設備，津波堆積物改質設備）
洗浄設備：17,200t/日（24 時間）７月より全施設稼働開始，９月より稼働時間を 24 時間
に延長
改質設備：15,840t/日（24 時間）７月より全施設稼働開始，９月より稼働時間を 24 時間
に延長

（焼却ヤード）
○

焼却施設 1,588.5t/日【ﾛｰﾀﾘｰｷﾙﾝ 300t/日×２基，ｽﾄｰｶ 329.5t/日×３基】

（災害廃棄物の性状を踏まえ，9 月よりｽﾄｰｶへの可燃物投入量を 300t/日から 329.5t/日に変更）
ﾛｰﾀﾘｰｷﾙﾝ１号炉 ５月に火入れ，６月より本格稼働
ﾛｰﾀﾘｰｷﾙﾝ２号炉 ６月に火入れ，８月より本格稼働
ｽﾄｰｶ１～２号炉 ７月に火入れ，９月より本格稼働
ｽﾄｰｶ３号炉 ６月に火入れ，９月より本格稼働
（処理状況）
○

主な処理の状況
可燃物の焼却処理量

約 102 千ｔ

可燃物の焼却処理委託量

約 51 千ｔ

焼却灰の埋立処分量

約 18 千ｔ

コンクリートくず破砕処理量

約 379 千ｔ
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木くずの再生利用（別途発注分を含む）

約 61 千ｔ

土砂・汚泥処理量

約 30 千ｔ

金属売却量

約 17 千ｔ

破砕選別設備(全景)

(２)

焼却設備(全景)

亘理名取ブロック
平成 23 年９月議会の議決を経て業務に着手。造成工事及び施設の設置工事が完了し，４つの処

理区全てで本格稼働している。
①

名取地区

（破砕選別ヤード）
○

選別ライン（粗破砕機，風力・手選別ライン）
280t/日

○

木くず破砕施設（木チップ破砕機，木チップ選別機）
150t/日

○

７月より稼働開始

コンクリートくず破砕施設
400t/日

○

５月より稼働開始

５月より稼働開始

津波堆積物分級設備（トロルメル，振動スクリーン）
400t/日

５月より設稼働開始

（焼却ヤード）
○

焼却施設 190t/日【ｽﾄｰｶ 95t/日×２基】
１号炉 ３月に火入れ，５月より本格稼働
２号炉 ５月に火入れ，６月より本格稼働

（処理状況）
○

主な処理の状況
可燃物の焼却処理量

約 21 千ｔ

焼却灰の造粒固化量

約 8 千ｔ

コンクリートくず破砕処理量

約 32 千ｔ

混合廃棄物等の土砂分級量

約 61 千ｔ

金属売却量

約 7 千ｔ

木くず破砕・搬出量

約 3 千ｔ
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破砕選別ヤードの状況

②

焼却ヤードの状況

岩沼地区

（破砕選別ヤード）
○

選別ライン（重機選別，分級機，人力床選別，手選別ライン）
400t/日

○

可燃物破砕施設
200t/日

○

４月より稼働開始

コンクリートくず破砕施設
1,000t/日

○

４月より稼働開始

１月より稼働開始

津波堆積物分級設備（トロルメル，振動スクリーン）
2,000t/日

１月より設稼働開始

（焼却ヤード）
○

焼却施設 195t/日【ｽﾄｰｶ 50t/日×２基，ﾛｰﾀﾘｰｷﾙﾝ 95t/日×１基】
１～３号炉 ４月に火入れ，６月より本格稼働

（処理状況）
○

一次仮置き場から二次仮置き場への運搬を完了

○

８月下旬より主灰の造粒固化処理を開始

○

主な処理の状況
可燃物の焼却処理量

約 18 千ｔ

焼却灰の造粒固化量

約 5 千ｔ

コンクリートくず破砕量

約 119 千ｔ

金属売却量

約 7 千ｔ

木くず搬出量

約 3 千ｔ

廃タイヤ搬出量

約 2 千ｔ

津波堆積物等の土砂分級量

約 162 千ｔ

選別ヤードの状況

焼却ヤードの状況
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③ 亘理地区
（破砕選別ヤード）
○

選別ライン（トロンメル，粗破砕機，風力付き比重差選別機，手選別ライン，細粒物破砕機，
風力選別機，比重差選別機）
1,000t/日

５月より全施設稼働開始

○ 木くず破砕施設（粗破砕機，選別スクリーン）
500t/日
○

コンクリートくず破砕施設
1,000t/日

○

４月より稼働開始
４月より稼働開始

津波堆積物分級設備（トロルメル，振動スクリーン）
2,000t/日

４月より設稼働開始

（焼却ヤード）
○

焼却施設 525t/日【ﾁｪｰﾝｽﾄｰｶ 105t/日×５基】
１～３号炉 ３月に火入れ，４月より本格稼働
４，５号炉 ５月に火入れ，６月より本格稼働

（処理状況）
○ ８月９日より石巻ブロックの災害廃棄物（混合廃棄物）を受け入れ（累計約 29 千ｔ）
○

主な処理の状況
可燃物の焼却処理量

約 69 千ｔ

焼却灰の造粒固化量

約 17 千ｔ

コンクリートくず破砕量

約 68 千ｔ

金属売却量

約 3 千ｔ

木くず搬出量

約 1 千ｔ

津波堆積物等の土砂分級量

約 174 千ｔ

津波堆積物の処理状況

④

アップサイクルブロックの盛土実験状況

山元地区

（破砕選別ヤード）
○

選別ライン（粗破砕機，トロンメル，手選別ライン）
620t/日

○

木くず破砕施設
420t/日

○

６月より全施設稼働開始
５月より稼働開始

コンクリートくず破砕施設
600t/日

５月より稼働開始
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○

津波堆積物分級設備（振動選別機，手選別ライン）
６月より設稼働開始

1,800t/日
（焼却ヤード）
○

焼却施設 309.5t/日【ﾛｰﾀﾘｰｷﾙﾝ 200t/日×１基，ｽﾄｰｶ 109.5t/日×１基】
ﾛｰﾀﾘｰｷﾙﾝ
ｽﾄｰｶ

４月に火入れ，５月より本格稼働

６月に火入れ，７月より本格稼働

（処理状況）
○

主な処理の状況
可燃物の焼却処理量

約 43 千ｔ

焼却灰の造粒固化量

約 9 千ｔ

コンクリートくず破砕処理量

約 82 千ｔ

金属売却量

約 5 千ｔ

津波堆積物等の分級土砂量

約 161 千ｔ

コンクリート，粗大，混合ごみヤードの状況

焼却ヤードの状況

(３) 宮城東部ブロック
平成 23 年 11 月議会の議決を経て造成工事及び施設の設置工事を進め，一部施設を除き全面稼動
している。
（破砕選別ヤード）
○

選別ライン（粗大ごみ破砕，粗大混合ごみ破砕・選別）
425t/日

８月より稼働開始

○ 木くず破砕施設
109t/日

７月より稼働開始

○ 津波堆積物分級設備（湿式トロルメル，破砕機，脱水機）
263t/日

８月より設稼働開始

（焼却ヤード）
○ 焼却能力 320t/日【ﾛｰﾀﾘｰｷﾙﾝ 210t/日，ｽﾄｰｶ 110t/日】
ｽﾄｰｶ ７月に火入れ，10 月より本格稼働
ﾛｰﾀﾘｰｷﾙﾝ ８月に火入れ，11 月より本格稼働
○

造粒固化設備及び貯留設備設置中

（処理状況）
○

主な処理の状況
可燃物の焼却処理量

約 14 千ｔ
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焼却灰の埋立処分量

約 0.5 千ｔ

木くず処理・搬出量

約 11 千ｔ

金属売却量

約 0.7 千ｔ

選別ヤードでの重機選別状況

焼却灰(飛灰)の搬出状況

(４) 気仙沼ブロック
市町ごとに２処理区とし，気仙沼市２か所，南三陸町１か所に二次仮置き場を設置することとし，
本契約後，関係法令の手続き，造成工事に着手している。
① 南三陸地区
平成 24 年２月議会の議決を経て造成工事及び施設の設置工事を進め，一部施設は稼働を始めて
おり，引き続き全面稼動に向け整備中。
（破砕選別ヤード）
○ 選別ライン（可燃物破砕，不燃物破砕）
665t/日（14 時間稼働）

９月より稼働開始

○ 木くず破砕施設
462t/日（14 時間稼働）

９月より稼働開始

○ コンクリートくず破砕施設
解体工事現場 : 3,451.7t/日（７時間稼働，14 時間稼働） ６月より稼働開始
二次仮置き場 : 1,717.8t/日（14 時間稼働）
○ 津波堆積物分級設備（解泥機，脱水機）
137t/日（14 時間稼働）

９月より設稼働開始

（焼却ヤード）
○ 焼却能力 285t/日【ｽﾄｰｶ 95t/日×３基】
１～３号炉 ９月に火入れ（試験点火），試験燃焼中
（処理状況）
○ 主な処理の状況
可燃物の焼却処理量

約 6 千ｔ

コンクリートくず破砕処理量

約 2 千ｔ

不燃物の造粒固化処理量

約 1.5 千ｔ

津波堆積物等の分級土砂量

約 0.4 千ｔ
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９月より稼働開始

第三章 東日本大震災に よる震災廃棄物処理

焼却ヤードの状況

手選別の状況

② 気仙沼地区
平成 24 年５月臨時議会の議決を経て造成工事及び施設の設置工事を進めている。
（破砕選別ヤード）
○ 選別ライン（粗大・混合物破砕）
階上地区 :

150t/日

11 月より稼働開始

小泉地区 :

150t/日

平成 25 年１月より稼働開始予定

○ 木くず破砕施設
階上地区 :

900t/日（一次破砕・二次破砕）

小泉地区 :

300t/日

12 月より稼働開始

平成 25 年１月より稼働開始予定

○ コンクリートくず破砕施設
階上地区 : 1,000t/日

９月より稼働開始

小泉地区 :

平成 25 年１月より稼働開始予定

400t/日

○ 津波堆積物分級設備（解泥機，脱水機）
階上地区 :

100t/日

小泉地区 : 1,500t/日

平成 25 年２月より稼働開始予定
12 月より稼働開始予定

（焼却ヤード）
○ 焼却能力 700t/日【ｽﾄｰｶ 200t/日×２基，ﾛｰﾀﾘｰｷﾙﾝ 200t/日×１基，100 t/日×１基】
階上地区 : ｽﾄｰｶ・ﾛｰﾀﾘｰｷﾙﾝ（計 400 t/日）

12 月より稼働開始予定

小泉地区 : ｽﾄｰｶ・ﾛｰﾀﾘｰｷﾙﾝ（計 300 t/日）

平成 25 年１月より稼働開始予定

（処理状況）
○ 主な処理の状況
コンクリートくず破砕処理量
金属売却量

約 25 千ｔ
約 0.2 千ｔ

階上地区 : コンクリートくずの破砕状況

小泉地区 : 仮設焼却炉の施工状況
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５

県処理受託分の進捗状況（平成 24 年 11 月 30 日）
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２．仙台市の震災廃棄物処理

仙台市の震災廃棄物等の処理状況について

津波堆積物の処理状況

石巻ブロックのがれき受入れ状況

コンクリートくずの処理状況

仙台市環境局震災廃棄物対策室
室長 相沢 政宏
１．被害状況
仙台平野を襲う大津波（第1波）
平成23年3月31日
道路啓開後積み上げられた津波漂着がれき

浸水世帯8,086
世帯，浸水面積4,633
4,633ha
ha
浸水世帯8,086世帯，浸水面積
丘陵部の宅地被害（5,080
箇所）
丘陵部の宅地被害（5,080箇所）
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【津波漂着がれきの性状・処理困難性】
・がれきと土砂が混合し選別が困難
・通常のごみ収集車（ごみ収集業者）では収集不可
・土砂が燃焼しないため，燃料（助燃材）を多量に
消費し焼却灰が多量に発生
・所在不明のがれきが多量に発生し，
思い出の品等も混入し撤去作業に支障が生じた
・がれきとほぼ同量で大量の土砂が生じた
・塩分含有のため，リサイクルに支障が生じると
当初考えられた
・放射性物質汚染による風評被害等から広域（県外）
処理が困難となった

第三章 東日本大震災に よる震災廃棄物処理

２．発災直後の仙台市 ・国 ・宮城県の動き
国

仙台市
～3.25 国による広域的・一元的な処理
体制の確立や財政措置が不可欠
4.1 震災廃棄物の処理方針決定
・発災から3年以内の処理完了
・がれき搬入場・仮設焼却炉設置
・市域内での処理完結

宮城県

3.28 災害廃棄物処理の基本方針発表
要望

一部達成

3.29 環境大臣が災害廃棄物処理費用

を国が全額負担する旨表明

説明

4.7～ 損壊家屋等の公費解体及び事後
精算の国庫補助対象化

4.13 第1回宮城県災害廃棄物処理対策協
議会開催
要望

4.13 国庫補助対象化することについて
事務連絡発出

5.2 東日本大震災財特法公布・施行，

4.22 がれき等撤去開始
全てのがれき搬入場供用開始

5.23 損壊家屋等の公費解体申請受付
開始
7.1 損壊家屋等の解体事後精算申請受
付開始

達成

災害等廃棄物処理事業費国庫補助
要綱発出
損壊家屋等の公費解体及び事後精
算の国庫補助対象化
5.16 東日本大震災に係る災害廃棄
物の処理指針（マスタープラン）公表

３－ １．発災直後の震災廃棄物等処理体制の構築
発災直後の 月当初に震災廃棄物の処理方針を決定

自己完結型の迅速な処理の仕組みを作る

4

事業着手のための予算の確保
・発災直後の3月18日に5億円，4月1日に100億円確保

地元業者の実施体制の構築
・地元業界（建設業協会，解体工事業協同組合，産業廃棄物協会
等）による施工等管理
・結果として，悪質業者の排除

非常時の業務分担と迅速な意思決定
・処理方針を基に企画・調整的な業務は実務に精通した職員が，
管理的な業務は組織がそれぞれ対応

直営体制不足による他都市支援の調整・実施体制の構築
国（環境省現地災害対策本部等）との連携
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３－ ２．発災直後の課題と取組状況
発 災

①ごみ・し尿処理体制の復旧
～通常の民間・直営による
処理体制の復旧～

処理施設の復旧
・清掃工場等の復旧（3/14～）
・し尿処理施設の仮復旧（3/24～）

収集体制の復旧
・避難所のごみ・し尿の収集開始
（3/12～）
・家庭ごみ等・し尿の収集再開
（3/15～）
・資源ごみ・粗大ごみの収集再開
（3/29～）

処理体制の復旧・正常化
（5/9）

②震災ごみの搬入先の確保等

③がれき等の撤去

～市民自己搬入用の仮置き場
の確保と直営・他都市応援
による戸別収集体制の構築～
（6万トン処理済み）

～分別保管し処理する施設の整備
と地元業界による撤去・処理の
実施体制の確保～
（200万トン以上撤去済み）

がれき搬入場の整備

市民自己搬入用の
震災ごみ仮置き場の設置
・全5区1箇所，延べ8箇所整備・
供用開始（3/15～）

・浸水地区3箇所用地確保・整備
（3/26～），供用開始（3/30～）

がれき・津波堆積物の撤去
・不明者捜索（3/30～）
・道路啓開（4/4～）
・宅地内（4/23～）→農地内（7/1～）

震災ごみの戸別収集
・浸水地区（3/24～）
・高齢者世帯等（5/23～）

損壊家屋等の解体・撤去
・損壊家屋（5/23～受付）
・ブロック塀（8/22～受付）
・枯死高木（12/1～受付）

震災ごみ仮置き場の閉鎖
（5/10）
↓

り災証明書等による
清掃工場等への自己搬入
（～9/30）

搬入場内仮設焼却炉稼動
による本格的な処理開始
（10/1～）

４．震災廃棄物等の撤去事業の体系
【内陸部】

【津波浸水地区】

既設清掃工場等

《震災ごみ（家財等）収集等》
○仮置き場への自己搬入（3/15）
○高齢者世帯等の戸別収集（5/23）

○浸水ごみの戸別収集（3/24）

《がれき・津波堆積物撤去》

○被災自動車（4/5)

がれき搬入場

○不明者捜索（3/30）
○道路啓開（4/4）
○宅地内（4/22）
○農地内（7/1)

《損壊家屋等の解体（伐採）・撤去》
○損壊家屋（6/10）
○ブロック塀（9/26）
○枯死高木（12/19）
※ 括弧内は撤去等着手日（平成23年）
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５－ １．震災ごみの自己搬入
○市民自己搬入用の震災ごみ仮置き場（全5区ごとに1箇所（延べ8箇所）計7ha）の設置
平成23年3月15日～5月10日実施。4.4万トン処理済み
○り災証明書等による清掃工場等への自己搬入
平成23年5月9日～9月30日実施。1.1万トン処理済み
震災ごみ仮置き場

将監公園野球場：7,600m2

《震災ごみ仮置き場配置図（例）》
･･･10種類以上に分別保管

中山台１号緑地：11,000 m2
鶴ヶ谷中央公園：4,300 m2

西花苑公園野球場：5,600 m2

日の出町公園野球場：13,000 m2

がれき搬入場

若林日辺グラウンド：10,000 m2

西中田公園野球場：7,800 m2

今泉野球場：12,000 m2

５－ ２．浸水ごみ等の戸別収集
浸水地区の衛生的な環境の確保，並びに自己搬入が困難な世帯等に対して，
先行的に収集を実施
○浸水ごみの戸別収集（平成23年3月24日～4,660トン収集）
○高齢者世帯等の震災ごみの戸別収集（平成23年5月23日～521トン収集）

⇒延べ10都市7,510人，車両88台の他都市の支援（～平成23年7月1日）を得て実施
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６－ １．がれき等の処理方針
（１）発生量
○がれき発生量は135万トン，津波堆積物は130万トンと推計
（２）目標
○発災から1年以内の撤去完了，3年以内の処理完了
（３）処理の特徴
①『自己完結型』の処理 ･･･ 仙台市域内で処理完結
○一次・二次仮置き場を一元化した『がれき搬入場』（中間処理場）を整備

・迅速処理

・がれき等が多量に発生した場所近傍に搬入場を整備
⇒ がれき等撤去・運搬の効率化，渋滞の回避
・がれき等撤去現場から分別徹底，搬入場にて細分別
⇒ リサイクルの推進，焼却等処理期間の短縮
・搬入場内にて焼却等処理
⇒ がれき等の早期の安定化

・生活環境の保全
・処理費用の低減

②地元業者への発注 ⇒ 地域の復旧を地域経済の復興へ繋げる
③ リサイクルの推進（50
％以上），環境への配慮・安全の確保
リサイクルの推進（50％以上），環境への配慮・安全の確保

（参考 ）仙台市と宮城県のがれき等の処理の比較
仙台市

宮城県受託（被災12
市町）
宮城県受託（被災12市町）

震災廃棄物等
処理量
（推計）

がれき135
万トン
がれき135万トン
津波堆積物130
万トン
津波堆積物130万トン

がれき683
万トン
がれき683万トン
津波堆積物237
万トン
津波堆積物237万トン

事業の範囲，
仕組み

撤去～最終処分

※宮城県受託分のみ

原則として，中間処理～最終処分
中間処理～最終処分
12市町が実施

仙台市が実施
撤去

処理方法

搬入場(中間処理)

最終処分等

市内で処理完結

撤去

一次仮
置き場

宮城県が実施
二次仮置き
場(中間処理)

最終処分等

ブロック内・県内処理を優先しつつ，
広域処理を実施（がれき91
万トン※の見
広域処理を実施（がれき91万トン
込み）
※既に処理が進んでいる，または処理先が決まっ
ている37万トンを含む

手続き

地元業者と随意契約

プロポーザル手続きによりＪＶと随意契約
ＪＶと随意契約

仮設焼却炉
処理能力等

3基480トン／日
480トン／日
平成23
年10月焼却処理開始
平成23年
10月焼却処理開始

26基
26基4,104トン／日
4,104トン／日
平成24
年4月焼却処理開始
平成24年
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６－ ２．がれき等の処理フロー
○浸水区域で 発生する流出家屋の棟数，解体・撤去が見込まれる被災家屋の棟数等から
がれき発生量を約135万トンと推計
○浸水区域の面積等から津波堆積物発生量を約130万トンと推計
がれき 135万トン
135万トン
可燃物 31万トン

津波堆積物

不燃物 73万トン
自動車

プラ・粗大

木くず

金属

７万トン

24万トン

２万トン

粗大等

コンクリート等

瓦・ﾎﾞｰﾄﾞ等

61万トン

６万トン

１万トン ３万トン

公共施設

がれき搬入場

がれき搬入場

10種類以上に細分別後一時保管
（図）処理フロー
選 別 ・ 破 砕

焼却

焼却

（既設）

（仮設）

４万トン

26万トン

一時保管後
選別等処理

破 砕

１万トン

51万トン

埋立処分

(市内民間埋立処分場)

55万トン
55万トン

15万トン

13万トン
国・市

埋立処分

リサイクル

（市埋立処分場）

130万トン
130万トン

31万トン

19万トン

管理者等
が処理

公共事業にて
有効活用

６－ ３．がれき搬入場の整備
○津波により被災した沿岸3箇所に計103haのがれき搬入場を整備
蒲生搬入場（全景）

蒲生搬入場
○33.1ha（H23.3.30供用開始）
○仮設焼却炉処理能力 90t／日
（H23.10.1稼動）

荒浜搬入場
○31.8ha（H23.4.22供用開始）
○仮設焼却炉処理能力 300t／日
（H23.12.1稼動）

井土搬入場
○38.5ha（H23.4.15供用開始）
○仮設焼却炉処理能力 90t／日
（H23.10.1稼動）

： 仮設焼却炉設置場所

荒浜搬入場（仮設焼却炉）

仙台市役所
仙台駅
蒲生
荒浜
井土
全体位置図
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６－ ４．がれき等の処理に係る環境配慮
○アスベスト対策 ･･･ 飛散性アスベスト廃棄物を解体現場にて密封し最終処分場に
直送し埋め立て。アスベスト含有廃棄物の密封保管，全市域
でモニタリング・公表，解体現場の立入調査
○土壌汚染防止対策 ･･･ アスファルト舗装・遮水シート敷設
○ダイオキシン類対策 ･･･ 既存の清掃工場と同等の排ガス処理施設（バグフィルター）
を設置
⇒ 各搬入場に設置した仮設焼却炉の排ガス測定値0.00041～0.026ng／m3
･･･ 基準値（蒲生・井土：1ng／m3，荒浜：0.1ng／m3）を大幅に下回る
※1ng（ナノグラム）：1グラムの10億分の1

○放射性物質の測定
・空間放射線量（平成23年7月～）
⇒ 各搬入場の敷地境界の測定値 0.03～0.12μSv／h
･･･ 市街地と大きな違いなし
・放射能濃度（平成23年10月～）
⇒ 各搬入場の主灰の測定値 34～320Bq／kg，飛灰の測定値 300～1,380Bq／kg
･･･ 埋立基準の8,000Bq／kg以下を大幅に下回る
・排ガス
⇒ 仮設焼却炉の排ガス測定値は全て不検出
※仮設焼却炉からの放流水は構造上なし

６－ ５．がれきの処理の進捗状況① （平成24年10月31日現在 ）
（１）がれき等の撤去
○がれきの撤去は平成23年4～12月，津波堆積物の撤去は平成23年4月～24年3月に実施・完了
○損壊家屋等の解体・撤去は，損壊家屋の公費解体を除き完了
損壊家屋
公費解体
事後精算
申請10,996
939
完了 9,368

ブロック塀
公費解体
事後精算
1,794

枯死高木
公費伐採

3,754

183

（２）がれきの処理・リサイクル
○ほぼ全品目処理・リサイクル着手済みで，現在の処理量60.2万トン・処理済み率45％
内
訳
13.6万トン

処理量
21.4万トン
21.4万トン

焼却

リサイクル量
38.8万トン
38.8万トン

コンクリートくず・アスファルトくず

7.8万トン

埋立処分

27.6万トン

木くず

5.5万トン

金属くず

4.5万トン

その他（自動車・家電・タイヤ・畳等）

1.2万トン

合計
60.2万トン （処理済み率45％，リサイクル率64％）
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６－ ５．がれきの処理の進捗状況② （平成24年10月31日現在 ）
100%

仙台市のがれき等の処理済み率

90%

平成24年度末
処理済み率（見込み）
70％以上

処理済み率
45％

80%

（平成24年10月31日現在）

70%

7月 コンクリートくずの
公共事業における有効活用開始

処
60%
理
済 50%
み
率 40%

10月～仮設焼却炉による
本格的な処理開始
国の中間目標値
（宮城県内）
処理済み率 59％

30%

6月 リサイクル開始
（金属くず）
8月 最終処分開始
（廃石膏ボード）

20%
10%
0%
3月
発災

9月
平成23年度

3月

9月
平成24年度

3月

平成25年度

７．津波堆積物の再生利用の進捗状況 （平成24年10月31日現在 ）
◎基本的な考え方（平成24年7月）
○国・市の公共事業の盛土材として，津波堆積物の（ほぼ）全てを再生利用する。また，コンクリート
くずも併せて再生利用する
○津波堆積物は不要物の除去等必要な処理を行い，安全性を確認後再生利用する
○津波堆積物等を市の公共事業に活用するとともに，市域内で事業を実施する国の公共事業に対し
て提供する
◎進捗状況
○国（海岸防災林事業・海岸堤防事業）
・平成24年7月に着手済み
・再生利用量 ： 津波堆積物
13.7万トン（発生量に対する再生利用済み率11％），
コンクリートくず 7.0万トン
○市（海岸公園事業・かさ上げ道路事業）
平成26年度以降に事業実施予定のため，蒲生・荒浜搬入場内の海岸公園用地を整備（平成24
年10月着手）し再生処理した津波堆積物等を当該用地に当面保管する
再生利用量
計画量

再生利用量

市公共事業

国公共事業

計

津波堆積物

44万m3

35万m3

79万m3

13.7万トン
13.7万トン （8.9万
8.9万m3 ）

ｺﾝｸﾘｰﾄくず

27万m3

6万m3

33万m3

7.0万トン
7.0万トン （3.9万
3.9万m3 ）

計

71万m3

41万m3

112万m3

20.7万トン（
12.8万
万m3）
20.7万トン（12.8
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８．市域外がれきの受入れ
◎受入方針
宮城県内で最もがれきの発生量が多い石巻ブロック（石巻市・東松島市・女川町）から木くず等
を中心とした可燃物を最大10万トン受け入れ，市内のがれきと並行して処理を進める
◎地域説明会の開催
受入方針等について，がれき搬入場周辺の町内会に対して平成24年7月に3回説明会を開催

◎受入開始日 平成24年7月27日
◎受入れ・処理量 1.5万トン （平成24年10月31日現在）
受入れがれきの性状は受入要件に合致し，当初計画どおり順調に受け入れ処理
《がれきの性状（平成24年7～9月）》受入れ
項目

受入要件

灰分
低位発熱量

受入れがれきの性状

《がれき受入計画》
受入時期

受入施設

不燃物を含む灰分15％ 1.8～7.3％
以下

週当たり
の受入量

H24.7～

1,000トン

3搬入場

1,500kcal/kg以上

H24.10～

1,500トン

3搬入場

H25.1～

2,000トン

3搬入場
3清掃工場

放射性物質濃度 240Bq/kg以下

3,036～4,541kcal/kg
不検出～51Bq/kg以下

空間放射線量率 バックグラウンドより バックグラウンドと
有意に高くないこと
ほぼ同じ

（参考 ）その他の近隣被災地域等に対する支援
（１）生活ごみの受入れ
○石巻市及び亘理名取共立衛生処理組合のごみ処理施設が被災しその復旧に時間を
要したため，平成23年6月から家庭系の可燃ごみを受け入れ処理
自治体名
石巻市

受入期間
平成23年6～8月

亘理名取共立衛生処理組合 平成23年6月～24年6月

受入量

受入施設

4,611トン

松森工場

13,027トン

今泉工場

（２）宮城県管理地のがれき撤去・処理
○市域内の宮城県管理地のがれき撤去・処理への協力について，
平成23年8月に宮城県から要望
○国庫補助対象事業となることを前提として，本市は可能な限り協力することとし，
平成23年9月から仙台港区の腐敗商品等の撤去・処理開始
○撤去・処理量（推計値）は約3万m3。県有林内のがれき処理について引き続き協力
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９．今後の取り組み
◎震災廃棄物等処理工程表
平成24年度

平成23年度

7月 宅地内の撤去完了
12月 農地内の撤去完了

・がれき
撤去
処理

平成25年度

平成25
年3月完了予定
平成25年

焼却
リサイクル

10月 仮設焼却炉稼動開始
平成25
年12月完了予定
平成25年
12月完了予定

6月 金属くず売却開始

・津波堆積物
撤去

平成24年3月完了
7月 国公共事業への再生利用開始

再生処理

平成25
年秋ごろ完了予定
平成25年秋ごろ完了予定

・搬入場原状復旧

平成26
年3月完了予定
平成26年

９．今後の取り組み
◎東部沿岸地区の復興事業への円滑な引継ぎ
○復興事業の再生資材として活用を図る等，
震災廃棄物等の更なるリサイクルを目指す
○石巻ブロックのがれきを含む震災廃棄物等の処理について，
平成25年内を目途に完了する
○平成26年3月までに全てのがれき搬入場を原状復旧する
◎将来に向けた震災廃棄物等処理のあり方検討
○東日本大震災の対応を踏まえたマニュアルの策定
○震災廃棄物等の迅速な処理体制の構築の検討
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第四章 東日本大震災による会員事業所と協会事務所の被害
１．会員事業所の被害
３月 12 日，宮城県との災害協定に基づく災害時における連絡網により，会員事業所の被害状況確認
を開始した。しかし，沿岸部被災地では，携帯電話の規制がかかり，連絡が取れない状況が続いた。
３月 16 日，宮城県から津波による浸水図をいただき，この地図上で会員事業所の確認を行ったとこ
ろ，海岸沿いにある事業所のほとんどが津波により被災していることが判明した。この日の夕方から，
固定電話が使用可能となったが，沿岸部の会員とは依然として連絡が取れなかった。
会員の携帯電話に連絡しても繋がらない会員が多く，連絡の取れた会員から近くの会員の被害状況を
確認しながら，ようやく被災状況の確認が出来たのが 12 日後のことだった。
会員事業所の被害状況は，全体で 33 事業所，28.7％が被災した。建物等の被害は，29 事業所が被災
し，津波による床上浸水以上の被害 22 事業所，処理施設等４事業所，床下浸水３事業所であった。ま
た，バキュームカー・パッカー車等の特殊車両および営業車を含む 161 台が流出した（会員事業所職員
の流出車両を含まない）。この結果を踏まえて，災害復旧に協力したくても車両が流されて無い状況に
あり，会員事業所職員の継続雇用を最優先とし，支援車両の提供を環境省及び関係団体等へ要請した。
また，会員事業所の役員及び職員８名も津波の犠牲となり，１事業所は廃業に追い込まれた。
会員の被害状況（平成23年5月31日現在判明分）

地 区

事業所
被害数

事務所建物等
全壊

大規模半壊

仙 台

5

1

県 南

4

1

塩 釜

2

石 巻

16

気仙沼
合 計

1

半壊

床上浸水 床下浸水 処理施設

17

1

41

1

4

3

1

73
26

2

3

4

161

8

1
4

6

4

1

33

13

3

1
1

5

死者・行方不明者
(役員，職員)

1
1

7

営業用車両

2
4

床上浸水以上 22事業所
津
波
到
達

協業組合名亘清掃事業公社

協業組合ケンナン

協業組合石巻廃棄物処理センター
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有限会社佐々木設備工業
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２．協会事務所の被害
幸いにも協会職員に人的被害はなかった。協会事務所等は，３月 11 日の本震により，３棟が被災し
水質分析機器およびパソコン等の被害を受けた。次の日から，落下した窓の応急修理，事務所および水
質分析室等の応急復旧作業を実施した。震災直後から余震が続いたため，最低限の応急復旧作業とし，
４月１日からの被災地支援および調査業務等に備えた。しかし，４月７日に発生した県内最大余震によ
り，再び被災した。本震よりも建物の被害が拡大した結果となった。地震発生が夜のため，応急復旧作
業を朝から開始した。
本格的な事務所の応急復旧工事は，施工業者が応急仮設住宅等の建設に人手が取られ，本格的に工事
が始まったのは 11 月末からとなり，翌年３月末にようやく応急復旧修理が完了した。

事務所棟

総務部

事業部企画課・事業課

- 103 -

第四章 東日本大震災に よる会員事業所と協会事務所の被害

検査部

事業部水質分析課

顕微鏡

書庫

玄関

総務部
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第五章 東日本大震災発生後の協会対応
１．第１期－初動対応（震災発生から一週間を中心として）
３月 11 日（金）
・ 地震発生後，直ちに職員の緊急連絡網により検査部職員の安否確認（携帯メール）を実施した。
※ 職員全員の安否確認ができたのは，13 日（日）の午後３時過ぎであった。
・ 事務所の被害状況を確認し，翌日から事務所の応急復旧作業に備えて，職員を帰宅させた（残った
職員は，発電機等の使用により一夜を過ごす）。
・ 停電のため被害状況等の情報収集は，車のテレビおよび携帯ラジオを使用した。
・ 水道・ガス（プロパンガス）は，使用可能であった。
３月 12 日（土）
・ 各地区連絡協議会の災害時における緊急連絡網により，各会員事業所の被災状況等の確認を開始し
た。
・ 午前中，県の担当課が来所し，「災害時における下水・し尿・浄化槽汚泥及び災害廃棄物の撤去等
に関する協定」により，応援協力要請を受けるが，津波により沿岸部の会員事業所が，かなり被災し
ていると思われるため，実施不可能との判断にならざるを得ないだろうと回答した。
・ 出社できた職員で，朝から事務所の片付けおよび応急復旧作業を実施した。
３月 13 日（日）
・ 総務部職員により，被害状況の把握に当たるも沿岸部の会員事業所とは連絡が取れない状況が続く。
※ 全国から，会長の安否確認の電話が携帯電話入る。
・ 水質分析課の職員が，発電機を使用しＢＯＤ（ＤＯ５）の測定を試みるも，停電により恒温槽の温
度管理が不十分なため断念した。
※ ３月７日から 11 日までの法定検査は，全て無効とした。
３月 14 日（月）
・ 会長の安否確認のため，総務部職員を石巻へ派遣した。
※ 会長の無事を確認し打合せ，３月実施予定の三役会議・理事会・浄化槽法定検査委員会および法
定検査を中止として，会員事業所の被災状況確認および災害復旧に専念することとした。
・ 部長会議を開催し，今後の対応等を協議した。
※ ガソリン不足により，職員を３月 20 日まで自宅待機とした。
※ 職員の緊急連絡網を，再構築した。
・ 熊本出張中の職員が，山形空港から（社）山形県水質保全協会（会長青山豊）の六沢さんの支援に
より，事務所に無事到着した。
３月 15 日（火）
・ 山形県酒田市の環清工業㈱（会長青山豊）様から支援物資が協会に届き，（社）山形県水質保全協
会の六沢さんの協力により石巻地区へ搬送した。
※ 水 374 ㍑，米パック 696 食，卵 180 個，レトルト食品 300 食，カセットコンロ１台，カセットガ
スボンベ 45 本，蝋燭 13 箱，食塩 14 ㎏，味噌（樽入り）２個，食用油４本，醤油４本，缶詰 17 個，
キャベツ 18 個，大根 20 ㎏，玉葱 60 ㎏＋25 袋，じゃがいも 30 ㎏＋23 袋，人参９㎏＋24 袋，林檎 20
㎏，さつま芋 50 ㎏＋11 袋，レンコン１袋，カボチャ２個，ごぼう 12 袋等
・ 石川県金沢市の市民セレクト㈱（代表取締役中田伊知郎）様から，気仙沼地区および気仙沼市へ食
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料品・燃料等の支援物資が届けられた。
気仙沼地区会員事業所へ軽油 400 ㍑，灯油 100 ㍑等，気仙沼市役所へ食料等の支援物資

※
・

福島原子力原発所の爆発事故の影響により，出勤した職員を自宅待機とした。

３月 16 日（水）
・

県の担当課との打合せ
※

津波による浸水地図および被災地への支援ルート図を確認し，被災地支援の体制を整備した。
被災地への支援ルート
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・

夕方から，電気が復旧し，本格的に会員事業所等の被災状況の確認を継続的に開始した。

・

職員の昼食は，事務所内で炊き出しを開始した（３月末まで）
。

３月 17 日（木）
・ 環境省および日本環境保全協会（会長宇田川育男）と，被災地でのし尿処理等に関する災害支援受
入れ調整を本格的に開始した。
※

電話およびメールでの情報交換（現地対策本部の状況等）
，５月まで継続的に実施した。

※ 日本環境保全協会の緊急支援調査結果は，バキュームカー176 台・人員 218 名，ごみ収集車 86 台・
人員 139 名，簡易トイレ 177 基・移動車両８台・人員５名，その他揚汚泥車・強力吸引車・高圧洗
浄車・スクラム車等の緊急支援体制を整えた。
・

県の担当課との打合せ
※

被害状況および被災地支援等の情報交換を実施した。

※

被災地支援のため，
「被災地におけるし尿浄化槽調査」依頼文書を受理した。

・

依頼文書をもとに，緊急車両の登録を実施し，調査体制および被災地支援体制を確立した。

・

事務所のサーバーが復帰し，事務局の事務処理体制が確立した。

津波により被災した会員事業所（気仙沼市）

津波により被災した浄化槽（気仙沼市）
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２．第２期－被災地応急対応（震災発生後２週間から２ケ月）
３月 18 日（金）
・

会員事業所の被災状況が判明しはじめ，
被災した会員事業所の復旧支援と職員の
雇用確保を最優先し，人的支援ではなく支
援車両等の提供を，環境省および上部団体
等へ要請した。

・ 環清工業㈱様から第２回目の支援物資が
届き，協会の発電機，会員事業所からの支
援物資とともに，気仙沼地区へ搬送した。
気仙沼地区の会員事業所の被災状況

※

気仙沼地区へ環清工業㈱様および協会から支援物資搬送

を，把握した。
・

依然としてガソリン・食料不足が続いているため，職員を３月末まで自宅待機とした。
※ 事務所に来れる職員は，相乗り等により出社した。

３月 19 日（土）
・ 山元町の要請に基づき，環境省・日本環境保全協会・
宮城県・山形県・（社）山形県水質保全協会・当協会
の連携により，（社）山形県水質保全協会の会員によ
るし尿処理等に関する災害復旧支援活動を開始した。
※

下水道等のマンホールから汚泥の引き抜き作業

は，５月 31 日まで続いた。
山元町への災害復旧支援活動

３月 20 日（日）
・ 石巻市から総理大臣に出された要望書について，環境省と情報を共有した。また，21 日の総理大臣
の石巻視察について，環境省および会長と調整した。
※ 要望書抜粋－「身近であるがため，より深刻化している仮設トイレについてまとまった数量を提
供していただきたい。
」
・ 角田市から，仮設トイレの清掃作業の支援要請があった。
※ ３月 28 日，必要なしとの回答あり。
３月 21 日（月）
・

樋高環境大臣政務官が，宮城県（仙台市，塩釜市，
多賀城市等）の被災地視察を実施した。
※ 多賀城市では，樋高環境大臣政務官が会員事業所
による避難所の仮設トイレの清掃状況を視察した。

３月 22 日（火）
・

鹿児島県環境整備事業協同組合（理事長鳥越澄夫，
（全国一般廃棄物環境整備協同組合連合会会長）
）か

樋高環境大臣政務官の被災地視察

らの支援車両提供について，環境省・鹿児島県・宮城
県と協議した。
・

部長会議を開催し，現在までの状況を整理，今後の対応等について協議した。
※ 事務局の組織体制の見直し
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※

４月からの法定検査の見通しを検討

※

浄化槽の被害状況調査について検討

※

震災に伴って減少した収入および運営資金等の確保対応を検討

※

応急仮設住宅に設置される浄化槽の把握開始

※

被災した事務所の応急復旧対応

３月 23 日（水）
・ 多賀城市で 24 日からの災害復旧支援活動について，
協会職員派遣の人員配置等の調整を実施した。
・ 被災会員事業所の要望により，支援物資を気仙沼地
区・石巻地区へ搬送した。
※ 反射式石油ストーブ 20 台および食料品等の支援
物資提供
気仙沼地区へ協会から支援物資搬送

３月 24 日（木）
・ 環境省から，市町村設置型浄化槽が災害補助の対象
となっているが，個人設置型浄化槽への支援も検討し
たいということで，浄化槽の被災写真の提供依頼があ
った。また，住民の皆さんに浄化槽を安心して使って
いただくための事前調査等の要請があった。
※

浄化槽が液状化により浮上した写真を 25 日に提

供した。
・ 多賀城市の要請に基づき，環境省・日本環境保全協
会・宮城県・山形県・（社）山形県水質保全協会・当

多賀城市への災害復旧支援活動

協会の連携により，（社）山形県水質保全協会の会員
によるし尿処理等に関する災害復旧支援活動を開始
した。さらに，環清工業㈱様から，災害復旧支援活動
とともに多賀城市へ支援物資が届けられた。
※ 卵 1,800 個，米パック 216 食，レトルト食品 188
食等の支援物資提供
※ 市役所による燃料等の確保が遅れたため，当初の
22 日からの予定より遅れた。
※ 避難所の仮設トイレの清掃作業，３月 31 日まで
実施し，その後は地元業者へ引き継いだ。

環清工業㈱から多賀城市へ支援物資提供

・ 東京都足立区の白井運輸㈱（代表取締役社長白井護）
様からの義援金受領
・ 亘理名取共立衛生処理組合のし尿処理場が津波によ
り被災し，他県への支援要請があるため，地元７業者
と処理量等の調整を実施した。
・ 鹿児島県環境整備事業協同組合から災害支援車両が，
鹿児島県を出発した。
※

志布志港からフェリーで出発し，大阪経由で陸路

により，宇都宮で燃料を補給し，仙台へ 26 日の到
着予定となった。

気仙沼地区へ協会から支援物資搬送
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・

協会および会員事業所から提供された食料品等の支援物資を，気仙沼地区へ搬送した。

３月 25 日（金）
・ 環境省の要請により，津波による浸水地図から，電子地図に浸水範囲を落とし込み，津波による被
災浄化槽の概算集計を開始した（第１報３月 30 日に報告）
。
・

鹿児島県環境整備事業協同組合から，26 日到着予定の災害支援車両等の受入れ準備をした。

・

部長会議を開催し，次週の予定および４月１日以降の予定について協議した。

３月 26 日（土）
・

鹿児島県環境整備事業協同組合様から災害支援車両および支援物資が到着し引渡し式を実施した。
※ 引渡し式では，鹿児島県環境整備事業協同組合代表様の挨拶，当協会会長のお礼の挨拶，宮城県
環境生活部廃棄物対策課長のお礼のメッセージ，災害支援車両の鍵の引渡し等が執り行われた。
※ 引渡し式終了後，仙台港付近の被災地を視察し，帰路に着いた。

鹿児島県環境整備事業協同組合様から災害支援車の両引渡し式

３月 28 日（月）
・ 亘理名取共立衛生処理組合の要請に基づき，環境省・日本環境保全協会・宮城県・山形県・（社）
山形県水質保全協会・当協会の連携により，（社）山形県水質保全協会の会員によるし尿処理等に関
する災害復旧支援活動を開始した。
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※

地元業者が収集したし尿・汚泥を，岩沼市の中継基地（長岡クリーンセンター）から，山形県天

童市の山形浄化センターへ汚泥の搬送作業は，白石市にある停止中の白石衛生センターが稼働する
平成 24 年３月末まで，長期にわたり続いた。

（社）山形県水質保全協会からの災害復旧支援体制

(災害復旧支援車両)

(災害復旧支援車両)

(地元業者)

(20トン)

亘理名取共立衛生処理組合への災害復旧支援活動

３月 30 日（水）
・

島根県江津市の㈲石見浄化槽センター（代表取締役大源富夫）様からの義援金受領

・

（社）山形県水質保全協会様からの義援金受領

・

環境省へ，津波による被災浄化槽の概算集計結果を報告した。
※ 第１報として，津波による被災浄化槽の概算集計結果は，県内の約 22％被災と報告した。

４月１日（金）
・ （社）兵庫県水質保全センター（会長谷口正）様か
らの義援金受領
・ （社）山形県水質保全協会から被災地視察（石巻市）
・

職員全員が出勤し，通常の業務体制に戻した。

４月６日（水）
・

環境省と平成 23 年度東日本大震災浄化槽被害被害
状況緊急調査の打合せをし，実施を決定した。

・ 気仙沼地区へ，協会から貸出し用検査車両およびノ
ートパソコンの支援物資を搬送した。

気仙沼地区へ貸出し用支援物資搬送
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４月７日（木）
・

（財）日本環境整備教育センター（理事長入山文郎）様からの
義援金受領および被災地視察（仙台市）

・

（社）北海道浄化槽協会（会長的場中）様からの義援金受領

・

県の担当課との打合せ
※ 山元町および亘理名取共立衛生事務組合のし尿・汲取り支援
に関する現状と今後の課題等について

・ 午後 11 時 32 分，県内最大余震発生（最大震度６強）
，発生後に
事務所の被害状況の確認を実施した。
※ 本震の時よりも建物の被害がひどく，事務所の片付け等の応
急復旧修理は，朝から実施する旨を関係職員へ携帯メールで連
絡した。

（財）日本環境整備教育センターから
義援金受領

４月８日（金）
・ 全国一般廃棄物環境整備協同組合連合会（会長鳥越澄夫）様および㈱モリタエコノス様から災害支
援車両が到着し引渡し式を実施した。
※

引渡し式では，全国一般廃棄物環境整備協同組合連合会会長様の挨拶，当協会会長のお礼の挨拶，

災害支援車両の鍵の引渡し等が執り行われた。

全国一般廃棄物環境整備協同組合連合会および㈱モリタエコノス様から災害支援車両の引渡し式
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・

全職員で，朝から事務所の片付けおよび応急復旧作業を実施した。

４月 12 日（火）
・ 順次震災による被害の少ない地域から，法定検査業
務を開始した。
４月 15 日（金）
・ （財）秋田県総合保健事業団（理事長堀井啓一）様
からの義援金受領
４月 18 日（月）
・ （社）全国浄化槽団体連合会四国支部（支部長松原
義輔）様からの義援金受領
４月 19 日（火）
・ （社）全国浄化槽団体連合会（会長上山健治郎）様

（社）全国浄化槽団体連合会様からの義援金受領

からの義援金受領および被災地視察（石巻市）
４月 22 日（金）
・ （社）北海道環境保全協会（会長中山勝範）様から
災害支援車両提供（山本浄化興業㈱）
４月 25 日（月）
・ （社）東京環境保全協会（会長宇田川猛彦）様から
災害支援車両および仙台市へ野球用具一式等を提供
・ （社）青森県浄化槽検査センター（理事長谷川眞則）
様からの義援金受領
・

環境省から受託した平成 23 年度東日本大震災浄化
槽被害状況緊急調査を開始した。

４月 28 日（木）
・

（社）東京環境保全協会様から災害支援車両提供

・

㈲石見浄化槽センター様から災害支援車両提供

（社）東京環境保全協会様から災害支援車両提供

・ （社）北海道環境保全協会様から災害支援車両提供
（㈱釧路厚生社）
・ 北海道・東北地区浄化槽指定検査機関連絡協議会（会
長佐藤佑）様からの義援金受領
・ 応急仮設住宅浄化槽の設置状況について，宮城県お
よび（社）プレハブ建築協会と協議を開始した。
５月２日（月）
・ 静岡県環境保全協会大井川支部（支部長酒井秀一郎）
様から災害支援車両提供（㈲島田環境保全センター）
５月３日（火）
・

㈱モリタエコノス様から災害支援車両提供
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静岡県環境保全協会大井川支部
（支部長酒井秀一郎）様から災害支援車両提供
(㈲島田環境保全センター)

第五章 東日本大震災発生後の協会対応

５月 10 日（火）
・

（社）北海道環境保全協会様から災害支援車両および支援物資提供（函館環境衛生㈱）

・

名取市との津波による被災浄化槽に関する打合せ

津波により浸水した浄化槽（気仙沼市）
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３．第３期－被災地応急対応（震災発生後３ケ月から２年）
５月 11 日（水）
・ （社）全国浄化槽団体連合会第１回震災対策特別委員会
・ （社）北海道環境保全協会様から災害支援車両提供（函館環境衛生㈱）
５月 13 日（金）
・ （社）東京環境保全協会様から災害支援車両提供（青梅振興㈱）
５月 17 日（火）
・ ㈱モリタエコノス様から災害支援車両提供
・ 亘理町との津波による被災浄化槽に関する打合せ
５月 20 日（金）
・ （社）北海道環境保全協会様から災害支援車両提供（（協業）旭川浄化）
５月 23 日（月）
・ 松島町との津波による被災浄化槽に関する打合せ
５月 24 日（火）
・ （財）福岡県浄化槽協会（会長三浦正吏）様からの義援金受領
・ 平成 23 年度第１回定期理事会
※ 義援金の取扱いについて決定
※ 震災による会員事業所の被害状況について報告
※ バキューム車等の救援物資について報告
※ （社）山形県水質保全協会からのし尿汲取り支援について報告
※ 今年度は，被災地の災害復旧支援に総力を挙げて取り組むこととした。
５月 25 日（水）
・ （社）宮崎県浄化槽協会（会長上山健治郎）様からの義援金受領
５月 26 日（木）
・ 長崎県環境保全協会（会長城島壽一）様から災害支援車両提供
・ 岩沼市との津波による被災浄化槽に関する打合せ
５月 30 日（月）
・ （社）東京環境保全協会（白井運輸㈱）様から震災
お見舞い
６月１日（水）
・ 利府町との津波による被災浄化槽に関する打合せ

白井運輸㈱様から震災お見舞い
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６月２日（木）
・

震災廃棄物に関する環境省との打合せ
※ 震災廃棄物の再委託に関する協議
※ 被災地の会員団体の活用を要望

・

日本環境保全協会様から義援金受領

・

（社）東京環境保全協会青年部（部会長五十嵐和代）様からの義援金受領

・

（社）北海道環境保全協会様からの義援金受領

・

㈱釧路厚生社社員一同様からの義援金受領

・

（社）全国浄化槽団体連合会九州支部（支部長上山健治郎）様からの義援金受領

日本環境保全協会様からの義援金受領

（社）東京環境保全協会青年部様からの義援金受領

㈱釧路厚生社職員一同様からの義援金受領

（社）北海道環境保全協会様からの義援金受領

６月６日（月）
・

（公財）公益法人協会の公益社団・財団法人震災関連指定寄附金制度説明会

６月９日（木）
・

㈱日環商事（代表取締役濱井弘利）様からの義援金受領

・

（社）全国浄化槽団体連合会第２回震災対策特別委員会

６月 10 日（金）
・

仙台市との津波による被災浄化槽に関する打合せ
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・

第３回社員総会開催（協会会議室で実施）

６月 13 日（月）
・

全国から寄せられた義援金を会員事業所へ送金した。

６月 14 日（火）
・

震災廃棄物に関する環境省との打合せ
※

震災廃棄物の再委託に関する協議

※

被災地の会員団体の活用を要望

・

多賀城市，七ヶ浜町との津波による被災浄化槽に関する打合せ

６月 15 日（水）
・

女川町との津波による被災浄化槽に関する打合せ

６月 16 日（木）
・

特定非営利活動法人ジェンとの災害支援車両提供に関する打合せ

・

東松島市との津波による被災浄化槽に関する打合せ

６月 17 日（金）
・

石巻市，南三陸町との津波による被災浄化槽に関する打合せ

６月 21 日（火）
・

（社）全国浄化槽団体連合会｢東日本大震災に伴う
浄化槽対策に対する保証制度基金特別会計からの特
別支出｣に関する被災地会員団体事務局長会議

・

塩釜市との津波による被災浄化槽に関する打合せ

６月 22 日（水）
・ （社）全国浄化槽団体連合会浄化槽機能保証制度に
よる保証登録浄化槽の調査を開始した。
（社）北海道浄化槽協会職員一同様からの義援金受領

６月 30 日（木）
・ （社）北海道浄化槽協会職員一同様からの義援金受
領
７月１日（金）
・ （社）全国浄化槽団体連合会会長の被災地視察（石
巻市）
７月５日（火）
・ （社）全国浄化槽団体連合会第１回震災対策委員会

（社）全国浄化槽団体連合会会長の石巻市視察

作業部会
・

（社）全国浄化槽団体連合会東北支部（支部長佐藤佑）様からの義援金受領
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７月７日（木）～８日（金）
・

（社）東京環境保全協会から被災地視察（仙台市，
石巻市，他）

７月 11 日（月）
・

第２回浄化槽維持管理技術検討会
報告

※
①

大震災後の会員各事業所の業務状況告

②

応急仮設住宅の浄化槽維持管理を巡る諸問題
（社）東京環境保全協会から石巻市視察

とその解決の方策について
議題

※
①

被災地域における浄化槽の維持管理と応急措置について

②

浄化槽維持管理指導指針方式の保守点検と指導指針の周知について

③

浄化槽維持管理の技術力の向上について

浄化槽管理者（使用者）からの声
平成23年３月下旬から「浄化槽を使用していて大丈夫か？」といった電話が入り始めた。４
月下旬から燃料の確保が可能となり、地震調査を兼ねた法定検査を実施した。浄化槽の状
態を確認し、現状を説明して回ったところ、 「浄化槽でよかった！」 という話を沢山聞いた。
①下水道地域では処理場が津波に飲まれたし、下水管がどうなっているか分からないから住宅
に被害が無くても、排水はしないように言われたみたいだよ。うちは浄化槽でほんと良かったと思っ
たよ。
②目の前まで津波がきてどうなるかと思った。一段落したら、津波で家を流された親戚がやって
きて、それまでは家族２人だったものが一気に８人になってしまった。いくらこんな状況でもトイレ
を流して大丈夫なんだろうかと思ってね。浄化槽でよかったよ。特にトイレは我慢できるものじゃ
ないしねぇ。
③検査センターへ電話し、浄化槽が使用できることを知り大変助かりました。避難所ではトイレが
無く、周辺に穴を掘って、衛生状態が最悪でした。浄化槽使用可能との話を聞き、自分自身だけ
でなく、他の避難者数人も大変助かったと言ってました。
④保守点検業者にいち早く浄化槽の状態をみてもらって迅速に応急処置をしてもらい助かりまし
た。
⑤震災後も余震が続いているが、保守点検業者さんが毎月点検に来てくれているので、浄化槽
は安心して使用することができています。
⑥津波によりブロワが浸水し，故障したがすぐに代替を保守点検業者に取り付けてもらい使用で
きた。

20110530

被災地域において浄化槽を撤去する際の汚泥の処理方法について（第一報）
震災対応ネットワーク（廃棄物・し尿等分野）
（取り纏め：国立環境研究所）
津波被災地域においては，家屋とともに浄化槽を撤去することがあるが，浄化槽に残された汚
水・汚泥には海水，土砂，がれきが混入しているケースがある。
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１．し尿処理施設での処理に悪影響は無いか（塩分，土砂の影響）？
塩分について

■

塩化物イオン濃度
・

し尿：約3,200mg/L

・

海水：約20,000mg/L

・

浄化槽汚泥：約350mg/L

通常の浄化槽汚泥および収集し尿と混合・希釈し，急激な塩分濃度上昇を避けること。
徐々に塩分濃度上げるのであれば，微生物の順化により比較的高い濃度も処理できる可能
性がある。津波被害を受け，かつ，直ちに撤去もしくは清掃が必要となる浄化槽は，全体
数に比べて数が限られていると推測され，し尿処理施設で塩分に由来する問題が起こる可
能性は低いと考えられる。
第35回土木学会関東支部技術研究発表会「塩分濃度増加に伴う微生物の適応性の検

※

証」
但し，津波被災地域で浄化槽汚泥を集中的に収集する際には塩分濃度に留意が必要であ
る。本来的に収集汚泥の性状にはバラツキがあり，また，し尿処理の方式にもほとんど希
釈しないで生物処理する方式もあれば，５～20 倍希釈してから生物処理する方式もある
ため，現実的には，直投入ではなく流量調整槽兼沈砂池に受け入れるなど，処理施設毎の
対応することになる。また，塩分濃度調整のため過度に希釈すると，微生物の栄養源（BOD，
N，P など）が少なくなり，生物処理がうまく進行しないことがある。
■

土砂について
土砂が，し尿処理施設に投入されることは，水槽の清掃頻度やポンプなど機器類の損耗
が格段に早くなる可能性があり，嫌われている。通常，収集されるし尿や浄化槽汚泥には，
土砂が0.3％程度含まれているものとして施設は設計され，受入設備として沈砂槽や沈砂
除去装置などが設けられているが，貯留容量が小さいため，大量の土砂混じりのし尿等が
搬入されると受入水槽に堆積してしまう恐れがある。その他，土砂の投入により想定され
る障害は以下の通りである。
○

水槽への堆積による貯留容量の減少（滞留時間の減少）。

○

水槽からの引抜配管の閉塞。

○

ポンプインペラ異常磨耗，破損。

○

スクリュープレスの異常磨耗，破損。

ただし，近年は，搬入物中の土砂混入率は0.3％に達していないので，沈砂除去装置が
稼働していれば，津波被災地域からの浄化槽汚泥等を通常の浄化槽汚泥等と混合・希釈し，
0.3%以下に制御することができる。また，津波被災エリアの浄化槽汚泥等を集中的に受け
入れる場合は，仮設の水槽で受け入れて，土砂を沈殿させ，上澄水を沈砂槽へ受け入れる
ことで対応可能と考えられる。
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なお，処理汚泥を堆肥等にリサイクルしている場合は，生成物の性状・安全性等の観点
で，塩分濃度，土砂，がれき，有害物質（ダイオキシン類，重金属類，農薬類，油分等）
の混入に留意する必要がある。
２．し尿処理施設においてモニタリングすべき指標，値は？
上述の塩分濃度，および必要に応じて堆肥等のリサイクル製品の性状に関わる分析項目をモ
ニタリングする。また，土砂対応として，沈砂池の容量，ポンプの能力のチェックが必要であ
る。
３．浄化槽から取り除いたがれきはどのように処理（消毒？洗浄？）するか？
浄化槽本体と同様な扱いとする。作業員が嫌がる等の問題があれば，消石灰を散布する。洗浄
する場合は，洗浄水もし尿処理場に搬入するか，別途，浄化槽を用意して処理を行う。

７月 12 日（火）
・

（社）全国浄化槽団体連合会第３回震災対策特別委員会

７月 13 日（水）
・

㈱モリタエコノス様から災害支援車両提供

７月 16 日（土）
・

三多摩清掃事業協同組合（理事長高橋誠）様から災害支援車両提供

７月 26 日（火）
・

佐藤和弘公認会計士事務所様からの義援金受領

８月５日（金）
・ 第２回浄化槽維持管理技術検討会で協議した「震災にあった浄化槽に対する当面の保守点検につい
て」を，会員事業所に通知した。

宮 生 環 協 第 62 号
平成 23 年 8 月 5 日

会

員

各

位
公益社団法人 宮城県生活環境事業協会
浄化槽部会

部会長

震災にあった浄化槽に対する当面の保守点検について
多くの会員から問い合わせのあったこのことについて，国の見解等を勘案し，浄化槽維持管理
指導指針（平成 15 年 10 月 23 日 社団法人宮城県生活環境事業協会 制定）
（以下，
「指針」とす
る。
）の対応を次のようにいたしましたので，よろしくお願いいたします。
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１

浄化槽が正常に稼動でき，保守点検も対応が可能な場合は指針どおりの保守点検を実施して
下さい。

２

浄化槽が正常に稼動できていても，会員が被災し保守点検を指針どおりできない場合は，消
毒剤の補充，簡易のチェックを実施して下さい。この場合には，管理者に十分な説明をして下
さい。なお，体制が整い次第指針どおりの保守点検を実施して下さい。

３

浄化槽が正常に稼動できない場合は，早急に修繕し，正常に稼動ができ次第上記により対応
して下さい。それまでの間においても状況により上記により対応し生活環境保全に努めて下さ
い。

４

家屋等の被災により浄化槽の使用が休止されている場合は，管理者が廃止の意向であれば廃
止届の手続きを説明し，将来の措置が不明の場合は管理者に説明して使用再開まで通常の保守
点検を保留して下さい。なお，休止の浄化槽は法定検査を原則保留する旨法定検査センターか
ら説明を受けていますが，これは市町村の指導を踏まえた措置であり，運用については市町村
又は法定検査センターにお問い合わせ下さい。

８月８日（月）
・

徳島県職員の被災浄化槽視察（仙台市）

８月９日（火）
・

（社）全国浄化槽団体連合会第２回震災対策委員会作業部会

８月 23 日（火）
・

（社）浄化槽システム協会の JAS 運営委員会・普及促進部会合同会議
※ 「東日本大震災における浄化槽の被害等について」 検査部検査第一課課長補佐

８月 26 日（金）
・

山元町応急仮設住宅浄化槽に関する打合せ
※ 浄化槽法関連の諸手続きについて
※ 応急仮設住宅における下水道地区と浄化槽地区の公平な扱いについて
※ 被災地の復旧・復興と地元業者の活用について
※ 応急仮設住宅浄化槽の維持管理契約締結までの当面の対応について

９月１日（木）
・

北海道・東北地区浄化槽指定検査機関連絡協議会平成 23 年度検査部会
※ 講演

「浄化槽の今後の展望」について
環境省廃棄物・リサイクル対策部浄化槽推進室長補佐 東

※ 情報交換
① 東日本大震災による浄化槽の被害状況について
② 検査体制も含めた被災後の検査状況について
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９月９日（金）
・

（社）全国浄化槽団体連合会第３回震災対策委員会作業部会

９月 10 日（土）～11 日（日）
・ （社）東京環境保全協会青年部・
（社）北海道環境保全協会青年部・
（社）山形県水質保全協会青年
部・当協会による災害復旧支援ボランティア活動
※ 被災地視察（石巻市）
※

情報交換会

※

災害復旧支援ボランティア活動（石巻市大原浜の瓦礫撤去作業）

（社）東京環境保全協会青年部から石巻市視察

４団体との情報交換会

災害復旧支援ボランティア活動状況

９月 12 日（月）
・

(社)全国浄化槽団体連合会東北支部会員へ東日本大震災の復興に向けての提言～復興事業におけ
る「新しいまちづくりは“浄化槽”で整備」～の説明会（第八章参考資料参照）

９月 13 日（火）
・

南三陸町応急仮設住宅浄化槽情報の聞き取りと浄化槽法等の説明
※

浄化槽法関連の諸手続き及び浄化槽管理者について

※

応急仮設住宅浄化槽維持管理契約の町の方針について

９月 20 日（火）
・

㈱モリタエコノス様から災害支援車両提供
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・

埼玉県一般廃棄物連合会から被災地視察（石巻市,
東松島市,他）

・

平成 23 年度第１回浄化槽法定検査委員会
※ 平成 23 年度東日本大震災浄化槽被害状況緊急調
査（宮城県）業務について報告

９月 22 日（木）
・ 地区連絡協議会へ「東日本大震災の復興に向けての
全浄連提言」説明会
※

東日本大震災の復興に向けての提言～復興事業
埼玉県一般廃棄物連合会から
協業組合石巻浄化槽管理センター視察

における「新しいまちづくりは“浄化槽”で整備」
～について
※
・

被災市町村等へ配布し説明開始
南三陸町応急仮設住宅浄化槽情報の聞き取りと浄化槽法等の説明

※

応急仮設住宅浄化槽維持管理契約の町の方針について

※

県内市町村の応急仮設住宅浄化槽の維持管理契約の現況について

※

浄化槽法関連の諸手続きと浄化槽管理者の責務について

※

町議会の開催日程と補正予算について

９月 26 日（月）～27 日（火）
・ 全国一般廃棄物環境整備協同組合連合会様から災害
支援車両提供
・

第７回浄化槽水質検討委員会
※ 平成 23 年度東日本大震災浄化槽被害状況緊急調
査（宮城県）業務について報告

10 月５日（水）
・ 全国一般廃棄物環境整備協同組合連合会様から災害
支援車両提供
10 月６日（木）
・ 環境省第１回災害時の浄化槽被害等対策マニュアル

全国一般廃棄物環境整備協同組合連合会様から
災害支援車両提供

改訂等調査委員会
10 月 11 日（火）
・ （社）高知県環境管理センターから被災地視察（仙
台市，名取市，他）
10 月 12 日（水）～13 日（木）
・

第 25 回全国浄化槽技術研究集会
※ 情報 「東日本大震災における宮城県の浄化槽被
害状況と課題について」
検査部検査第一課課長補佐

吉田

恵也
第25回全国浄化槽技術研究集会情報発表
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10 月 18 日（火）
・

（社）全国浄化槽団体連合会第４回震災対策委員会作業部会

11 月５日（土）
・

（社）山形県水質保全協会様から災害支援車両提供（㈲厚生社)

12 月６日（火）
・

気仙沼市応急仮設住宅設置浄化槽の法定検査打合せ

・ 浄化槽維持管理技術検討会による被災地視察及びミ
ーティング
※ 被災地視察（石巻市（旧河北町，旧雄勝町，旧石
巻市），女川町）
※

ミーティング
① 平成 23 年度災害時の浄化槽被害等対策マニュ
アル改訂等調査委員会（環境省）について

浄化槽維持管理技術検討会の旧雄勝町視察

② 「宮城県震災復興計画」
（平成 23 年 10 月，宮
城県）をめぐって
③

被災地視察を踏まえ今後検討すべきことにつ

いて
報告

※
①

浄化槽の被害状況 ～ 復旧状況について

② 維持管理の現状，問題点（技術面・事務管理面）
について

（大川小学校）
浄化槽維持管理技術検討会の旧河北町視察

③ 応急仮設住宅の浄化槽の現状（設置状況，維持
管理，業務委託契約）について

浄化槽維持管理技術検討会の女川町視察
浄化槽維持管理技術検討会の女川町視察

浄化槽維持管理技術検討会の
女川町応急仮設住宅浄化槽視察

浄化槽維持管理技術検討会の
女川町３階建応急仮設住宅視察
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12 月 16 日（金）
・

（社）全国浄化槽団体連合会第５回震災対策委員会作業部会

12 月 19 日（月）
・

女川町との応急仮設住宅設置浄化槽の法定検査打合せ

・

東松島市との応急仮設住宅設置浄化槽の法定検査打合せ

12 月 20 日（火）
・

全国一般廃棄物環境整備協同組合連合会様から災害支援車両提供

12 月 26 日（月）
・

七ヶ浜町との応急仮設住宅設置浄化槽の法定検査打合せ

12 月 28 日（水）
・

環境省第２回災害時の浄化槽被害等対策マニュアル改訂等調査委員会

平成 24 年１月５日（木）
・

石巻市との応急仮設住宅設置浄化槽の法定検査打合せ

平成 24 年１月６日（金）
・

山元町との応急仮設住宅設置浄化槽の法定検査打合せ

平成 24 年１月 12 日（木）
・

(社)北海道浄化槽協会平成 23 年度職員研修会
※ 講演

「公益社団法人移行後における留意点や震災に伴う課題と対応等について」
総務部長 柴田

喜久哉

平成 24 年１月 20 日（金）
・ 日本環境保全協会平成 24 年１月常任理事会・特別講演会・新年賀詞交換会
特別講演

※

「東日本大震災を体験して」
会長

・

佐藤

佑

（社）東京環境保全退職金共済会（会長津島英世）
様からの義援金受領

（社）東京環境保全退職金共済会様からの義援金受領
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平成 24 年１月 23 日（月）
・

南三陸町との応急仮設住宅設置浄化槽の法定検査打合せ

平成 24 年２月８日（水）
・ （社）全国浄化槽団体連合会第４回震災対策特別委員会および第４回事業推進検討小委員会合同会
議
平成 24 年２月 13 日（月）
・

日本環境保全協会山口県支部協議会（会長小野敏明）様から災害支援車両提供

平成 24 年２月 16 日（木）
・

（公社）愛媛県浄化槽協会平成 23 年度浄化槽技術
研修会
※

講演

｢東日本大震災における浄化槽の被害状況｣
総務部長

柴田

喜久哉

平成 24 年２月 20 日（月）
・ 宮城県担当課との応急仮設住宅設置浄化槽の設置状
況に関する打合せ
（公社）愛媛県浄化槽協会技術研修会講演

平成 24 年２月 24 日（金）
・

（社）全国浄化槽団体連合会浄化槽機能保証制度による保証登録浄化槽の調査終了
※ 保証登録期間内浄化槽 1,799 基中，浄化槽管理者が修補した 95 基（修理予定２基を含む）に対
し，修補に要した費用の全額を浄化槽管理者に支援した。

平成 24 年２月 28 日（火）
・

女川町との応急仮設住宅設置浄化槽の法定検査打合せ

平成 24 年２月 28 日（火）～29 日（水）
・

金沢市設備メンテナンス協同組合から応急仮設住宅浄化槽視察（東松島市）

平成 24 年２月 29 日（水）
・

環境省第３回災害時の浄化槽被害等対策マニュアル改訂等調査委員会

平成 24 年３月２日（金）
・

東松島市との応急仮設住宅設置浄化槽の法定検査打合せ

平成 24 年３月 22 日（木）
・

被災会員事業所へ協会から災害支援車両及びノートパソコン提供

平成 24 年３月 28 日（水）
・

山元町との応急仮設住宅設置浄化槽の法定検査打合せ
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平成 24 年４月３日（火）
・

塩釜市との応急仮設住宅浄化槽に関する打合せ
※ 応急仮設住宅浄化槽の７条検査結果報告
※ 応急仮設住宅浄化槽特有の指摘事項に関する協議

平成 24 年４月５日（木）
・

石巻市との応急仮設住宅浄化槽に関する打合せ
※ 応急仮設住宅浄化槽の７条検査結果報告
※ 応急仮設住宅浄化槽特有の指摘事項に関する協議

平成 24 年４月 14 日（土）
・ （公財）日本環境整備教育センターから被災地視察
（公財）日本環境整備教育センターから
復旧した佐藤会長の会社訪問

（石巻市，他）

（公財）日本環境整備教育センターから㈱石巻日日新聞社訪問

（公財）日本環境整備教育センターから
応急仮設住宅浄化槽視察

平成 24 年４月 19 日（木）
・

宮城県保健福祉部震災援護室応急仮設住宅調整班への報告
※ 平成 23 年度応急仮設住宅浄化槽の７条検査結果について

平成 24 年５月 14 日（月）～15 日（火）
・

長崎県環境保全協会から被災地視察（石巻市，東松島市，仙台市，他）

長崎県環境保全協会から東松島市大曲地区視察

長崎県環境保全協会から仙台市震災廃棄物蒲生搬入場視察

- 127 -

第五章 東日本大震災発生後の協会対応

平成 24 年５月 18 日（金）
・

(一社)北海道環境保全協会平成 24 年度通
常総会
記念講演

※

「東日本大震災を体験して」
会長

佐藤

佑

平成 24 年５月 24 日（木）
・ 被災会員事業所へ協会からノートパソコン
提供
佐藤会長による記念講演

平成 24 年６月７日（木）
・

（社）東京環境保全協会青年部様からの義援金受領

平成 24 年６月 12 日（火）
・

宮城県平成 24 年度６.12 総合防災訓練

平成 24 年６月 22 日（金）
・

気仙沼市との応急仮設住宅浄化槽に関する打合せ
※

応急仮設住宅浄化槽の７条検査結果報告

※

応急仮設住宅浄化槽特有の指摘事項に関する協

議
（社）東京環境保全協会青年部様からの義援金受領

平成 24 年７月 19 日（木）
・

環境省平成 24 年度全国浄化槽行政担当係長会議
※ 講演 「東日本大震災における浄化槽の被害等に
ついて」
検査部検査第二課技師 古川

昇平

平成 24 年７月 20 日（金）
・

一般廃棄物部会
※

被災地域の問題点等について

※

災害協定の見直し検討

平成24年度全国浄化槽行政担当係長会議講演

平成 24 年７月 30 日（月）
・ （公社）山形県水質保全協会（会長遠藤信幸）様か
ら災害支援車両提供（環清工業㈱）
平成 24 年７月 31 日（火）
・

神奈川県環境整備事業協同組合（理事長石川照芳）
様から災害支援車両提供（㈱大磯衛生社）

平成 24 年８月７日（火）
・ 熊本県環境保全協会（会長岡村謙一）様から災害支
援車両提供（
（協業）熊本清掃公社）
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（公社）山形県水質保全協会（会長遠藤信幸）様から
災害支援車両提供（環清工業㈱）

第五章 東日本大震災発生後の協会対応

平成 24 年８月８日（水）
・

浄化槽部会
※

東日本大震災の技術的対応の取りまとめ

※

災害協定の見直しおよび浄化槽関係の協定について

平成 24 年８月 21 日（火）
・

石巻市との応急仮設住宅浄化槽に関する打合せ
※

応急仮設住宅浄化槽の７条検査結果報告

※

応急仮設住宅浄化槽特有の指摘事項に関する協議

平成 24 年９月 18 日（火）
・ 埼玉県一般廃棄物連合会（理事長中根正治郎）様か
ら災害支援車両および支援物資提供（小川清掃㈱，㈲
西野商事，㈱滑川環境保全）

埼玉県一般廃棄物連合会様から
支援車両および支援物資提供

平成 24 年９月 19 日（水）
・

静岡県環境保全協会伊豆支部（支部長藤井正裕）様から災害支援車両提供（㈱富永事業）

平成 24 年９月 21 日（水）
・

南三陸町との応急仮設住宅浄化槽に関する打合せ
※

応急仮設住宅浄化槽の７条検査結果報告

※

応急仮設住宅浄化槽特有の指摘事項に関する協議

平成 24 年９月 24 日（月）
・ 環境省第１回応急仮設住宅における浄化槽の施工お
よび維持管理に関する調査検討会
・ （社）東京都生活水環境システム協会との意見交換

（一社）北海道環境保全協会様から
災害支援車両提供（山本浄化興業㈱）

会
※ 「災害時における避難所トイレ排水支援システム
の提言」等について
平成 24 年９月 27 日（木）
・ 八戸清運㈱（代表取締役笹垣正弘）様から災害支援
車両提供
平成 24 年 10 月４日（木）
・ （一社）北海道環境保全協会様から災害
支援車両提供（山本浄化興業㈱）
平成 24 年 10 月 16 日（火）
・

（公社）石川県浄化槽協会から研修視察
※

講演 「東日本大震災における浄化槽の
被害状況」
事務局長代理

柴田

喜久哉
（公社）石川県浄化槽協会から研修視察
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平成 24 年 10 月 17 日（水）
・

（公社）徳島県環境技術センターから被災地視察（石巻市）

門脇小学校
（公社）徳島県環境技術センターから石巻市視察

平成 24 年 10 月 17 日（水）～18 日（木）
・

第 26 回全国浄化槽技術研究集会
※

情報

「震災における応急仮設住宅浄化槽の状況と課題について」
総務部総務課主幹

佐藤

芳弘

平成 24 年 10 月 18 日（木）～19 日（金）
・

（社）静岡県浄化槽協会から被災地視察（仙台市，
石巻市，名取市，他）

平成 24 年 10 月 23 日（火）
・

札幌環境維持管理協会から被災地視察（石巻市）

（社）静岡県浄化槽協会から石巻市視察

札幌環境維持管理協会から
協業組合石巻廃棄物処理センター視察

平成 24 年 10 月 29 日（月）
・

埼玉県一般廃棄物連合会様から災害支援車両提供
（㈲伊藤商事）

平成 24 年 11 月４日（日）～６日（火）
・ （一社）北海道環境保全協会様から災害支援車両提

埼玉県一般廃棄物連合会様から
災害支援車両提供（㈲伊藤商事）

供（㈱釧路厚生社）
・ （社）東京環境保全協会青年部・
（一社）北海道環境保全協会青年部・
（公社）山形県水質保全協会
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青年部による災害復旧支援ボランティア活動
※

被災地視察（石巻市，仙台市）

※

情報交換会

※

災害復旧支援ボランティア活動（石巻市

大原浜地区）

（一社）北海道環境保全協会青年部から石巻市視察

４団体合同情報交換会

平成 24 年 11 月７日（水）
・ 宮崎県環境保全協会（会長蓑田征一）様
から災害支援車両提供（㈱産商，㈲都農町
衛生公社）
平成 24 年 11 月９日（金）
・ 宮城県保健福祉部震災援護室仮設住宅調整班との応

（社）東京環境保全協会青年部から
仙台市震災廃棄物荒浜搬入場視察

急仮設住宅浄化槽に関する打合せ
※

応急仮設住宅浄化槽の 11 条検査結果報告

※

応急仮設住宅浄化槽特有の指摘事項に関する協

議
平成 24 年 11 月 13 日（火）
・

平成 24 年度浄化槽の施工技術・適正管理に関する
研修会
※ 「浄化槽行政の現状について」 宮城県環境生活
部廃棄物対策課施設班技師

大道

健太郎

氏

※ 「大規模災害緊急対応マニュアルについて」
（社）全国浄化槽団体連合会専任企画技術幹事
中川

良男

（社）全国浄化槽団体連合会専任企画技術幹事
中川良男氏による講演

氏（第八章参考資料参照）

平成 24 年 12 月７日（金）
・ 宮崎県環境保全協会様から災害支援車両提供（㈱産
商）
平成 25 年１月 11 日（金）
・ 環境省第２回応急仮設住宅における浄化槽の施工お
よび維持管理に関する調査検討会
・

平成 25 年新春セミナー

鈴木工業㈱専務取締役鈴木伸彌氏による講演
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「事業継続計画（ＢＣＰ）による東日本大震災か

※

からの復旧・復興」
鈴木工業㈱専務取締役

鈴木

伸彌

氏

（第六章東日本大震災に伴う災害復旧参照）
平成 25 年１月 18 日（金）
・ （社）東京環境保全退職金共済会様からの義援金受
領
平成 25 年１月 26 日（土）
・ 茨城県環境整備事業協同組合から被災地視察（石巻
市）

（社）東京環境保全退職金共済会様からの
義援金受領

平成 25 年１月 30 日（水）～31 日（木）
・ （公社）山形県水質保全協会様から災害支援車両提
供
平成 25 年１月 31 日（木）
・ 宮城県保健福祉部震災援護室仮設住宅調整班との協
議
応急仮設住宅浄化槽特有の指摘事項について

※

茨城県環境整備事業協同組合から
協業組合石巻廃棄物処理センター視察

平成 25 年２月５日（火）
・ 環境省第３回応急仮設住宅における浄化槽の施工お
よび維持管理に関する調査検討会
平成 25 年２月６日（水）
・ 宮城県保健福祉部震災援護室仮設住宅調整班との協
議
応急仮設住宅浄化槽特有の指摘事項について

※

平成 25 年２月 20 日（水）
・

平成 25 年一般廃棄物セミナー

（公社）山形県水質保全協会様から災害支援車両提供

※ 「県内における一般廃棄物の処理状況について～
平成 24 年度版宮城県環境白書から～」
宮城県環境生活部資源循環推進課企画指導班
技術補佐（班長）
・

草刈

宏哉

氏

宮城県保健福祉部震災援護室仮設住宅調整班への報告
※

応急仮設住宅浄化槽平成 23 年度，平成 24 年度の法定検査結果比較について

平成 25 年２月 25 日（月）～27 日（水）
・

平成 24 年度環境研究総合推進費「防災・減災を志向した分散型浄化槽システムの構築に関する研
究」
※

宮城県内における浄化槽被害・補修状況調査業務（大崎地区，気仙沼地区，栗原地区）実施
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第六章 東日本大震災に伴う災害復旧
１．会員による災害復旧活動
今回の震災により県内の沿岸部を中心に，会員事業所及びその職員も被災したにもかかわらず，自ら
を省みず災害復旧に全力を尽くした。
特に，甚大な被害地域であった石巻地域の災害復旧支援活動等について報告する。
１

石巻地区（石巻環境保全事業協同組合）におけるし尿及び仮設トイレの汲取り対応

３月 11 日（金）
地震発生
３月 12 日（土）
組合員の安否確認始まる。
３月 14 日（月）
石巻市から，
「災害時におけるし尿・浄化槽汚泥の収集運搬に関する協定書」により災害に伴うし尿
等の汲取り依頼を受ける。
＊ 石巻環境保全事業協同組合を局（窓口）にして今後対応していくこと。
＊ 一般家庭等の汲み取りは後回しとし，避難所を優先的に汲み取りすること。
＊ 石巻広域行政事務組合東部西部両衛生センターに投入すること（被災しているが）。
＊ 当組合で毎朝，市と組合とで打ち合わせを行い対応していくこと。
備考 ※ バキューム車用燃料が不足し，確保に奔走する。
※ 仮設トイレを設置するまでの対応をどうするか。
※ 通信手段の確保対策。
３月 15 日（火）
＊ 組合員会議を開催し，し尿の収集体制を協議し即行動した。
＊ 仮設トイレの設置数が足りないため状況を見ながら１日に数回の巡回汲み取りとした。
３月 16 日（水）
＊ バキューム車が入れるかどうか等の道路状況の情報交換をしながら進める。
３月 17 日（木）
＊

石巻市から，
「国から，バキューム車の派遣要請があるかどうかの調査」があった。このことに

ついて協議するも人員等のこともあり様子を見ることとした。
備考 ※ 避難所から下水管・浄化槽の詰りの解消等の要請が多く寄せられる。
３月 18 日（金）
＊

石巻広域行政事務組合から，東西両センターの復旧は難しいので他地区の処理場へ搬送を予定し
ている。

＊ 東松島市から応援要請が入る（協議の結果東松島市内の組合員で対応することとした）。
備考 ※ 仮設トイレの構造上の課題として大便だけが積み重なり，利用者からは一杯の状況に
みられる。
※ 治安環境対策も必要。
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３月 19 日（土）
＊

組合員から，仮設トイレの紙詰まりでいっぱいになっているという状況が話される（多くの仮設
トイレが同じ状況のようだ）
。

＊ 石巻広域行政事務組合から，登米市の処理場に 1 日 20 台分の処理を受け入れてもらうことになっ
たと報告があった。
＊

石巻市・東松島市ともに避難所等の仮設トイレの汲み取りを優先し，一般家庭の汲み取りはして
いない。
備考

※

下水道が（中継槽が）あふれている，管の修理を早くしてほしいと要望あり。

※

避難所等の管理者次第で，きれいに使われるところとそうでないところの差が歴然で
ある。トイレの使い方等を日ごろからＰＲしておく必要がある。避難住民からの協力が
大事であり，自分たちでやらないと駄目。

３月 20 日（日）
＊

汲み取りに行っても溜っていない，紙が詰まって使えない状況が多い。

＊

東西両センターから，組合員の大型バキューム車で 22 日から１日 20 台を登米市に搬送を行うこ
ととした。

＊

一般被災家庭等から汲み取り依頼のあったリストを 22 日までに組合事務局に提出し東西両セン
ターへの投入を配分する。
備考 ※

仮設トイレの背後からの汲取り作業がしにくい，冠水していてバキューム車が入れな
い等，設置場所の工夫が必要である。

３月 21 日（月）
＊

東部衛生センターは，
今日から工程ごとに点検し順次 OK となれば今日明日中には見通しがつく。

＊

西部衛生センターは，今日中に点検確認の作業が終了するが，水が来ていないため当分運転でき
ない。
備考

※

収集後の投入先の確保が必要。また広範囲の地域の被災の場合の投入先の確保。

※

最終処理施設が稼働できない場合の対応をどうするか。

３月 22 日（火）
＊

一般被災家庭の汲み取りは，受付順に 23 日から始める。

＊

１か所当たり 300 リットルを上限とする。

＊

汲取り料金は，震災等の被災者であること，また避難民がいる家庭は当分の間無料とする。統一
した伝票を使用すること。

＊

登米市に搬送を開始（東西両センターは，27 日に復旧の予定）
。

＊

避難所の巡回は，２台くらいで巡回しながら汲み取りをしていく（専属とする）
。
備考 ※ 下水道の終末処理場が被災し稼働しない場合の影響と，浄化槽が被災した場合の影響
をよく検討し，今後の生活排水の処理対策を検討する必要がある。

３月 24 日（水）
＊ 東部衛生センターから栗原市への搬送を開始。11 台。
３月 27 日（日）
＊

バキューム車の支援車両が届き，津波により流失した組合員にそれぞれ配車した。
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３月 28 日（月）
＊ 東部衛生センターほぼ復旧し，１日 100 台受け入れ可能となる。
３月 30 日（水）
＊ 西部衛生センター１日 20 台受け入れ可能となる。
４月１日（金）
＊ 東西両衛生センターから登米市・栗原市への搬送業務は，本日分で終了。
４月４日（月）
＊ 地域割集中収集（エリアごと）の汲み取りの実施について協議。各組合員がバキューム車（２ｔ
車）を出し，４ｔ車を中継用に配置する。また全量汲み取りとする。作業中に汲取りの依頼があっ
た時は汲むこととした。
＊ 避難所等の汲み取りは，従来通りとする。
＊ 西部衛生センター１日 40 台受け入れ可能となる。東西合計 140 台受け入れ可能となる。
備考

※

バキューム車が入っていけるように通路の確保が必要。

４月５日（火）
＊ 地域割集中汲み取り実施。４月 13 日まで。
４月８日（金）
＊ 東西両衛生センター通常の受け入れ態勢となり，186 台の受け入れ可能となる。
４月 15 日（金）
＊ 避難所等の巡回汲み取りを，旧市内８組合員で実施することとした。
４月 30 日（土）
＊ 一般被災家庭等の無料汲み取り期間を終了。
＊ 受付した汲み取り依頼件数はほぼ終了した。
５月１日（日）
＊ 通常の汲み取り態勢とする（避難所等の汲み取り・一般被災家庭の汲み取り）
。
備考

※

避難所では否応なしに何にも優先してトイレの使用が生じ食欲よりも我慢すること

はできないものである。このことから「避難所におけるトイレの衛生化計画書」に示さ
れているように不衛生を解消し，避難住民の健康管理と生活環境全般の質の向上を図る
ための施策が大切である。

被災地で災害支援車両が
活躍
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◎

石巻環境保全事業協同組合の状況（し尿等の汲み取り許可組合員）

（１）

組合員数

石巻市 13 社，東松島市３社，女川町３社
（２）

人的被災組合員

１社２名死亡（後に廃業となる。女川町）
（３）

機材数（被災前）バキューム車

・石巻市

２ｔ車 36 台，４ｔ車 11 台，６ｔ車３台，７ｔ車１台，８ｔ車１台，10ｔ車１台

・東松島市

２ｔ車７台，４ｔ車４台

・女川町

２ｔ車４台，４ｔ車３台，８ｔ車１台

（４）

被災により使用不可車両

・石巻市

２ｔ車 12 台，４ｔ車３台，６ｔ車２台，７ｔ車１台，10ｔ車１台

・東松島市

被災車両なし

・女川町

２ｔ車２台，４ｔ車１台，８ｔ車１台

（５）

被災直後の車両

・石巻市

２ｔ車 24 台，４ｔ車８台，６ｔ車１台，８ｔ車１台

・東松島市

２ｔ車７台，４ｔ車４台

・女川町

２ｔ車２台，４ｔ車２台

※ 非組合員で石巻市の許可業者２社あり，それらの汲み取り量・機材等は不明
（６）

当組合分災害支援受取車両

石巻市
※
（７）

２ｔ車３台，３ｔ車６台，４ｔ車１台，10ｔ車１台

全国からのご支援ありがとうございました。復旧業務に活用させていただきました。
石巻市の汲み取り数量(概算)

・３月分

避難所等

404 件

232,620L

一般被災家庭

1,348 件

418,204L

・４月分

避難所等

684 件

518,132L

一般被災家庭

3,552 件

1,649,998L

・５月分

避難所等

577 件

403,300L

一般被災家庭

344 件

157,680L

・６月分

避難所等

449 件

338,622L

一般被災家庭

91 件

32,450L

災害支援車両による被災地での清掃

災害支援車両による被災地での応急仮設住宅浄化槽清掃
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２

石巻地区（協業組合石巻廃棄物処理センター）におけるゴミ収集及び瓦礫撤去等の対応

３月 11 日（金）
地震発生
・ 職員への業務車両による避難指示
・ 車載業務無線による連絡体制の確立
写真提供 ： ㈱白謙蒲鉾店門脇工場－協業組合石巻廃棄物処理センター付近－

平成23年３月11日 午後４時９分 撮影

平成23年３月11日 午後４時11分 撮影

平成23年３月11日 午後４時11分 撮影

平成23年３月11日 午後４時13分 撮影

平成23年３月11日 午後４時13分 撮影

平成23年３月11日 午後４時13分 撮影
(職員と付近住民が事務所屋上に取り残される)
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平成23年３月11日 午後５時21分 撮影

平成23年３月12日 午前５時50分 撮影

平成23年３月12日 午前７時57分 撮影

平成23年３月12日 午前９時３分 撮影

平成23年３月12日 午前10時28分 撮影

平成23年３月12日 午前10時29分 撮影

３月 13 日（日）
組合員・職員の安否確認開始
３月 15 日（火）
石巻市から，避難所生活ごみ収集の依頼を受ける。
・ ３班に分かれ職員への連絡・招集を行った。
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３月 16 日（水）
避難所からの生活ごみ収集開始：収集対象避難所

約 50 件

・ 石巻広域クリーンセンターが被災し焼却炉が使えないため，石巻市埋立地への搬入（仮置き）と
し，焼却炉復旧後焼却処理
・

同時に，石巻市から依頼のあった遺体回収開始（３月 20 日終了：延べ回収遺体 150 体）

・

石巻環境保全事業協同組合から仮設トイレ設置の依頼を受け，クレーン車にて設置開始

３月 20 日（日）
石巻市から，被害の少ない地区（津波の影響の少ない地区）の委託事業である燃やせるごみの収集開
始支持を受ける。
３月 21 日（月）
被害の少ない地区の燃やせるごみ収集開始
・ 通常１地区週２回収集体制であるが，収集地区の道路事情や排出量により収集回数を週１回とし
た地区もあった。
３月 24 日（水）
石巻市から，道路上の瓦礫撤去作業の計画依頼を受ける。
・ 地区割り：石巻市を９ブロックに区分けする。
・ 収集体制：石巻市の一般廃棄物許可業者より選出し，組織化する。
・

指示体制：作業指示者として，組合職員を地区ごとに配置し，業者間，住民等との調整を図る。

・

業務管理：各種報告書の整備，日報・月報の集計，報告，精算の一切を組合が行う。

・

連絡体制：週１回定例会の実施
※ 各業者代表者の参加

３月 29 日（火）
瓦礫撤去作業開始
・

３業者，９台，27 名体制によるスタート

４月１日（金）
第１回定例会議
・ 石巻市環境対策課担当者から瓦礫撤去作業
計画概要説明
・

11 業者，29 台，72 名体制

平成23年３月24日 午前11時31分 撮影

・ 状況報告
・

今後の収集計画

・

日報等各種書類の適正さ及び改善事項
※ 問題点
①

道路渋滞及び仮置場が２か所（南境，工業港）と少ないため移動に要する時間が長くかか
り，１日２台搬入が限度である。

②

仮置場の品目区分が不徹底であり，また，搬入道路を含めた敷地の状態も悪く，搬入に要
する時間が無駄に長くかかる。

※

品目区分の徹底及び搬入道路並びに敷地整備を要望する。
手積み作業の非効率性の解消。
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特に，畳等の重量物

※

①

公園を集積所にしている地域も多く，収集車両が入れず収集困難。

②

分別収集は，かなり困難を極め収集効率も非常に悪い。

③

危険物，処理困難物の収集方法の検討。

４月５日（火）
石巻市から，委託事業の燃やせるごみ及び避難所生活ごみの週２回収集が可能かどうかの打診があっ
た。
収集対象件数

※

①

委託燃やせるごみ集積所：1,304 か所／1,839 か所

②

避難所：136 件／37,876 人

③

組合再資源化施設復旧工事開始（缶・金属類，ビン，ペットボトルの分別・圧縮施設）

４月８日（金）
第２回定例会議
・

石巻市環境対策課担当者から１週間の状況報告

・

第３（日和港），第４（御所入・不動沢）
，第５（川口）
，仮置場開設の件

・

新規業者参加の件：16 業者・48 台・95 名体制（８月末現在・14 業者・47 台・100 名体制）
手積み作業の非効率性対策（第１回定例会議）

※

①

建設業，解体業，産業廃棄物協会等との合同作業

②

重機等の導入

③

混載の効率性

４月 11 日（月）
４月５日石巻市から打診があった，委託事業の燃や
せるごみ及び避難所生活ごみの週２回収集開始
４月 15 日（金）
第３回定例会議
・

石巻市環境対策課担当者から業務進捗状況説明

・

瓦礫撤去作業組織体の拡大

※

災害支援車両による瓦礫撤去作業

①

（社）宮城県建設業協会石巻支部：担当窓口

②

宮城県ダンプ輸送連絡協議会石巻支部

③

（社）宮城県産業廃棄物協会石巻支部

担当窓口変更に伴い，旧組織体の定例会を廃止し，新組織体の定例会を週２回開催，旧組織体

の業務管理等は従来どおり当組合が行う。
４月 18 日（月）
第１回瓦礫撤去作業定例会議
・

委託業務名称：石巻市生活環境部瓦礫撤去作業

・

組織図：石巻市生活環境部瓦礫撤去作業組織図参照

・

定例会実施日時：毎週２回（月・木曜日）午後２時～

・

実施場所：環境課会議室
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４月 21 日（木）
第２回瓦礫撤去作業定例会議
・

(社)宮城県建設業協会石巻支部事務局から進捗状況報告

・

収集体制
全市７ブロック制／120～130 パーティー（1,000 人超）とし，ブロックごとに担当業者決定，た
だし，組合組織体は全ブロック担当

・

各ブロック管理はブロック長が担当し，ブロック長会議にて情報の共有を図る。

・

撤去量単位の統一化：重量換算／ｔ

・

撤去・仮置場業務計画

・

①

撤去業務休止日：毎週１回（日曜日）

②

仮置場管理業務：原則閉鎖日なし，ただし，建設業協会が交代制で管理する。

安全衛生
①

破傷風予防

②

防塵マスク着用の徹底

４月 25 日（月）
第３回瓦礫撤去作業定例会議
・

新規参入業者の所属
石巻市建設業登録業者は建設業協会所属とし，それ以外は組合組織体所属とする。

・

仮置場の問題点
収集地区と搬入先の整合性：仮置場搬入量の平均化を図る。

・

・

大型連休の業務体制
①

撤去作業は交代制で稼働の方向で

②

仮置場の体制確認

定例会議の回数及び実施日時の検討：次回会議にて決定

４月 28 日（木）
第４回瓦礫撤去作業定例会議
・

ゴールデンウィーク計画
①

撤去業務休止日：日曜日のみとし，各業者ローテーションで対応する。

②

仮置場閉鎖日：最低１か所はローテーションで開設する。

・

定例会実施日時：毎週１回（木曜日）午後２時～

・

実施場所：環境課会議室

・

瓦礫撤去対策室（仮称）新設の件
※

現在災害対策課として瓦礫撤去，家屋解体業務一切の専門担当課として業務にあたっている。

５月１日（日）
・

組合の再資源化施設の３ラインがほぼ復旧し，それに伴い，資源ごみの収集も始まった。
※

・

建物を含めた完全復旧は９月末の予定。
委託地域に建設された仮設住宅からのごみ収集開始

現在，道路上の瓦礫撤去業務はほぼ終了し，建設業協会を中心とした組織体は被災家屋解体・運搬業
務へ移行し，組合組織体についても,被災家屋解体前の家屋・敷地からの瓦礫撤去業務や側溝汚泥の回
収業務へと移行している。
※

解体予定件数：約 7,000 件
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一般廃棄物の状況（４月21日現在）
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◎

協業組合石巻廃棄物処理センターの状況

（１）

組合員数

（２）

職員数

（３）

被害状況

10 名
88 名

１) 建物
① 事務所建屋２棟全壊
② 事務所倉庫（保冷庫・スーパーハウス等）３棟全壊
③

車庫２棟半壊

④

積替保管施設半壊

⑤

ＨＲＧ再資源化施設半壊

２) 車両等

保有台数 54 台，被災車両 14 台

《被災車両内訳》
２ｔウイング車３台，２ｔダンプ車１台，２ｔパッカー車１台，２ｔプレス車１台，２ｔ箱
車１台，４ｔパッカー車１台，４ｔプレス車１台，４ｔアームロール車１台，クレーン付４ｔ
車１台，軽自動車１台，軽トラック１台，2.5ｔフォークリフト１台
（４） 当組合分災害支援受取車両
２ｔパッカー車６台（鹿児島１台・八王子３台・多摩１台・千葉１台）
，２ｔプレス車１台（多
摩１台）
，３ｔプレス車１台（大阪１台）
，3.5ｔパッカー車１台（山口１台）
，４ｔパッカー車３
台（鹿児島１台・宮崎１台・大阪１台）
，軽自動車１台（釧路１台）
，軽トラック１台（佐世保１
台）
，合計 14 台
※

全国からのご支援ありがとうございました。復旧業務に活用させていただきました。

事務所の被害状況

事務所内部の被害状況
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倉庫の被害状況

車庫の被害状況

積替保管施設の被害状況
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３

自社製造のＢＤＦによる震災復旧支援
有限会社千田清掃

１.

代表取締役

千田

信良

はじめに

有限会社千田清掃では，一般廃棄物（し尿，浄化槽汚泥）収集運搬，浄化槽工事業の他，宮城県の地
球温暖化防止県民運動「“脱・二酸化炭素 連邦みやぎ」に協賛するＢＤＦ製造事業を行なっている。
宮城県大崎市では，３月 11 日の大震災により，地盤の液状化現象が多く発生し，道路，建物の破壊
等，甚大な被害が生じた。また，電気，水道，ガス等のライフラインが寸断された。多くの給油所では
非常用電源がなく，電気の供給が停止したことにより，ポンプが稼働できず燃料の供給ができない状態
であった｡電気の復旧は震災から５日後と，県内では比較的早い時期に復旧したものの，給油所には大
勢が詰めかけるため，緊急車両への給油が遅れるといった影響が出ていた｡
突然の震災時に生じた深刻な燃料不足に際して，これまで，
“脱・二酸化炭素 連邦みやぎ県民運動に
協賛するＢＤＦ製造事業を行ってきた成果を，地球温暖化防止だけでなく，災害時のエネルギー拠点と
しても生かすことができた。
２.

有限会社千田清掃におけるＢＤＦ製造事業

有限会社千田清掃社は，地元環境の企業として 1,952 年に創立され，主な業務として，一般・産業廃
棄物収集運搬，浄化槽維持管理・清掃などを行ってきており，2,005 年から，ＢＤＦ製造事業を開始し
た。当社は，仙台市の北方 40km に位置する大崎市古川狐塚字西田 77 に存在する。奥羽山脈の雄大な山
並みと江合川と鳴瀬川によって形成された広大で肥沃な大崎平野は，「ひとめぼれ・ササニシキ」が誕
生した一大穀倉地帯であり，当社周辺にある６ha の丘陵地は，春は 200 万本の菜の花が咲き誇り，夏に
は 42 万本のひまわりが美しく咲き乱れる。冬には，白鳥やマガン，ヒシクイなどの渡り鳥の越冬地と
なっているラムサール条約湿地の「蕪栗沼・化女沼」があり，自然と共生した楽園とも思われる地域で
ある。
（１）

ＢＤＦ製造の動機

このＢＤＦ事業を始めた理由は，当社廃棄物収集車輌がお客様の家で作業しているとき，排気マフラ
ーから黒鉛を吐き，お客様（とくにお子様が咳き込む事が多い）の健康を害してしまったことがあった。
このことから，環境や健康について役職員が考えるようになり，また，限りある資源を大切にし，昔の
ような（物を大切にする）社会に戻ること（原点回帰）が大事だと考え，使えるものはリサイクルする
循環型社会を構築する会社づくりを目指すことになった。
ＢＤＦ事業開始に先立って，先ず始めに，廃食油から石鹸をつくり，次にろうそくをつくり，これを
きっかけにＢＤＦ燃料つくりへと進み，最初は簡易的なＢＤＦ製造装置を購入し，自社車輌に使用した。
（２）

廃食用油の回収
表１ 廃食用油の収集方法

製品名・技術名

大分類
子分類

内容・特徴

廃棄物リサイクル 廃食油，使用済てんぷら油を回収し自社のプラントでBDF(バイオ
廃食油，
ディーゼル）燃料を製造する。廃食用油は量に関係なく１回収あたり
使用済みてんぷら油回収，
５円で買取る。１斗缶１個分より定期回収する。BDFはCO2排出量がゼ
リサイクル
バイオ燃料化
ロカウントとなる
廃食油，A重油，
灯油混合燃料化

廃棄物リサイクル 廃食油，使用済てんぷら油を回収し，自社のプラントで廃食油混合ボ
イラー燃料を製造する。廃食油の分，CO2排出量を減らすことができる
バイオ燃料化

汚水処理施設管理
グリストラップ清掃
貯水槽清掃

設備保守

上水～下水まで，総合的に適正価格で管理する
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廃食油の回収も徐々に集まり始め，南は白石・丸森。北は岩手県県南の一ノ関・平泉，沿岸部は陸前
高田まで回収に行くようになり，仙台を中心に月 500 店舗以上，また回収量は月 10kl 以上収集してい
る。表 1 に当社における廃食用油・ＢＤＦ製造方法を示した。
（３） ＢＤＦ製造方法
当初の簡易的なプラントで製造したＢＤＦは，ときどき粗悪な製品が出るため，本格的に精度の良い
製品を作るため， 2,010 年に農林水産省から補助をいただき，図１に示す新プラント（写真１）を建設
した。

写真１ ＢＤＦ製造装置

図１ 新ＢＤＦ製造プラント

新プラントによるＢＤＦ製造方法を以下に示す。
１）

アルカリ触媒法で，内容は廃食油にカ性カリとメタノールを加え，加熱し攪拌する。

２）

沈降分離してメチルエステルとグリセリンにして，木質チップを使いろ過して製品を造る。

なお，この製造過程において出る廃グリセリンについては，東北大学の中井裕教授らが中心となって
いる宮城県３Ｒ新技術研究開発事業「有機物のバイオガス化を中心とする地域的廃棄物処理の最適化に
関する研究」において，食品工場の排水処理汚泥と混合し，メタン発酵によってバイオガス生産するこ
ととなっている。
次に，製造工程を前処理と反応，分離工程に分けて説明する。
１） 前処理は，回収タンクの廃食用油をタンクで保温し，遠心分離をかけ水分と夾雑物を取り除く。
２）

反応工程は，カ性カリとメタノールの混合液を廃食用油にまぜ，攪拌し反応させる。

３） 反応後，数時間静置し，その後，分離させグリセリンを排出する。残った粗メチルエステルを
移送し，残留メタノールと水分を，熱を加えて飛散させる。
４）

飛散させた後，冷却し，次に，木質チップを使い，ろ過して製品が完成する。

完成したＢＤＦは，Ｂ100（100％）そのものと，Ｂ100（５％）と軽油（95％）を混合したＢ５に分
ける。 このように，Ｂ５は，新プラントで製造が可能となった。
さらに，当社では，ＢＤＦ以外に，バイオエマルジョン混合燃料および廃食用油と灯油を混合して作
る混合燃料の製造を行っている。 この経済産業省バイオエマルジョン混合燃料は，廃食用油とＡ重油
を混合して燃料を製造する。
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廃食用油と灯油を混合して作る混合燃料は，農業用ハウスのボイラー燃料として使用できる。
以上のように，ＢＤＦ事業（写真２）が始まり，
さらに「大崎市バイオマスタウン構想」にも参画し，
菜の花プロジェクト・各環境イベントにも取組むよ
うになった。 この菜の花プロジェクトについては，
川渡温泉菜の花畑を作る会が，これまで 10 年以上前
から作付けをしてきているが，搾油をして有効利用
するにはいたっていない。
今後，菜の花プロジェクトの協力を得て，９月の
耕起，肥料散布，10 月の播種，翌年，６月の刈取り，

写真２ Ｂ100及びＢ５の給油取扱所

９月の搾油となり，ＢＤＦ原料がさらに供給される
こととなった。
３.

自社製造ＢＤＦの緊急利用の状況

震災発生後，被災地は電源を失ったためあらゆる情報が入らなくなり，今現実に，世の中で何が起こ
っているのか，全く不明の中に置かれた。その時，直感的に，
「我々にはディーゼル発電機がある！バ
イオディーゼル燃料や軽油も備蓄してある！」ことが示され，直ぐに大崎市災害対策本部に駆けつけた。
「伊藤市長！千田清掃には備蓄してあるバイオディーゼル燃料と軽油があります！どうぞ緊急車両
や必要としている方に供給します。
」と伊藤康志大崎市長に申し出た。数時間後，当社には大崎市内の
病院や浄水場，下水処理場のディーゼル発電機燃料を求め，担当者が次々と来社した。また大崎市が指
定する災害緊急車両の給油場所に指定された。
各方面から続々と，緊急車両が給油に訪れた。ごみ収集車，バキュームカーなど，我々に関連する同
業他社にも燃料の供給を行い，Ｂ５（軽油＋５％ＢＤＦの混合燃料）の原料として備蓄されていた軽油
8,000 リットルを大崎市の要請で提供できた。
しかし，備蓄していた燃料も限られており，すぐに底をつきはじめたため，社員に指示し，当社の車
両はバイオディーゼル燃料だけとし，即時ＢＤＦの生産を開始した。緊急車両については，大崎市役所
と協力し，石油販売会社に対し軽油を供給するよう要請文を発送した。
大崎市内では各所で道路が陥没し，人や物資の流通が遮られた｡これらの道路を修繕する重機に燃料
を提供することができ，復旧への貢献をした。また，病院などの緊急性の高い施設のディーゼル発電機
へ燃料を供給することができ，救急医療体制の維持にも貢献した。
軽油の供給量は，震災後から４月上旬までの１ケ月間で 18,510 リットルであった｡自社内でＢＤＦを
震災後から３月末までに 505 リットル使用し，軽油の使用を削減した｡また，地下タンク貯蔵所は廃食
用油をディーゼル燃料へ変換するＢＤＦ製造設備の一部であり，本設備から製造されたＢＤＦを自社車
両に使用することで，貴重な軽油燃料を節約できた｡
４.

実施した具体的事項

（１）

地元各機関，周辺機関への供給 : 震災後～４月までの１ケ月間

自社製造ＢＤＦでディーゼル発電機を動かし，軽油やＢＤＦの給油設備，ＢＤＦ製造設備を稼働させ
た。この間，地元各機関，災害支援チーム，壊滅的被害を受けた沿岸地域への燃料供給の支援（図２）
を行うことができた｡
１）

供給先（軽油） : 大崎市，石巻市，塩釜，気仙沼

２）

供給先（用途） : 緊急車両，病院の発電機，浄水施設のポンプ，重機（ガレキの撤去作業，
道路舗装）

３）

岐阜県，滋賀県の災害支援者のチーム
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災害緊急車両

給油設備
BDF

デイーゼル発電機

ローリー車による配達
図２ 備蓄ＢＤＦによる燃料供給支援

（２） 自社による公共事業実施の確保
自社製造ＢＤＦを燃料にしたバキュームカーで避難所等の仮設トイレを汲み取り（図３），公衆衛生
確保を行った。震災直後，避難所には多くの人々が詰めかけたが，断水のため備え付けの手洗いは使用
できず，仮設トイレが使われた。避難所が閉鎖される４月上旬までに汲み取った量は，大崎古川地域の
述べ 56 箇所で実施し，総量 15,000 リットルだった。なお，これは２t バキュームカー９台分の量に相
当する｡

BDF

バキュームカーによる
清潔なトイレ

汲み取り
図３ 自社の公共事業実施の確保

５.

災害対応型エコエネルギー供給備蓄ステーションを

震災後のエネルギー問題により，廃食用油回収の意識が高まり，大崎市内に新たに回収場所を設置し，
全体で 16 箇所になった｡ 廃食用油を月平均 12,000 リットル回収し，ＢＤＦを製造，自社車両に使用し
て化石燃料の削減を継続実施している｡
今，筆者が進めているのは，災害対応型エコエネルギー供給備蓄ステーション（スモールコンビナー
ト）である。廃食用油を基本にバイオディーゼル燃料を製造し，ディーゼル発電機によるステーション
運営である。特に，警察車両や消防車両，市公用車や緊急を有する方々にガソリンや軽油等の燃料を絶
やさずに供給すること，そして，災害の先頭に立つ方々の燃料の確保が最大の課題である。
沿岸部だけではなく，内陸部にも小規模ながら備蓄する施設が全国の市町村に必要であると考える。
また，ソーラーや風力等の自然エネルギーを利用するなど，電源喪失を絶対に起こさない想定も必要な
のではないかと考える。
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６.

おわりに

この度の東日本大震災時に，バイオマスエネルギーを有効に活用できたことは，本当に良かったと思
う。ディーゼル発電機が，これほどまでに有用であることが知らされた。まさに｢備えあれば憂いなし｣
である。自分の地域は大丈夫だと思わず，しっかり想定し準備を進めるべきである。
また，どこの場所に何のエネルギーがあるかの情報も大切である。筆者は，常日頃から大崎市役所と
連携を図っているので，情報の共有が出来たことは有用であった。この度の震災復興を機会に，大崎市
と緊急時に軽油を供給する災害協定を結ぶ予定である｡
災害時に困ること，それは情報量のなさであり，情報がなければ何の手立ても打てないと感じた。全
国の市町村が装備している災害マニュアルに魂を入れるのは，実際の現場を動かす力であり，現場担当
者や委託業者がその役割を担っている。
東日本大震災を経験したことにより，より一層，バイオマスエネルギーの重要性に対する関心が強め
られた。この経験を多くの方々に伝えていきたい。その願いが本稿の動機となっている。
最後に，全国の皆様より頂きました善意に対しまして，被災地より，心から御礼申し上げます。
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４

事業継続計画（ＢＣＰ）による東日本大震災からの復旧・復興事例
鈴木工業株式会社

専務取締役

鈴木

伸彌

鈴木工業㈱は，３.11 東日本大震災の時に，本社が地震により損壊，廃棄物処理施設も津波により流
され壊滅的被害を受けたが，事前に策定していた事業継続計画に従い復旧作業をスタートして，一週間
足らずで主要業務を再開した。この時のＢＣＰ活動実績を，平成 23 年８月２日に仙台市で開催された
ＡＰＥＣ (アジア太平洋経済協力会議)等で報告し，平成 24 年４月には，特定非営利活動法人事業継続
推進機構から，表彰を受けた。
以下は，平成 25 年１月 11 日，
当協会の平成 25 年新春セミナーに
おいて，今後も発生しうる大規模
災害に備えるため，事業継続計画
に基づいた震災後の復旧まで成果
を，鈴木工業㈱専務取締役鈴木伸
彌氏に講演していただいた内容で
ある。

鈴木工業㈱専務取締役鈴木伸彌氏による講演

事業継続計画（BCP）による
東日本大震災からの復旧・復興

鈴木工業株式会社
専務取締役 鈴木 伸彌
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内

容

1.鈴木工業株式会社の概要
2.BCP導入のきっかけ
3.BCPに基づいた備え
4.東日本大震災の被害状況
5.BCPに基づいた復旧作業
6.弊社BCP活動の総括

Suzuki Kogyo Co.,Ltd.
URL http://www.suzukitec.co.jp

１．鈴木工業株式会社の概要
■従業員87名
創 立:1966年7月15日 (創業4７周年)
資本金：6,000万円
■ 5つの特徴
・創業47年の実績、技術力、ノウハウを保有
・中間処理施設とリサイクル施設を保有
・上水・下水施設の清掃及びメンテナンス事業
・ISO認証取得（ISO９００１／ISO１４００１）
・安全への取り組み（外部安全管理者を配置）
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■鈴木工業㈱ 事業所の位置関係図

エコミュージアム21

海から約500m

再生館
本社

Ａ：「本社」

約

Ｃ：産業廃棄物中間処理施設
「エコミュージアム21」

m
6k

太平洋

Ｂ：産業廃棄物リサイクル施設
「再生館」
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２．BCP導入のきっかけ
■２００７年７月 新潟県中越沖地震で自動車部品メーカーが被災
部品供給が停止し、自動車の生産ライン停止の報道あり。
■宮城県沖地震の発生が公表されている
□ １７９３年～ ２００８年（導入検討時）までの約２００年間で６回発生
□発生確率＝１０年以内 ７０％ ／２０年以内 ９０％以上 ／ ３０年以内 ９９％
□仙台東部の予想震度＝６強 （マグニチュード７．６）
□海岸線の予想津波の高さ＝２～３ｍ

■宮城県沖地震の再来に備える必要性を感じ、BCP策定を決定
□２００８年９月８日 ＢＣＰ策定委員会キックオフ
1年後のマニュアル策定を目指し、経営者・管理者（１０名）でスタート
初版マニュアル発行（２００９年９月）

３．BCPに基づいた備え
■当社の重要業務と事前対策
担当部署

営業部
業務部

環境リサイクル部

重要業務

目標復旧時間

緊急時対応

１日

顧客との連絡

３日

上水道設備の業務

３日

下水道設備の業務

３日

焼却炉の復旧

６日

◆緊急地震速報装置の配備
◆入手困難部品の確保・保管
◆取引先との協定書・覚書
◆衛星電話の配置（各事業所）

社内システム管理

３日

◆ｻｰﾊﾞｰﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑの再生館へ移転
◆衛星電話の配置（各事業所）
◆訓練の年３回計画（2011年１月迄５回実施）

（エコミュージアム21）

総務部

衛星電話

事前対策・準備

地震緊急速報装置
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◆契約書やマニフェスト保管
◆取引先との協定書・覚書
◆代替取引先の確保
◆自家発電装置の配置
◆取引先との協定書・覚書

研修会の様子
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重要業務 ①緊急時対応（営業）
②顧客との連絡（営業）
□契約書やマニフェスト保管・・・リサイクル工場２Fに保管しPCが
使用できないことを想定し書面にても保存
□取引先との協定書・覚書・・・市外の同業者に対応して頂く
□災害で通信が不通になってしまった際に衛星電話利用。
協定書の写真

重要業務 ③下水道の清掃（業務）
④貯水槽の清掃（業務）

□代替取引先の確保・・・市外の同業者に対応して頂く
□自家発電装置の配置・・・電気が使用できないことを想定して準備
□取引先との協定書・覚書・・・協力業者に対応して頂く

代替運搬車の写真

発電機の写真

⑤焼却炉の復旧（ＥＭ２１）
A:緊急地震警報装置

地震緊急速報装置

（自動的） 安全装置が可動する

場内アナウンス流れる
B:衛星電話の配置
□災害で通信が不通になってしまった際に利用。
□事業所が３箇所に分かれている為、通信が不通の際
に安否確認、 状況報告、作業指示が迅速に行える。
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C:入手困難部品の確保・保管
納期が一週間を超えるようなものは焼却施設（ＥＭ２１）とは別の場所に保管し
ていました。→EM21とは別の場所（再生館）に保管（リスク回避）

保管場所（再生館）

入手困難部品

D:取引先との協定書・覚書
■災害等、トラブルが起きた際、優先して協力頂くように災害協定書の締結。
□焼却炉メーカー
□電気会社
□機械屋、鍛冶屋
協定書の写真

⑥社内システム管理（総務）
Ａ：ｻｰﾊﾞｰﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑの再生館へ移転）

□本社とは別に再生館にバックアップサーバーを設ける。
□データーを二重保存する事に喪出を防ぐ
□バックアップＰＣは再生館に設置しリスク分散
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Ｂ：社内研修会でのＢＣＰ訓練 年３回計画（２０１１年１月迄５回実施）
研修日

ＢＣＰ研修テーマ

2008.11.29

グループ討論

2010. 1. 9

研 修

研修内容
重要業務のリストアップ
重要業務のボトルネック評価
ＢＣＰの基本事項と社員が取るべき行動

2010. 7.31

模擬演習（１）

宮城県沖地震(震度５強)発生を想定
従業員の安否確認・被害状況の調査

2010.10.30

模擬演習（２）

衛星電話とメールを使用した従業員の
安否確認・被害状況の調査

2011. 1. 8

宮城県沖地震の再来に備えて

講 演

研修会の様子

ＢＣＰマニュアル

（出前研修）

全社員を対象に行ったことにより、社員一人一人がＢＣＰの基本方針、目的を
理解することができました。

４．東日本大震災の被害状況
【地震発生】： 2011年3月11日（金） 午後2時46分
【地震規模】： マグニチュード9.0
【最大震度】： 仙台市若林区（当社周辺）震度６強 （宮城県最大震度は7 ）

■当社の被害状況
本社

再生館

人的被害

な

エコミュージアム21

し

建屋被害

大規模損壊
（地震による）

一部損壊
（地震による）

設備等の被害

ＰＣ等のＯＡ器具の
他多数

建屋、路面のひび 事務所流出
割れ、シャッター
プラント全壊
損壊
重機水没及び流出
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全壊（地震及び津波約
5mによる）
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□ 津波による浸水地域

エコミュージアム21

再生館
本社

赤：津波による浸水地域
青：住居地域流出被害地域

国土地理学会津波被災マップ参照

■被害状況写真（本社）

本社業務部

本社営業部

本社総務部

本社会議室
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■被害状況写真

エコミュージアム２１ 近隣状況

鉄道路線

3月１４日津波後初現地視察

道路状況

津波で鉄塔傾く

■被害状況写真

エコミュージアム２１ No１

建屋にトレーラー等が激突

建屋に流出物激突

約100m流出

事務所があった場所

流された事務所
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■被害状況写真

エコミュージアム２１ No２

津波を被ったユンボ

津波で流出したホイルローダー

津波で被災した焼却炉

■被害状況写真

津波で被災した制御盤

エコミュージアム２１ No３

津波で被災した焼却炉施設

津波で被災した焼却炉施設

津波で被災した無機汚泥施設

建屋内に軽自動車が激突
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５．ＢＣＰに基づいた復旧状況
ＢＣＰに基づいた復旧行動（１）
３月１１日
（金）

14：46 大地震発生
15：30 災害対策本部設置・ＢＣＰ発動
・安否確認と被害状況確認
・自家発電機で電力供給 （ＢＣＰで準備）
（照明・ラジオ・テレビ・衛星電話に供給）
・衛星電話により安否確認（ＢＣＰで準備）
・大容量発電機を手配し持込完了
22：00 従業員の全員無事確認終了

３月１２日
（土）

・本社・再生館の被害状況を確認
・お客様に対し緊急作業の要否調査
・焼却炉メーカーへ現地調査依頼
・燃料と食料調達

３月１３日
（日）

・お客さまの緊急作業を対応
（後日、感謝状贈呈）

ＢＣＰに基づいた復旧行動（２）
３月１４日
（月）

・社内コンピュータシステムが復旧
・ＥＭ２１の災害協定を結んでいる焼却炉
メーカーなどと現地調査を実施（予想復旧
時間：３ヶ月間）

３月１５日
（火）

・ＢＣＰ事業継続手段に基づき、他県の中
間処理業者に協力依頼
・通勤車輌用ガソリンを節約するため、方
面別グループ通勤開始

３月１７日
（木）

・他県の代替処理業者と連携し、顧客の処
理業務を継続実施

３月１９日
（土）

・流出物調査班によりＥＭ２１の流出物を
回収
・ＥＭ２１の場内清掃開始
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■目標復旧時間と実際の復旧状況

：ＢＣＰにおける目標復旧時間
：実際の復旧時間
：予想復旧時間

3/
3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17
11
1日 2日 3日 4日 5日 6日

重要業務

復旧時間（日数）
4/4 4/5
24日 25日

4/17 4/18 4/19
37日 38日 39日

緊急時対応
顧客との連絡

地
震
上水道設備の業務 発
生
下水道設備の業務 ・
Ｂ
Ｃ
焼却炉の対策
Ｐ
有機・無機汚泥プラ
発
ント含む）
動

焼却炉の想復旧時間 ３ヶ月
有機汚泥プラント運転開始
無機汚泥プラント運転開始
・・・
焼却炉運転開始

社内システム管理

□ ＢＣＰに基づいた事前対策・準備を 活用。
・ 焼却炉を除き目標復旧時間内での復旧。
・ 焼却炉も山形県のメーカーと連携し、予想復旧時間を 大幅に短縮し３８日目で復旧。

■エコミュージアムの各施設復旧 <写真>
震災直後

復旧直後

津波の被災した建屋
（３月１４日＝３日目）

建屋をブルーｼｰﾄで囲って業務実施
（４月１８日＝３８日）

津波で被災した焼却炉
（３月１４日＝３日目）

焼却施設復旧
（４月１８日＝３８日目）
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震災直後

復旧直後

津波で被災した無機汚泥施設
（３月１４日＝３日目）

無機汚泥脱水施設復旧
（４月５日＝２５日目）

有機汚泥脱水施設復旧
（４月４日＝２４日目）

津波で被災した有機汚泥脱水施設
（３月１４日＝３日目）

６．弊社BCＰ活動の総括
（１）良かった点
①今回の大津波災害はＢＣＰでは想定していなかったが、社員一人一人が目標
（重要業務・目標復旧時間）をはっきり認識して行動をとる事ができた。
⇒今後も、全社員の意識持続のため研修・訓練を継続的に実施する。
②プラントメーカー等と災害協定を結んでいた事や他県の処理業者と連携し顧
客の処理業務を継続することにより、当社の事業を中断することなく早急に
復旧工事にとりかかる事ができた。
⇒今後もリスクに備えた関連会社との関係構築及びバックアップ設備等の
確保により一層取り組んでいくこととする。
③ＢＣＰで準備していた自家発電装置や衛星電話機、入手困難部材の配備な
ど、事前に準備していたものが災害後の初期対応として有効に活用できた。
⇒今後も大災害によるインフラ停止を想定した取り組みを更に充実させてい
くこととする。
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（２）震災経験からのＢＣＰ問題点
震災後、社内研修でＢＣＰテーマを５回実施
・Ｈ23年 7月：東日本大震災とＢＣＰについて
・Ｈ24年 1月：ＢＣＰの今後の課題について
・Ｈ24年 4月：ＢＣＰの改善事項について
・Ｈ24年 ７月：安否確認の確認（模擬演習）
・Ｈ24年１０月：全体手順の確認（模擬演習）

ＢＣＰ研修会の様子

〈問題点）
①安否確認：震災後、社員全員の安否確認に時間を要した。（震災から約８時間）
②電源確保：一般的な発電機は準備していたが安定した電源が確保できずに
ＰＣ、ＦＡＸの運用には不十分だった。
③食料確保：社員８７名分の食料を確保することが困難だった。
④燃料確保：製油所が操業停止になってしまい、ガソリンスタンドからの燃料の確保
に苦労した。

問題点及び改善策
①:安否確認
問題点：震災後、安否確認の手法を決めてはいたがうまく機能しなかった。
（携帯電話、衛星電話の活用）

解決策①：連絡網の見直し（携帯メールにて、自ら上司へ安否情報を返信）
解決策②：衛星電話の活用
解決策③：ＢＣＰ携帯カードを作成。

その後、平成２４年１２月７日
三陸沖にてＭ７の地震発生
１７：１８
１７：２２
１７：３８
２０：００

震度５地震（津波警報発令）
津波警報発令
会社から安否確認メール
社員の無事安全確認（４時間短縮）
衛星電話、ＢＣＰ携帯カード
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問題点及び改善策
②電源確保
問題点：一般的な発電機は準備していたが安定した電源が
確保できずにＰＣ、ＦＡＸの運用には不十分だった。

インバーター発電機

解決策：電源を２種類の発電機に分けて使用する。
①一般的な発電機：投光器、等
②安定器付発電機：ＰＣ、衛星電話、携帯充電等

衛星電話
衛星電話

③食料確保
問題点：社員８７名分の食料を確保することが困難だった。
解決策①：３日間の食料、飲料水、炊飯器を準備。
解決策②：年１回の社内行事にて模擬演習。

食料（米）、飲料水、炊飯器等

使用訓練:年に１回行われる社内行事で演習も
かねて安定器発電機を使用した炊き
出し訓練を実施。
年１回、社内行事にて
年に１回、社内行事にて

問題点及び改善策
④燃料確保
問題点：東北、関東の製油所が操業停止になったり、輸送網が機能しなく
なりガソリンスタンドからの燃料の確保 に苦労した。

解決策①：使用を休止していた自社タンクの使用開始
②：燃料の補給するタイミングを1/2とする

最後に
今後は地震や津波、台風などの自然災害だけでなく、大火災、パンデミック、
テロ等様々な災害についてもその備えを検討していくつもりです。
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２．全国からの災害復旧支援
震災直後から，県内の沿岸部を中心に当協会の会員事業所が津波により被災したことから，被災した
会員事業所等に全国から多数の支援が寄せられた。
１

災害支援車両

今回の震災では，多数の会員事業所が津波により被災し，災害復旧に協力したくてもバキュームカー
やパッカー車等の車両が流出していた状況下にあり，会員事業所職員の継続雇用を最優先として，災害
支援車両の提供を環境省及び関係団体等へ要請した。
その結果，平成 25 年２月 21 日現在の災害支援車両は，バキュームカー40 台，パッカー車 17 台，そ
の他（その他特殊車両を含む）32 台，合計 89 台，日本環境保全協会（会長宇田川育男）および全国一
般廃棄物環境整備協同組合連合会（会長鳥越澄夫）等の皆様から多数のご支援をしていただきました。
お陰様で，被災会員事業所へ提供させていただき，震災後の災害復旧支援活動に現在も活用させていた
だいている。
幸い，全国から寄せられた災害支援車両の提供により，当初心配していた被災会員事業所での職員の
継続雇用も可能となりました。また，避難所の仮設トイレの不衛生が多方面から取り上げられましたが，
会員事業所・自宅等が被災しているなかで，昼夜を問わない災害復旧支援活動により，伝染病等の発生
もなく，被災者の公衆衛生の向上に寄与することができました。本当にありがとうございました。
今後も被災地の復旧・復興に向けて，会員一同取り組んで参ります。
被災会員事業所地区別の支援車両一覧表

地 区

仙 台

石 巻

塩 釜

県 南

気仙沼

合 計

パッカー車
（台）

平成25年２月21日現在

年 度

バキューム車
（台）

その他
（台）

合 計
（台）

23年度

1

1

合 計

1

1

23年度

19

24年度

2

合 計

21

12

23年度

1

2

3

24年度

1

1

2

合 計

2

3

5

23年度

7

1

8

24年度

2

合 計

9

23年度

3

24年度

4

合 計

7

23年度

24年度
12

20

51

4

6

24

57

1

3

1

1

11

1

4

8

3

7

1

7

15

31

16

24

71

24年度

9

1

8

18

合 計

40

17

32

89
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提供していただいた災害支援車両

２

義援金
平成 25 年３月１日現在，日本環境保全協会および
（社）

全国浄化槽団体連合会等の皆様から総額 46,430,933 円
のご支援をいただきました。会員事業所の被災程度に応
じて，理事会の決議により，各被災会員事業所等へ応急
復旧費用として活用させていただきました。
全国からの心温かいご支援，本当にありがとうござい
ました。

（社）全国浄化槽団体連合会様からの
義援金受領
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３

被災市町からの要請による災害復旧活動
３月 12 日，県の担当者が来所し，
「災害時における下水・し尿・浄化槽汚泥及び災害廃棄物の撤去等

に関する協定」により，応援協力要請を受けたが，津波により沿岸部の会員事業所が，かなり被災して
いると予測されるため，実施不可能との判断にならざるを得ないだろうという結果となった。
日本環境保全協会は大震災発生後，ただちに宇田川育男会長を災害救援対策本部長とする復旧支援体制
を稼動，被災状況の確認作業と支援準備を急いだ。
３月 14 日，日本環境保全協会は，環境省災害廃棄物対策特別本部長・樋高剛環境大臣政務官より，
東北地方太平洋沖地震で生じた災害廃棄物処理への協力要請を受けた。
日本環境保全協会は全国の会員団体に対し，支援・提供可能な機材・人員等を要請。バキュームカー
200 台，ごみ収集車 100 台，人員 500 名，簡易トイレ 200 基の災害復旧支援体制を確立し，環境省に報
告。会員団体は災害復旧支援出動体制を整えた。
とりわけ最大級の甚大な被害が発生した宮城県で，当協会の会員事業所も壊滅的に被災し，し尿処理
等の災害協定に基づく支援が不可能な状態に陥ったことから，日本環境保全協会が環境省との協議のも
と，災害復旧支援体制の整備を図り，宮城県内のし尿処理等の災害復旧支援は，日本環境保全協会ルー
トで実施することとなった。
環境省，日本環境保全協会，宮城県，山形県，（社）山形県水質保全協会，当協会との災害復旧支援
体制が整い，３月 19 日から（社）山形県水質保全協会による宮城県内被災地への継続した災害復旧支
援活動を展開していただいた。
主な支援内容は，
①

山元町において，３月 19 日から５月 31 日まで，下水道管路等に溜まった汚水の引き抜き作業を行
い，放流可能な下水道升等へ投入する作業に，バキュームカー延 252 台，作業員延 311 名を派遣して
いただいた。

②

多賀城市において，３月 24 日から３月 31 日まで，避難所に設置された仮設トイレの清掃作業と市
内各施設に設置された仮設トイレの清掃作業を行い，市指定の処理場（塩釜市）への搬入作業に，バ
キュームカー延 14 台，作業員延 28 名を派遣していただいた。

③

亘理名取共立衛生処理組合において，３月 28 日から 12 月末までの見込みで，同処理組合管内の地
元業者が収集したし尿，浄化槽汚泥を，岩沼市（長岡クリーンセンター）の仮設タンクに仮置きし，
その汚水を下水道山形処理区（天童市）へ午前１回，午後１回のペースで 40ｔ／日の搬送作業に，バ
キュームカー延 70 台，作業員延 84 名，モービル車延 563 台，作業員延 711 名を派遣していただき，
搬送汚水量 7,107.85ｔにのぼる災害復旧支援活動をしていただいた。
なお，白石市の終末処理場が本稼動した平
成 24 年３月末予定までの間も継続し，平成
24 年 １ 月 か ら ３ 月 末 ま で 搬 送 汚 水 量
1,007.86ｔ，合計（平成 23 年３月から平成
24 年３月末まで）バキュームカー延 70 台，
作業員延 84 名，モービル車延 634 台，作業
員延 784 名を派遣，搬送汚水量 8,115.71ｔ
の長期にわたる災害復旧支援活動をしてい
ただいた。
また，（社）東京環境保全協会（会長宇田川

猛彦）が４月 17 日から５月７日の間，中型プ
レス車等ごみ処理車輌延べ 63 台，人員延べ 63
名が,東京都 23 区清掃協議会とともに,仙台市
の被災地で粗大系ごみ（粗大・家電・がれき等）
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収集運搬の災害復旧支援活動を展開していただいた。
震災直後のガソリン不足，宿泊施設の確保等もままならない劣悪な環境の中で，災害復旧支援活動に
従事していただいた方々，本当にありがとうございました。

山元町への災害復旧支援活動状況

環清工業㈱様から多賀城市へ支援物資提供

- 170 -

第六章 東日本大震災に 伴う 災害復旧

多賀城市への災害復旧支援活動状況

亘理名取共立衛生処理組合への災害復旧支援活動状況
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４

（社）全国浄化槽団体連合会浄化槽機能保証制度による浄化槽災害復旧支援
（社）全国浄化槽団体連合会浄化槽機能保証制度による浄化槽機能保証制度の保証期間内の浄化槽

1,799 基に対して，今回の震災により被災した保証登録浄化槽を，今後も使用し続ける浄化槽管理者を
支援するため，
「東日本大震災に伴う浄化槽被害に対する保証制度基金特別会計からの特別支出」を活
用し，平成 23 年６月 22 日から平成 24 年２月 24 日まで，保守点検業者の協力と浄化槽法定検査の活用
により修補アンケート調査を実施した。
修補アンケート調査の結果を踏まえて，浄化槽管理者が修補した 95 施設に対して，修補に要した費
用の全額を，浄化槽の災害復旧費用として浄化槽管理者へ支援した。
修補アンケート調査の結果は，調査率 99.3％であり，全体の影響率は，浄化槽本体の異常 3.1％，ブ
ロワの異常 2.2％，その他（配管等）の異常 0.6％であった。震度が大きくなるにつれて浄化槽本体へ
の影響が大きくなるが，過去に（社）全国浄化槽団体連合会が実施した小型合併処理浄化槽機能保証制
度「大規模地震被害実態調査費等事業」調査と同程度の影響率であった。しかし，今回の修補アンケー
ト調査では，地震の揺れの方向と浄化槽の設置方向の規則性を確認することができなかった。
また，ブロワの異常は，沿岸部で津波による浸水の影響を受けているため，震度との関係は参考とな
らない。
震度別浄化槽機能保証制度被害状況調査結果
震度

区

分

設置基数 調査基数 調査率
（Ｂ）
（Ｂ／A）
(A）

全数

4,873

７
（保証登録浄化槽数）

52

全数
967

全数
525

全数
267

全数

520

99.0%

267

100.0%

37,650

合計
（保証登録浄化槽数）

99.3%

3,210

５強
（保証登録浄化槽数）

960
14,075

６弱
（保証登録浄化槽数）

100.0%

15,492

６強
（保証登録浄化槽数）

52

1,811

1,799

99.3%

浄化槽本体の異常

ブロワの異常

異常数
（Ｃ）

異常数
（Ｃ）

正常数

影響率
（Ｃ／Ｂ）

正常数

その他（配管等）の異常

影響率
（Ｃ／Ｂ）

正常数

異常数
（Ｃ）

影響率
（Ｃ／Ｂ）

4,635

238

4.9%

4,860

13

0.3%

4,425

448

9.2%

50

2

3.8%

52

0

0.0%

52

0

0.0%

14,904

588

3.8%

15,393

99

0.6%

14,666

826

5.3%

934

26

2.7%

936

24

2.5%

955

5

0.5%

13,746

329

2.3%

14,032

43

0.3%

13,632

443

3.1%

507

13

2.5%

505

15

2.9%

516

4

0.8%

3,140

70

2.2%

3,208

2

0.1%

3,099

111

3.5%

253

14

5.2%

267

0

0.0%

266

1

0.4%

36,425

1,225

3.3%

37,493

157

0.4%

35,822

1,828

4.9%

1,744

55

3.1%

1,760

39

2.2%

1,789

10

0.6%

※ 震度分類は，平成23年4月地震・火山月報の当該市町村最大震度による。
※ 区分：全数は，平成23年４月１日から平成24年３月31日までの浄化槽法第７条，第11条検査（平成23年３月11日以降に設置
されたものを除く。），浄化槽管理者･保守点検業者からの聞き取りに基づき集計。このため，異常があっても，修補後に検査を
実施したものについては正常数に含まれている。
修補実績集計表

①修補基数

95 基

③修補の内訳（複数回答あり）
1 槽本体の破損修理

9基

2 槽本体の浮上（液状化）復旧

54 基

3 仕切り板（隔壁）の変形、破損修理

2基

4 内部設備（配管、ろ材、接触材等）の変形、破損修理、ほか

10 基

5 ブロワーの交換（居住可能な建物に限る）

39 基
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④被害を受けた浄化槽の設置状況の分類（ブロワの交換のみ３７基を除く）
1 全体で、震度別では

震度６＋以上で（ ２８ ）基、６－で（ １５ ）基、
５＋以下で（ １５ ）基

2 全体で、浄化槽の設置方向は
南北方向

東西方向

槽が南北方向に設置されているもの（ ２５ ）基
槽が東西方向に設置されているもの（ １５ ）基
どちらともいえないもの（ ２ ）基
記入のないもの（ １６ ）基

3 全体で、上部が

駐車場（ ３ ）基、そうでない（ ２８ ）基、未記入（ ２７ ）基

4 全体で、浄化槽の

材質がFRP（ ４５ ）基、DCPD（ １３ ）基

5 全体で、カラー高さは

０～10cm（ ７ ）基、11～20cm（ ７ ）基
21～30cm（ ２３ ）基、30cm超（ ３ ）基、未記入（ １８ ）基

6 槽本体（外槽）破損のうち

材質がFRP（ ６ ）基、DCPD（ ３ ）基

7 槽本体の浮上のうち

土地が平坦（ ５２ ）基、傾斜地（ ２ ）基

8 槽本体の浮上のうち

上部スラブがあるもの（ ５３ ）基、ないもの（ ）基、未記入（ １ ）基

9 槽本体の浮上のうち
特殊工事として、
10 隔壁が破損した浄化槽は
南北方向

東西方向

支柱工事（ ２ ）基、根巻き工事（

）基、ボックス（

ピット工事（

）基、不明・未記入（ ２１ ）基

）基、擁壁工事（

）基

槽が南北方向に設置されているもの（ １ ）基
槽が東西方向に設置されているもの（
どちらともいえないもの（

）基

）基

記入のないもの（ １ ）基

５

日本環境保全協会青年部による災害復旧支援ボランティア活動
平成 23 年９月 11 日，日本環境保全協会青年部（（社）東京環境保全協会・
（社）北海道環境保全協会・

（社）山形県水質保全協会・当協会）が連携し，石巻市大原浜において，がれき撤去作業等の災害復旧
支援ボランティア活動等を実施していただいた。

災害復旧支援ボランティア活動実施場所
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災害復旧支援ボランティア作業前の状況

災害復旧支援ボランティア活動状況
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ボランティア活動に参加していただいた（社）東京環境保全協会青年部・（社）北海道環境保全協会青年部・
（社）山形県水質保全協会青年部の皆さんと当協会職員

昨年に引き続き平成 24 年 11 月４日から５日，日本環境保全協会青年部（（社）東京環境保全協会・
（一
社）北海道環境保全協会・（公社）山形県水質保全協会）が連携し，石巻市大原浜において，草刈・被
災者のお手伝い作業等の災害復興支援ボランティア活動等を実施していただいた。皆さん，地元の手が
届かないところにご支援いただきまして，遠いところ本当にお疲れ様でした。

ボランティア活動に参加していただいた（社）東京環境保全協会青年部・（公社）山形県水質保全協会青年部の皆さん

ボランティア活動に参加していただいた（一社）北海道環境保全協会青年部・（公社）山形県水質保全協会青年部の皆さん
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被災者のお手伝い状況

前年のボランティア作業場所の確認

ビニールハウスの片付け状況

ビニールハウスの片付け状況

草刈作業前

草刈作業状況
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３．応急仮設住宅浄化槽
今回の東日本大震災では，国が被災地域の水環境保全及び被災者の衛生面を考慮し，いち早く全ての
応急仮設住宅の水洗化方針を示した。県では，（社）プレハブ建築協会に３万戸の建築を要請するとと
もに，民間賃貸住宅を借り上げて応急仮設住宅とする制度を併用し，避難所に暮らす被災者への早期の
住宅供給に努めた。しかし，建設可能な平坦な土地の大部分が津波による浸水，建設必要戸数が多いこ
とから，建設用地の確保が難航し，406 団地，22,095 戸の応急仮設住宅がすべて完成したのは，12 月
26 日であった。
この応急仮設住宅団地内に設置された浄化槽は，504 基ほぼすべてが地上設置型であるのが宮城県内
の特徴である。
１

応急仮設住宅団地と浄化槽の設置状況

宮城県の応急仮設住宅は，県内 35 市町村中 15 市町に
ある。応急仮設住宅団地の設置場所は，一部県外を含め
気仙沼市

17 市町にまたがる。一団地当たりの平均戸数は 54.7 戸
南三陸町

である。

石巻市

応急仮設住宅団地に浄化槽が設置されているのは９

女川町

東松島市

大郷町

塩釜市

市町，１町を除きいずれも津波の被害を受けた自治体で，

七ヶ浜町

仙台市

庁舎自体も何らかの形で被災している状況であった。そ
の他，仙台市をはじめとする６市町は，下水道施設が壊
山元町

滅的な被害を受けていたが，すべての応急仮設住宅団地
の生活排水を，公共下水道に接続している。

応急仮設住宅浄化槽のある９市町の位置

応急仮設住宅浄化槽は，209 団地，504 基が設置され，
21～50 人槽の区分が最も多く 385 基，全体の約 76％を占めている。また，メーカー別の設置状況では，
Ａ社・CXU２型，Ｆ社・CSL 型，Ｎ社・NSR 型が全体の約 58％を占めている。
応急仮設住宅浄化槽設置状況
人槽区分

気仙沼市 南三陸町

石巻市

女川町

東松島市

（単位：基）

塩釜市

七ヶ浜町

大郷町

山元町

合 計

20以下

5

2

5

5

0

0

0

0

3

20

21～50

145

82

60

53

26

4

4

1

10

385

51～100

19

12

16

11

8

0

0

0

4

70

101～200

7

4

1

1

0

0

0

0

10

23

201以上

0

0

5

0

0

0

1

0

0

6

合 計

176

100

87

70

34

4

5

1

27

504

※ 女川町の70基は，石巻市内に設置されている12基を含んでいる。

応急仮設住宅浄化槽メーカー別設置状況

メーカー

型式

気仙沼市 南三陸町 石巻市 東松島市 女川町
41

CXU2

21

3

計

NSR
浄化王
小

26

1

山元町

41

21

計

22

3

33

2

9

123
6

0

0

1

10

1
13

17

17

1

4

7

14

21

25

合 計

1

6

NK-USRⅡ

Ｎ社

22

FXU
小

塩釜市 七ヶ浜町 大郷町

1

CXN

Ａ社

（単位：基）

131
1

19

7

4

3

3
19
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15
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0
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メーカー

型式

気仙沼市 南三陸町 石巻市 東松島市 女川町

CE

14

2

2

1

1

CSL

40

16

11

3

14

11

PCN

2

1

2

5

25
1

HC

2

3

HC-A

1

1

K-HC-R

2

2

K-HC-T

7

小

計

12

DCX

19

MCP

1

TRB
計

0

5

0

3

計

7

0

0

0

0

0

KGRN
小

2

4

計

3
4

計

3

4

21

10

2

4

5

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

6

4

4

6
7

14

7

14

1

合

21
0

0

0

FCW

5

4

3

FCX

3

6

6

FCXT

1

計

46
6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

25

1

1

1

2

2

2

4

5

2

計

6

1

FCI

小

23

2

NCW

ＤＥ社

1

31

1

NCN-A

小

15

3

MCF

ＮＥ社

1

2

JR

Ｈ社

137
5

7
3

1

6

MSA2
小

20

2

RBF

小

5

2

DCW

Ｍ社

88

21

計

20

21

65

小

Ｄ社

1

合 計

4

1

－

Ｋ社

6

山元町
1

1

PC

Ｆ社

塩釜市 七ヶ浜町 大郷町

2
3

1

16

1

16
1

9

10

11

3

2

0

0

0

0

35

176

100

87

34

70

4

5

1

27

504

気仙沼市五右衛門ケ原応急仮設住宅浄化槽
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２

応急仮設住宅浄化槽の人槽算定
宮城県では，今回の応急仮設住宅浄化槽の人槽算定は，原則１ＤＫ：2.0 人，２ＤＫ：3.0 人，３Ｋ：

3.5 人とし，これらを合算して算定している。県内の平均人槽／戸数比は，約 2.9 人／戸，応急仮設住
宅団地ごとの度数分布は，2.5～2.6 付近及び 3.0 付近が多くなっている。岩手県の場合は，全県平均１
戸当たりの算定人員が 3.45 人槽であり，宮城県の約 1.2 倍の大きさの浄化槽が設置されたことを意味
する。
浄化槽の人槽算定が適切であることは，浄化槽が所期の性能を発揮し良好な水質を維持するための前
提条件である。実流入水量が計画流入水量を大幅に上回ると，通常，保守点検の範囲内では対応しきれ
なくなることが懸念される。なお，宮城県保健福祉部震災援護室によると，平成 24 年 12 月 28 日にお
ける宮城県内の仮設住宅の平均入居率は 94.5％とのことである。
応急仮設住宅浄化槽の人槽算定

応急仮設住宅団地数 総 戸 数 浄化槽設置基数 総 人 槽 １戸当たりの算定人槽
204

8,545

487

24,988

2.9

※ 応急仮設住宅浄化槽の内，487基分のデータを基にしている。

参考 日本工業規格「JIS‑A‑3302.2.ﾛ‑共同住宅」
［共同住宅の処理対象人員算定（JISA3302‑2000）]
n=0.05A n：人員，A：延べ床面積（㎡）
ただし，１戸当たり n が 3.5 人以下の場合は，1 戸当たり 3.5 人または２人
（１戸が１居室だけで構成されている場合に限る）とし，１戸当たりの n が
６人以上の場合は１戸当たりの n を６人とする。

３

平成 23 年度７条検査における応急仮設住宅浄化槽の指摘事項

平成 23 年度７条検査検査の指摘事項から，寒冷地対策の不備，維持管理作業の安全性に問題がある
浄化槽や構造的に水質向上が困難な浄化槽が多く設置されている。
平成23年度７条検査における応急仮設住宅浄化槽の指摘事項
気仙沼市

石巻市

東松島市

女川町

塩釜市

七ヶ浜町

山元町

合 計

主な指摘事項
基数

割合

基数

割合

基数

割合

基数

割合

基数

割合

基数

割合

基数

割合

基数

割合

寒冷地対策(本体)不備

170

100%

85

100%

34

100%

69

98.6%

4

100%

5

100%

26

96.3%

393

99.5%

寒冷地対策(その他)不備

150

88.2%

83

97.6%

30

88.2%

60

85.7%

4

100%

5

100%

25

92.6%

357

90.4%

点検歩廊・昇降階段不備

59

34.7%

41

48.2%

11

32.4%

44

62.9%

4

100%

5

100%

20

74.1%

184

46.6%

分水計量槽不備

44

25.9%

56

65.9%

0

0.0%

2

2.9%

4

100%

3

60.0%

17

63.0%

126

31.9%

スクリーン設備不備

91

53.5%

61

71.8%

30

88.2%

51

72.9%

4

100%

1

20.0%

11

40.7%

249

63.0%

ポンプ槽の作業性不備

10

5.9%

6

7.1%

0

0.0%

12

17.1%

4

100%

0

0.0%

1

3.7%

33

8.4%

給水栓の不備

14

8.2%

15

17.6%

22

64.7%

20

28.6%

0

0.0%

0

0.0%

13

48.1%

33

8.4%

必要なフェンスの未設置

19

11.2%

7

8.2%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

11

40.7%

37

9.4%

110

64.7%

44

51.8%

11

32.4%

57

81.4%

3

75.0%

4

80.0%

20

74.1%

249

63.0%

透視度不可

90

52.9%

45

52.9%

9

26.5%

48

68.6%

1

25.0%

4

80.0%

20

74.1%

217

54.9%

消毒の不備

3

1.8%

1

1.2%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

4

14.8%

8

2.0%

汚泥流出

2

1.2%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1

3.7%

3

0.8%

10

5.9%

7

8.2%

12

35.3%

3

4.3%

0

0.0%

2

40.0%

5

18.5%

39

9.9%

BOD不可

その他の不備

具体的には，①地上設置にもかかわらず足場が設置されていない，②歩廊の位置が不適当，または，
足場が大きくはねたり揺れたりし維持管理作業に支障がある，③保温のためのウレタン塗布は，どの浄
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化槽にも実施されていない（宮城県内に設置された応急仮設住宅浄化槽が，他県と比較して多い），④
原水ポンプ槽にスクリーン設備が無い，⑤分水計量装置が未設置で，一次処理槽への流入水量を事実上
コントロールできない等の事例があった。
また，地上設置型が多いため，浄化槽本体の固定方法として，本体フランジ部分にボルトで固定され
ている例が見受けられるが，余震活動による揺れ等にどの程度耐えられるのか，強度不足による破損が
危惧される。

足場が設置されていない・保温対策がない

足場が片側のみで点検口と歩廊が遠い

保温対策がないため放流側凍結

中継ポンプ槽にスクリーンがない

原水ポンプ槽にスクリーンがない

- 180 -

第六章 東日本大震災に 伴う 災害復旧

分水計量装置がなく原水槽から直接流入

本体フランジ破損の可能性あり

保温対策（ウレタン吹き付け－岩手県の事例）

４

応急仮設住宅浄化槽の維持管理体制確立

県では，応急仮設住宅の設置を土木部が所管し，その設置を（社）プレハブ建築協会に委託し，維持
管理面は保健福祉部が所管し，市町村は住民対応の入居手続き等を担当していた。
維持管理でまず問題となったのが，「浄化槽管理者は誰か？」である。使用開始報告書の提出期限が
迫ったことから解決が図られ，浄化槽管理者を市町村とする方針が決められた。ただし，浄化槽管理者
が決まっても，維持管理契約の締結までは簡単ではなかった。
市町村では，応急仮設住宅を扱う担当課は日々多忙を極めており，浄化槽を担当するのは初めてとい
う担当者が多く，対応のためのマニュアルもなく，また当該市町村の地域防災計画に浄化槽は登場しな
いため，議会等各方面に話をとおすとき優先順位を上げてもらうのに苦労した。
維持管理契約が正式に結ばれる前は，臭気の発生や原水ポンプの焼き切れなどが起こり，保守点検業
者が町当局に呼び出されることも多かった。また，浄化槽管理士が正式契約後の点検で未開封のままの
消毒剤がセットされてあった事例もあり，早期の契約締結の重要性を痛感している。
なお，気仙沼市と南三陸町では，それぞれ維持管理業者の団体が全浄化槽の維持管理を一括して市及
び町と契約した。これは，今後の応急仮設住宅浄化槽の契約モデルとなると考える。
５

保守点検業者の工夫

保守点検業者の工夫として，応急仮設住宅浄化槽のフェンスに看板を設置したり，浄化槽本体にナン
バー塗装した事例がある。浄化槽設置場所には，よく同型・同人槽の浄化槽が並べて設置してあるため，

- 181 -

第六章 東日本大震災に 伴う 災害復旧

浄化槽を識別するための工夫が必要である。
また，保守点検業者が，応急仮設住宅の入居者に対して，浄化槽の使用に関するパンフレットを配布
している事例もあり，配布回数を多くするに従い，ポンプのつまりの原因となる異物の混入が少なくな
ったとの話を聞いている。

緊急連絡先等を記した看板設置

６

応急仮設住宅浄化槽への今後の対応

①

維持管理での対応

浄化槽にナンバリング

一度設置した浄化槽に対し，設備上の修繕等を施すことは，予算的な事情も含め非常に難しい。さ
らに，浄化槽の増設・付替えとなると非現実的なことになってしまう。したがって，放流水質を基準
値以内にするためには，清掃頻度の増加が必要である。人員比の高い浄化槽の放流水質を維持するた
めには，清掃頻度の増加で対応することが一番効果的である。応急仮設住宅の入居率が高く，付属し
ている応急仮設住宅浄化槽の人員比が高い間は，清掃頻度を増加させて対応せざるを得ない。
また，点検歩廊・昇降設 備の正しく設置することにより，保守点検・清掃を容易に実施出
来 るよ うにす ること が必要 であ る。さ らに，昇 降設 備もは し ごではな く階段 状にす ること ，
床面状の点検歩廊と階段による昇降が大切である。
②

付帯設備の改善
寒冷地対策，中継・原水ポンプ槽，分水計量装置，給水設 備，スクリーン設備，フェンス
に設置等，付帯設備が不備な 場合には，新たに設置する等の 改善が必要である。
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第七章 東日本大震災に伴う会員・職員の体験記
１．震災から１年９カ月「復興より復旧の優先を」
会長 佐藤 佑
形だけの復興では意味がない
震災から１年９ケ月経つが，復旧はまだまだである。よく言われるのは「ふるさと復興」のキャッチ
コピーだが，復興というのは復旧がなければあり得ない。こんな話を聞いた。ある企業が 75％の補助金
を貰って建物を建てた。その後仕事を始めたがなかなか軌道に乗らない。なぜかというと，インフラの
復旧が終わっておらず，仕事のしようがないからだ。形だけ復興してもこういうことになる。復旧とい
うのは，まず電気ガス水道，そして排水の処理，生活と仕事の基盤ができてないといけない。
例えば漁業だったら，まず岸壁をかさ上げしなければならない。地盤沈下が起きたので，満潮になる
といまだに海水が上がって来て海と岸壁との境が隠れてしまい，港の漁船が転覆する恐れがある。かさ
上げすることで初めて漁船が入れるようになり，市場も活性化して仕事が増えるのだが，復旧速度は極
めて遅い。
我々の業界もそうだ。例えば石巻市内の浄化槽は 4,000 基減少した。復興するといっても，なくなっ
た 4,000 件の仕事をどうするのか。元通りにするのは不可能だが，それに近いことが必要だろう。我々
にとって復旧というのは，今回の震災を踏まえて適正な計画で下水道や浄化槽整備を進めて欲しいとい
うことを意味している。
あれほどの災害から立ち直るために復興は必要である。しかしその前に，生活排水の処理を含めた基
本的な生活基盤を整える方が先ではないか。
腐るバキューム，海水が問題
災害発生後に我々が行ったのは，非常に混乱した中，４日目に対策本部を立ち上げ，市の職員に毎日
来てもらい，し尿とゴミについて打ち合わせながら収集運搬作業を実施した。特にし尿については，浸
水したところは無料で汲むという方針で行った。
しかし処理施設も被災し処理場がなく，一日の投入制限はあったが，近隣市の機能を保持している処
理場を探しだし，ご協力いただいてそこに投入した。２週間程度の活動で浸水地域の汲み取りは終わり，
その後は地域ごとの作業に移行していった。この間，全国の方々から多くの支援をいただき，大変お世
話になった。また今でも支援は継続的にいただいており，関係者の皆様に感謝している。
ただ問題は，バキュームで汲んでいるものが塩分を含んでいるということだ。汲んでも汲んでも満潮
になると冠水するので，海水を汲み取っているに等しい。そうすると何が起こるかというと，バキュー
ム車がどんどん塩害で腐食し，穴が開いてくる。全国から支援いただいたバキューム車が，このような
状況で限界に近付いている。
我々も現状の中で一生懸命やっているが，できるだけ早急に復旧工事をしていただきたい。行政もお
金がかかるので難しい話ではあるが，やはり復旧がなければ復興はない。
遅れる一廃収運業者への支援
復興予算については，
手を上げたもの勝ちのような状況がある。
これまで 5 次にわたる予算が出たが，
補助のメニューの中には，いまだにバキューム車もパッカー車も含まれていない。これは復興関係機関
の方々が，我々の仕事，浄化槽やし尿汲み取りへの理解が足りないのが主な原因ではなかろうか。我々
も予算は必要としており，そのことを何度か要望したが，返ってきた答えは「生産性のない業種にはあ
げられない」ということだった。
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我々の仕事は，し尿もゴミもそうだが，委託・許可を受けて市町村の仕事を代行することであり，生
産性のことをいうなら，そもそも行政の仕事に生産性はあるのかということになる。まずは我々が代行
者であるということを理解していただかなくてはならない。物を作る仕事ではないが，地域に貢献して
いる仕事である。例えば災害直後は，全国の同業の方々が支援に駆けつけていただきライフラインを守
った。
今度の６次予算ではどうなるか。決定はまだない。我々も沿岸部の業者は多大な被害を受けており，
声を張り上げていかなければならないと思っている。
また浄化槽基数が大幅に減った中，個々の業者がばらばらに動いていてはこの業界は持たない。そう
いった意味で，組合組織の役割がますます大きくなって来ている。私も３組合で役員をやらせていただ
いているが，組織の基盤を強固なものにし，またサービスの質を落とすことがないように，デフレとは
言え安易な競争に走らないようにする必要があると考えている。
地元企業の効果的な活用を
被災地は今もまだゴミが山積みだ。政令指定都市の仙台市の復旧は早いと言われているが，ここは全
て地元企業に市自らが発注をかけた。処理場は３カ所あり，一日の処理能力はそれぞれ 90t，90t，300t
となっている。もう市内にはほとんどゴミが残っておらず，さらに他市町村の受け入れまで始めた。
一方，仙台市と比べると，他市町村の復旧事業の進捗は遅い。国では 26 年までの作業完了を目指し，
本来は廃棄物処理法で禁止されている再委託も認める特例が出されているが，それまでに終わるとはと
ても思えない。あと 10 年かかるのではないかとも思える。
もう少し地元企業のことも考えた中で復旧事業を進めていただけたならと思う。建物が必要であれば
地元の建設業に，プラントが必要であればプラントメーカーに，仙台市のように必要な企業と必要な契
約を行う手法が望ましかったのではなかろうか。
浄化槽の一層の整備促進を
下水道は先日やっと生物処理が可能になった状況で，まだまだ本復旧には時間がかかる。いまだ汚物
を下水道に流さないで下さいと訴えている一方で，下水道区域内の応急仮設住宅の汚水を，真っ先に被
災している下水道に流すなど対応の整合性も欠けているところがある。
下水道の維持管理予算だけで相当な数の浄化槽が整備できるだろう。しかしこれを指摘しても縦割り
行政ということでなかなか理解して貰えない。
また平成 11 年に単独処理浄化槽の新設が禁止されたが，私も当時，環境庁（当時）で検討の委員を
務めていた。単独浄化槽の処理能力は，今の合併処理浄化槽とは比べ物にならないほど悪く，廃止され
るのも仕方がないと考えていた。しかしそこで主張したのは，当時 900 万基あった単独の合併転換を計
画的に進めて欲しいということであった。浄化槽の認可は国が行っており，国が設置して良いとしてい
たものを突然禁止にするなら，その責任は国で取るべきではないかと。だが環境庁の返答は，なかなか
難しいということであった。
今でこそようやく合併転換に補助が付くようになったが，当時はそのような補助もなく，その結果今
も約 500 万基の単独が残ってしまっている。省壁は昔から残り続けている。
災害協定は規模の想定が必要
また今回の震災に関しては災害協定の問題もあった。最近は災害協定を結ぶ都道府県が増えてきてい
るが，恐らく東日本大震災ほどに大きな災害は想定していないと思う。
宮城県と協会ではもともと災害協定を結んでいたが，それは県内の一部地域で，例えば石巻市が被災
した場合に近隣市町村から業界の方々が支援に駆けつけるというものであった。今回は県全域が被災し
我々も大部分が被災。安否確認すらままならない状況で，近隣市町村の支援どころではなかった。
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震災翌日の３月 12 日に県庁の方々が訪れ，災害協定について話があったが，我々も動ける状況ではな
いということを伝え，一から活動体制を組み上げることになった。また市町村も県も相当な混乱状態で
あり，本来望ましいことではなかったが，環境省を交えて県の対策本部と情報をやりとりすることがあ
った。
今後の災害に備え，どのような災害協定締結，支援を行うべきかは難しいところだが，今回のように
広範囲にわたる災害の場合は，東北ブロック，関東ブロックなどのくくりで協定を結ぶべきだろう。
支援活動については，行政機関において最低でも車の燃料等の確保ができないと受け入れできない。
せっかく被災地に向かっても，燃料がなくては動けない。また２，３日なら車中泊でも構わないが，長
期にわたる活動の場合は宿泊場所が必要だ。さらに外部の人間では地理が分からないという問題もある。
被災した地元業者も仕事は必要としているので，必要な車両等を提供し，人的な支援は中継地から遠方
の処理場への移送に集中するなどの方法が考えられる。
災害時に“使える”トイレ整備を
仮設トイレの汲み取りについては，多方面からお叱りをいただいてしまった。しかし便槽の構造であ
ったり，誤った使い方で問題を起こしていることがほとんどで，例えば汚物が溢れているとの苦情を受
け，実際に現場へ行きマンホールを開けても，通常は満杯で 200～300L あるはずが 10L も汲み出せなか
った。または便槽の中が紙だらけで詰まりが発生し，汲み取り作業ができなかったなどの事例が多々あ
った。
なぜこういうことが起こるかというと，今回多く設置されたのは，工事現場等で良く使われる仮設ト
イレで，定期的に掃除し，水を流してあげないと汚物が縦に溜まっていってしまう。つまり便槽自体は
余裕があるが，上から見ると満杯と誤認してしまう状況になる。
しかし一般の方では分かるはずもなく，正しい使用方法が周知されていないことで役所や環境省，そ
して我々へのクレームにつながってしまった。我々では対応できない部分だったのだが，この件では相
当ひどく批判され，
「伝染病が発生したら誰の責任だ」とまで言われたこともあった。
そういった点から，今後仮設トイレを設置する場合は一定の決まりが必要ではないかと思う。例えば
避難民が自主的に掃除を行っているトイレはいつも衛生的で，掃除されていない仮設トイレとは雲泥の
差があった。もしこれが夏だったら，ハエの大量発生など，衛生面で重大な問題を引き起こしただろう。
また仮設トイレの構造自体についても，口径が小さすぎてバキュームの２インチホースが入らない，
一度便槽を外さないと汲み取りができないなど，メンテナンス面で問題を抱えるトイレが見受けられた。
今後は避難所には，イベント用や工事現場用ではなく，災害を想定したトイレを設置すべきではないか。
その他の点では，灯火がないことも問題だった。停電していたため夜中は真っ暗である。そうすると
小さい女の子などは絶対に行きたがらない。病気にさせないためにも，トイレには発電機を付けるべき
だ。さらに浄化槽があれば，汚物を衛生的に処理または貯留させることができる。避難所のトイレは下
水道につながっているところが多いが，使用する人間がとても多いためと排水管の被災により震災翌日
には溢れ出し，全く役に立っていないところがほとんどであった。これらは今後の大きな課題だろう。
(「環境情報」2013.1.1

№652

掲載記事)
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２．会員の体験記
「東日本大震災発生！地元に密着した企業として取り組んでいること。」
株式会社宮城日化サービス 三浦 利紀
被災状況
３月 11 日の地震による被害状況は，本社・仙南営業所共に建物の被害はありませんでしたが，事務
所内のロッカーや書棚が倒れたり書類が散乱し，一時はパニック状態になりました。地震が収まってか
ら速やかに，伊東社長を本部長とする災害対策本部を設置し，停電と電話回線が不通の中，何とか発電
機で照明とノートパソコンの電源を確保して，電子メールで社員とその家族の安否確認を行いました。
最終確認が取れたのは翌日でしたが，人的な被害はありませんでした。
＜被害状況＞

社員とその家族の被害

･･･

なし

社員の家屋の流失・全壊

･･･

３名

社員の家屋の大規模半壊・半壊

･･･

４名

社員の自動車の流失

･･･

１名

本社・営業所の事務所の被害

･･･

なし

車両・資材センターの被害

･･･

一部地割れ発生

緊急対応状況
弊社は，業務に関連した各種団体に加盟しており，一般・公共を問わず，下水道や汚水処理施設，家
庭用浄化槽の契約者様宅などの被害状況を把握する為，社員が手分けをして出動，復旧活動にあたりま
した。
給水・給湯設備としては，停電と電話の不通状態が解消された途端，特にエコキュートに関する修理
依頼が非常に多く，一時は 360 件まで未対応物件が膨らみましたが，
他県の関連会社からの応援も頂き，
５月下旬にはほぼ解消できました。
地域への貢献活動
３月 11 日夕方

事務所前に大型発電機を設置，必要最低限の電源を確保

３月 11 日夜 ～ 14 日夜

近隣住民の方々への電源の開放
携帯電話の充電や電気炊飯器での炊飯に使用
町内会掲示板やクチコミで延べ人数約 180 人が利用

３月 11 日

～

３月下旬

仙台市内の公共下水道管路施設の被害状況を目視調査

３月下旬

～

５月下旬

給湯器・エコキュート等の緊急修理対応
（３月下旬～４月下旬 他県の関連会社から応援を頂く）

３月下旬

～

９月下旬

日本下水道管路管理業協会の震災対策本部として
本社会議室を貸し出し，下水道関連施設の被害状況調査

７月中旬

本社事務所に電源切替器を設置
停電時でも大型発電機から安定した電源を供給できる

８月中旬

本社事務所に災害支援ベンダー仕様の自動販売機を設置
震度５弱以上の地震発生時に災害支援ベンダーに切り替える
停電時でも内臓バッテリーで 48 時間稼動できる

８月下旬

本社事務所と仙南営業所にＡＥＤ（自動対外式除細動器）を設置
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今回の震災による教訓
今回の震災を経験して，以下の取り組みを実施しています。
① 従来の緊急時の連絡体制や被害調査体制を再度見直して周知徹底
・迅速な社員・家族の安否確認
・仙台市災害復旧応援協定に基づく調査
・浄化槽などの被害状況調査
② 事務所や倉庫内の整理・整頓とレイアウト変更
③ 営業車両は早めに燃料の給油を徹底
④ パソコン等の定期的な業務データのバックアップを徹底
⑤ 事務所電源の確保・地域住民への開放
⑥ 自動販売機(災害支援ベンダー)とＡＥＤの活用
最後に
今回の震災では，本当に多くの方々から心温まるご支援・ご協力を頂きました。
ありがとうございました。
弊社は，これからも給水設備のみならず，水処理の技術と下水道関連施設の維持管理のノウハウを通
して広く地域に貢献してまいります！
地元に密着した企業として，一日でも早い地域の復興・発展を目指し，
「企業活動 ＝ 社会貢献活動」
と認識してこれからも取り組んでまいります！

２０１１年 ３月１１日（金） １４：４６ 東日本大震災発生

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ・Ｂ・Ｃ 震災直後の本社事務所内の様子
Ｄ すぐに顧客情報管理ｼｽﾃﾑのﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ
と業務用ＰＣ本体を安全な場所に避難
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３月１１日（金）夕方 ～ ３月１４日（月）夜 事務所前に設置した大型発電機を近隣住民の方々に開放

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ａ 設置した大型発電機

Ｂ・Ｃ 近隣住民の方々「ここで携帯電話の充電とご飯が炊ける！」

Ｄ

荒巻川平町内会掲示板でお知らせ

３月１６日（水） 荒巻川平町内会の回覧文書
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７月上旬 電源切替器を設置

８月中旬 自動販売機の設置
３月１１日夜 ～ ６月３０日
日本下水道管路管理業協会
に会議室を貸し出し
（震災対策本部として使用）

弊社では、震災当日から仙台市
を中心に各市町村の被害状況を
調査しました。
日本全国の各支部から応援部隊
が派遣され、各県の被災地支援
活動を展開しました。
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震災を振り返り
気仙沼清掃事業協業組合 代表理事 小松 鈴三
幸運にも六十名あまりの職員全員と保有車両は皆無事であっ た。当日は，業務中避難先に孤
立し戻れない者が四名おり，内二名は大島地区の島内に一台のバキューム車と共に避難してい
た。このバキューム車が後に島 内で大活躍することになる。
し尿収集が再開できたのは震災三日後の三月十四日からで，し尿処理場が大型発電機を調達
し仮設電源の確保ができたか らである。但し，当初の処理能力が確保できた訳ではないが，ま
ずは市当局の迅速な対応に胸を 撫で下ろしつつ頭が下がる思い だった。
とにもかくにも，避難者で溢 れる市内全域の三百箇所にも及 ぶ避難所仮設トイレの汲み取り
が先決であった。何度となく市 当局とのやり取りがあったが，結局通信手段の無い中で唯一ホ
ットラインを有する当局に汲み 取り受付女子職員を派遣し，対 応することになった。バキュ ー
ム車も同様である。ここで触れ ておきたいことは，バキューム 車の災害対応車両としての取 扱
いの件である。当時，緊急車 両以外の一般車両は燃料確保が非常に困難であった。もちろん当
方 も例 外では ない。 しかし ， 避難所 の汲み 取りに は， 燃料の 安定 確保が 必須 である 。そこで ，
バキューム車を災害対応車両として取扱うよう当局に要請したわけである。仮住いでの受付対
応が効を奏し，混乱の中刻々と 当局に入る避難所の情報は，仕 分けされ即座に我々の元へ伝え
られた。そして「災害対応車」のステッカーを貼り付けたバ キューム車が，一斉に避難所に出
動して行ったのである。
当初の避難所は，まだ仮設トイレの数も十分ではなくトイレには汚物が溢れ，多くの避難者は不衛生
な中，なれない汲取り式仮設トイレの使用に戸惑っていた。仮設トイレの設置が進むにつれ組織的な自
治も始まり，これらの対処法や汲み取り目安などを指導しながら，次第に避難所の衛生状態が改善され
ていった。
通信が途絶している中，情報伝達手段の一つで，大変有効だったのがバイク便である。バイクを使っ
て当局との間を定時に往復し，伝達事項のやり取りをするわけである。道路事情や燃料確保の問題があ
ったので，し尿処理場や避難所のトイレ巡回，そして作業車への連絡にもおおいに活躍した。利用した
バイクは，バイク愛好家の職員有志とその愛車である。
さて当時の浄化槽のことであるが，し尿処理場の仮設運転は依然として，し尿処理優先で稼働してい
るわけであり，なかなか浄化槽汚泥の受入れ許可が下りなかった。本格的な受入れが再開したのは，実
に震災六ヶ月後の八月中旬である。四月以降応急仮設住宅の建設が開始され，避難所の閉鎖が徐々に進
むにつれ，し尿処理優先が徐々に緩和されたからである。震災後の停電や断水やらで何かとイレギュラ
ーな使用に耐えて来た浄化槽も，やっとのことで清掃にこぎつけ，数ヶ月ぶりに息を吹き返すことにな
った。浄化槽が災害に強いことは，阪神淡路大震災以降も災害のたびに実証され，我々も認識している
ところであったが，当時者として改めて実感するのである。
以前から公共施設の浄化槽は，下水道に繋ぐべきではないことを持論としているが，まさに目の前で
それが立証されたのである。当地も例外なく下水道は，ほぼ全滅であった。当然ながら，下水供用施設
の避難所はトイレも排水も使えない。一方，浄化槽がある避難所では，雑用水をプールや河川から調達
してトイレ洗浄水などに利用し，生活排水を浄化槽に流し込み，避難所の居住環境を長期にわたり衛生
的に保っていたのである。もちろん停電による浄化機能の停止はあるが，浄化槽が本来備えている基本
的な汚水処理機能を果たしていたことになる。いわゆるセプティックタンク機能である。このことは，
災害避難所としての機能を合わせ持つ公共施設にとっては，大変有効な施設機能であると言える。しか
し，未だ行政は下水道優位の方針に変わりはない。今はただ下水道法第十条の改正に期待するところで
ある。
話は戻るが，冒頭で述べた離島に孤立したバキューム車の話である。避難所のし尿も行き場の無い危
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機的状況の中，津波で全壊した島内唯一の集落排水処理
施設の一部を利用して，応急処理をする提案をした。避
難所だけでなく島内の下水マンホールから溢れる汚水
の処理も目的とした，バキューム車での搬送が始まった
のである。実に二ヶ月の間，フェリー運行再開まで毎日
続けられた。もちろん島の衛生環境が保たれたことは言
うまでもない。もし，あの時バキューム車が帰りのフェ
リーに乗ってしまったら，三千人あまりが孤立するあの
島のトイレはどうなっていたのであろうか。今更ながら
ついつい考えてしまう。偶然，乗船する直前に震災が発

気仙沼市大島の集落排水処理施設

生し，島内に取り残されたとはいえ，あらゆる観点で運
がよかったとしか言い様がない。
偶然がもたらす幸運，その真逆の不運，九死に一生な
ど，当時こんな話が日常に溢れる。これが大災害なのか
と，例外の無いあらゆる事象を淡々と受け入れるしかな
い。我々は災害のたびに様々な教訓を得ているが，何処
にどの様に生かされ，何が足らないのかがまだよくわか
っていない。同じ轍を踏まないための議論は，今始まっ
たばかりである。
最後に，震災直後から道路通信事情困難にも関わらず，
当地域会員に対し多くの支援物資を届けていただいた

気仙沼市大島に残ったバキュームカーの活躍

会員有志，並びに協会職員の皆さん，また今日まで手厚
い支援を頂きました佐藤会長はじめ執行部役員の皆様に深く感謝致します。

震災 混沌と混乱の中で
気仙沼清掃事業協業組合 第２業務課課長補佐 斎藤 訓和
それは正に悪夢の様だった。目の前で起きている事が現実とは思えず，ただ呆然と本来ここに有るは
ずのない，そして私の足につかみかかろうとするかの様な海を見下ろしていた。帰りの道は断たれ，偶
然合流出来た同僚と二人眠れぬ夜を車内でやり過ごし，翌早朝，道に横たわる屋根を越え，倒れた電柱
の下をくぐり，徒歩で会社を目指したのである。
会社に戻ると幸い職員は全員無事との事であったが，自宅が被災した者，また，消防団に所属してい
る者も多く，出勤出来る人数は限られていた。しかし何はともあれ手分けをして対応に努めるしかなか
った。
まずは市内三百ヶ所にも及ぶ避難所の仮設トイレのし尿汲み取りであるが，電話の繋がらない中唯一
の通信手段である市当局のホットラインを利用させて頂き対応した。それにしても数が数であり，混乱
の最中時間に追われ，又，信号機も消えている中事故を起こす事もなく活動できた事は，今となっても
改めて胸を撫で下ろす思いである。
さて，し尿汲み取りと並行して私は浄化槽施設を有する避難所を回った。停電に断水という状況下で
あり管理者の方々の混乱も予想され，一刻も早く伺う必要があると思われての事だが，やはり案に違わ
ずトイレは使えないものと思い込み使用禁止にしている施設も多く，プールや河川等の水を確保出来る
所ではトイレ排水に利用して頂く様伝えるとともに，時には浄化槽の仕組みをも説明して，安心して頂
ける様に努めたのである。それにしても，下水道が壊滅状態の中，浄化槽の優位性を改めて感じたもの
である。停電による処理能力の低下はもちろんあったにせよ，心配する管理者の方々には「あふれる事
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も無いし，臭いもみんなで臭えば恐くない」などと軽口を叩きながら安心して頂く事が出来たと同時に，
私自身も，浄化槽が使用可能であって内心ほっとしていたのが正直なところであったのだから。
その後，３月 20 日頃から，私も一般住宅のお客様の安否及び状況確認に回ったのだが，皆さん一様
に「待ってたよ」と声を掛けて下さり，中には涙を流される方も少なくなく，不安なのであろう事が痛
切に感じられたことであった。
全てが不安だったあの時期，私達の出来る事でひとつでも心配事を軽減する事が出来ればという思い
で現場に向かう毎日だった。

東日本大震災体験記
株式会社三協住設 梶原 治睦
未曾有の大震災から２年が流れようとしています。あの恐怖と悲しみから２年。バイパスパーキング
にトイレ休憩に寄り，駐車場に作業車を停めた瞬間「グラッ」っと，揺れを感じた「地震だ」，とてつ
もない大きな揺れ。今まで経験した事のない激しい揺れで，地べたに膝まずきました。一向におさまら
ない揺れに恐怖を感じました。
「津波が来る」という思いが全くなく，会社へ戻ろうと車を走らせ，大橋にのろうとした瞬間，突然，
橋の上から真っ黒な津波が押し寄せました。
「ヤバイ」すぐにアクセル全開でバックしたのですが，後続車が来て車を捨て，猛然とせまりくる津
波に，全速力で走り歩道橋にやっとの思いで駆け上がりました。大川の水が尋常じゃない高さで，大橋
を越えていくのを見た時，「死を覚悟」し，涙があふれました。
流されていく建物を目の当たりにして，恐怖で体全身が震えていました。津波が押し寄せる中，一人
の女性が柱につかまり流されていくのが見え，ガソリンスタンドの男性が水の中へ入り，その女性を助
ける事ができました。
私も住居が流され，２ケ月間避難所で生活をしていました。全国，全世界からの皆様のご支援に感謝
しております。
多くの方々が，亡くなられ，今も大勢の行方不明者の方がおられ，遺族の方々の気持ちを思うと心が
痛みます。
遺族の方々の話を聞いて，何度も涙しました。
大震災で私の中の何かが，変わりました。
生かされたこの命。自分は，何をすべきか。
今，復興へ向けて，街全体が一致団結し，復興へと進んでいます。
「がんばっぺ東北 ぜってぇ負けねえぞ気仙沼」一日も早い，復興を願っております。

東日本大震災体験記
有限会社佐々木設備工業 専務取締役 佐々木 達也
私はあの日，宮城県議会議員選挙の公開討論会実施の為，各商店や知人のところにポスターを掲示し
ていただきたく廻っていました。仕事の合間でしたので会社の近所に行き，最後に我社の顧客でもある
美容室へ伺っていた時に地震が発生しました。
最初に揺れを感じた時は，今までの揺れとは明らかに違うと思い，外に出て道路の真ん中に立ちまし
た。昭和 53 年に発生した宮城地震の時にブロック塀などの下敷きになり亡くなった方がたくさんいた
のを思い出したからです。まだ揺れている最中車を走らせ会社へ戻りました。外には社長と愛犬のタロ
がいました。数分後銀行へ行っていた母が戻り，家族の無事を確認しました。それからまた数分後（時
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間の記憶は全然ありません）社員が数人戻りました。点検業務の最中でしたのでそのまま避難した社員
との連絡がとれませんでしたが，翌日には無事を確認することが出来ました。
13 日から会社の復旧作業を開始しましたが，1.5ｍの津波の被害は予想以上に大変でした。流された
車の回収やヘドロ，流れ着いた瓦礫の撤去等は思うように進まず落ち着いて周囲の状況も把握出来ませ
んでした。無事だった２台の車にて顧客の確認をしたのが４月になってからでした。
「無事な家」
「被災
した家」
「ブロワーが動くか動かないか」
「停電中か，水道は出るか」等，約 1,800 件を確認しブロワー
の発注，設置をし５月中旬には通常業務が出来るようになりました。
震災後被災地に最も必要だったのが，
「仮設住宅」でした。我社は６月から８月のお盆までに８箇所
の浄化槽の設置を行いました。被災地ということで部材や骨材の確保には大変苦労しました。各資材屋，
ホームセンター等も被害に遭い，また輸送ルートもままならず期日だけが迫ってくる中，様々な職種の
方が職を失いましたが，工事の為に働いてくれたお陰で無事に完了する事が出来ました。いろいろな局
面で改めて震災の恐ろしさを体感しました。
我社としては，協会職員の方々のお陰で物資や車両等の支援を頂き大変助かりました。社員や家族，
仕事仲間の協力がありここまで復旧する事が出来ました。
我々には一日も早い復旧が課せられていますが，これからも皆様の「絆」
「感謝」を心掛けて頑張っ
ていきたいと思います。

東日本大震災体験記
有限会社佐々木設備工業 鈴木 直人
平成 23 年３月 11 日，私はいつものように浄化槽の点検業務に従事していました。
時刻は 14 時 46 分，
携帯電話の地震速報が鳴り，次の瞬間これまで感じた事のない程の激しい地鳴り，強く長い揺れを感じ
ました。周りの家々はガタガタと今にも崩れそうな音を立て，私は立つ事が出来ず揺れが収まるまでそ
の場で膝をついていました。揺れが落ち着いた頃，電気が止まり業務を続ける事が出来ず会社に戻ろう
と車を走らせました。会社に戻る最中も地震で歪んだ道路，標識を無視して飛び出す車，信号は消え交
差点は車でごった返し，これはただ事ではないと感じました。会社に着き 20～30 分程で側にある川か
ら真っ黒い水が溢れてくるのを目の当たりにし，急いで高台に避難しました。そこから見た気仙沼の景
色は今までとはまるで違う物でした。海の方では大きなタンクが横になり，爆発音が聞こえ，海に出た
油に火がつき赤い光が水面に浮かびました。街は真っ黒い水に浸かりバキバキという建物が押し流され
る音と，流された車のクラクションの音が鳴り響いていました。夜になっても火事は収まらず，夜空が
真っ赤に染まっていたのを今でも覚えています。
震災直後から被災した会社の復旧作業に加わり，瓦礫の片付けや社内外に積った泥のかき出し方，流
された営業車や社員の自家用車を回収しました。３月下旬には社員のほとんどが集まり，一丸となって
復旧作業を行ないました。４月になり，津波を免れた営業車と貸して頂いた支援車両で顧客の家や店舗
を回り，破損や浸水など被害状況の調査を行ない機械の交換や修理をし，５月中旬からまだ完全な状態
ではありませんでしたが通常業務を再開することが出来ました。その後，通常業務をしながらの仮設住
宅の浄化槽の設置工事，保守点検など，忙しい日々が続きましたが，みんなで力を合わせ乗り越えてき
ました。
今回の東日本大震災で数多くの方がお亡くなりになられ，財産を奪われました。私自身は幸いにも家
族，親戚は全員無事でしたが失った物も多くあります。しかし，全国，全世界の方々からの支援を受け，
人と人を繋ぐ絆や感謝など多くを学びました。今回の経験を糧に仕事を通じて被災地の復興に携ってい
きたいと思います。
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東日本大震災の教訓を活かして
協業組合栗原環境保全
震災のあった３月 11 日深夜，栗原市上下水道部下水道課より連絡があり「市内数箇所の避難所に仮
設トイレを設置したので，そのうち主だった仮設トイレにバキューム車で巡回してほしい。併せて 24
時間体制で待機してほしい」との依頼がありました。
電話が不通のため連絡のとれない従業員もおりましたが，なんとかやりくりをしてこれに対応いたし
ました。なお，翌日の 12 日に栗原市危機管理室からも，仮設トイレの対応についての依頼がありまし
た。
震災翌々日の 13 日，栗原市衛生センターより，復電するまでは，し尿の受入を制限するので，仮設
トイレを優先収集し，一般顧客に対しては３分の１程度の収集で対処してほしい旨の依頼があり，当組
合としても極力，衛生上問題のないように，そして苦情がないように細心の注意を払いながら対処しま
した。電話が不通のため仮設トイレについては，ほぼ毎日のように環境課の職員が直接当組合事務所に
収集依頼に来ました。
また，そんな混乱の中，栗原市衛生センターでは，石巻市の一助になるようにと，浄化槽汚泥を３月
24 日から 4 月１日まで，ほぼ毎日受入しておりました。
東日本大震災で当組合として一番苦労したのは燃料が無く収集業務が思うようにできないことでし
た。数日間バキューム車に残っている燃料で対処しましたが，それにも限界がありましたので，衛生セ
ンターを通し，栗原市環境課に燃料の確保をお願いしました。衛生センター及び環境課の努力により，
市総務課との直接交渉する機会を得ることができ，こちらの窮状を訴え，なんとか理解をしていただく
ことができました。当初バキューム車２台分だけの限定ではありましたが，その数日後には全バキュー
ム車への給油許可を受けることができました。おかげで 18 日からは通常収集が可能になりましたが，
今思えば，給油の優先順位がもう少し高ければ，もっと早く住民の要求に応えられたのではないかと悔
やまれるところもありました。
通常業務ができるまで，燃料の確保や収集について役職員がかなりの苦労を強いられましたが，大変
貴重な経験をいたしました。この大震災の体験を今後の業務に活かしていきたいと思います。

東日本大震災の教訓を活かして
協業組合アクアテック栗原 佐々木 章
忘れもしない平成 23 年３月 11 日，当日私は私用により仙台の青葉区の病院で激震を感じました。診
察が終わり駐車場に居た時にあの揺れを感じ，暫くは自家用車にしがみつき揺れのおさまりを待ちまし
た。敷地内は騒然となり人々が内部から避難し揺れがおさまるのを待ち続けました。余震が幾度となく
押し寄せ，その場から移動出来るまで 30 分は有にかかったと記憶しております。その間ラジオで状況
を把握，栗原市の震度が７と言う情報に，仙台の被害状況から察して，地元はとんでもない事になって
いるものと思いながら車を走らせました。停電により信号は止まり渋滞の中３時間 30 分を要して，組
合に到着しました。事務所内に入ると暗闇の中数人の職員が待機しておりました。通信手段も断たれた
中，下水道，上水道をメインに災害支援活動に多くの職員が出動していたのです。私が到着した時点で，
浄化槽に関しては要請の有った施設だけへの対応しか出来なく夜をむかえたようでした。
次の日からも，停電が続いた為，給水支援や下水道の支援に人員が割かれ，浄化槽管理課としては，
２人位で比較的大きな施設を巡回しました。それは，電気が来ていない状況での浄化槽への電源供給回
路を一時的に遮断する為です。現状のままでは復電した際に，漏電や機器故障の原因になると考えたか
らです。一般家庭への対応は停電や通信手段，車輌の燃料等の問題で，中々巡回出来ず来訪者への対応
に終わってしまいました。
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本格的に巡回点検に入れたのは 16 日に市内中心部から復電が始まってからです。本来点検月になっ
ていない浄化槽も含めて通電した地域を２人体制で巡回し，簡易点検を行いました。３年前の内陸地震
での巡回とは違い異常箇所の範囲が広く，市内南東部を中心にほぼ全域に達していました。震度７を記
録した築館地域においては，浄化槽の浮上や内部の破損，配管等の断裂，散気管の破損等多岐にわたる
異常箇所が確認されました。復電地域が拡大するに伴い築館地域に限らず，市内北西部を除く広範囲に
わたり被害が確認され軽度なものは応急復旧し，重度な場合はその旨を管理者に伝え，今後の対応を協
議し，３月末には，ほぼ全基の簡易点検を終了いたしました。もちろんの事，土日祝日も返上しての業
務内容でした。
その中での反省点は，震災前に点検した箇所には中々行けなかった事，通常の月のほぼ倍の基数を巡
回と言う中では難しい状況でした。それから，個々の点検員の資質が統一出来ていなく，異常の確認に
個人差があった為，一部の管理者に不安を与えてしまった事です。異常の有無に関係無く，管理者が安
心して使用出来る管理をするのが保守点検業者の責務と痛感しました。
それから，災害箇所の復旧に入るにあたって，
自社で手を付けられるものが少なく外注するに
も，業者と連絡が取れず，時間を要した事があ
りました。今後は協力工事業者との関係を密に，
対応の敏速化をはかりたいと思います。
最後に，今回の震災では，災害時のマニュア
ルが確立されておらず，独自の判断において行
動した部分が多く，様々な面で反省が求められ
ました。今後の災害時においては，環境省等の
災害時マニュアルを参考のうえ，敏速且つ管理
者の立場に立った，災害復旧活動に努めたいと

浄化槽スラブ浮上

思います。

接触バッキ槽内部破損

原水ポンプ槽スクリーン等脱落

東日本大震災体験記
協業組合県北清掃公社 専務理事 熊谷 正保
その時は石巻保健所だった。所長さんを訪問していた時に突然の揺れ，激しい揺れだ，しかも長いこ
れが宮城県沖地震かと思いつつ２度目の揺れではもう立つことさえ出来なかった。スチール棚や机上の
書類もバタバタと倒れ崩れ行く，非常に危険だ。鉄筋コンクリートの本庁舎も大丈夫だろうか？不安が
つのった。少し揺れがおさまると全員外に出ろとの声で，倒れた棚や崩れた書類をよけながら必死で外
の駐車場に出た，周囲の民家の屋根は崩れ瓦が落ち，電柱は斜めで今にも倒れんばかりの光景が目に入
る。県職員は人員の安否確認を始めた。少しすると防災スピーカーから大津波警報発令が流れた。大津
波とはどんなものか知らないまま，ここにいたら危ない，とにかく庁舎を出て市外へ出ようと車を走ら
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せた。途中，水道管の破裂，道路のへこみ，家屋の傾きが見えた。余震が何度もくるので，電柱や，電
柱の上部にあるトランスが落ちてこないようにとの思いで海から離れる方向に進んでいたが，市内へ
（海側）進む車もだいぶいた。今考えると，その車の人達は大丈夫だったのだろうか？ラジオを聴いて
いたのだろうか？
石巻日赤病院付近に出るまでは 30～40 分はかかったと思う。佳景山を通り南郷の旧北上川沿いを上
流に向かうと，堤防の道路に亀裂，地盤も沈下していた。何とかその道をすり抜け事務所に戻る。事務
所でもスチール棚や食器棚は倒れ机上のパソコン機器も落下した状況，駐車場や社屋の壁にも亀裂があ
ったが，職員に危害がなかったのがなにより幸いだった。水道が出ない，電気はストップ，電話も通じ
ない，この様な状況のなかで，早々，下水道処理施設・農業集落排水処理施設の状況確認に担当職員は
かけずり回る。地盤が沈下し，流入管が切断した施設，マンホールはきのこのように地上にとび抜けた。
迫町には老舗通りがあり旧家が多く，古い家屋はことごとく崩壊した。夜遅くまで役所で状況確認をし
ていたが，電気も電話も通じない状況では二次災害も心配されたので，本日は解散とした。
自宅に戻ったら，がっかり，家族全員にけががなかった事はなにより嬉しかったが，自宅が傾き，住
める状況ではないくらいひどい状況だった。この地域は我が家だけでなく隣家の住宅もみんな南側に地
盤が傾いていた。南側はその昔湿地帯だった為，地盤がゆるく，そちらへ引っ張られたのだそうだ。当
然道路に敷設した下水道のマンホールも液状化現象で上下に波を打っている。
次の日も被害状況の確認や，下水道の汚水対策，また，電気が通じない為，スーパー等から出る生鮮
食品の処理に奮闘する。この状態が３日位続く。
時間が経過すると，今度はガソリンの問題発生，その調達に大変苦労をする。海外からの支援部隊が
駐屯し，災害復旧に尽力しているので，当然彼らは優先的に堂々と補給が出来たのです。我々も地域の
ために活動しているのですが，ポリ缶を持って行くのが何日も続きました。しかし，福島の原発問題が
発生すると，早々，あとかたもなく海外部隊はいなくなりました。
水道は早いところで，３日目くらいから出るようになり，待ちかねていたのと同時に問題が発生，水
道復旧により，洗濯，風呂の再開です。当然下水地区では下水管に放流されますが，電気が通じないポ
ンプ場では役に立たず，当然汚水があふれ出す。バキュームカーによる搬送と発電機使用の復旧に奮戦
です。幸い仮設工事で基本的な部分は復旧させることが出来るようになる。
私どもが管理している浄化槽において，あれだけの震災状況の中で，使用不可になったのは１％，修
理が必要なのは３％程度，影響がなかった浄化槽は多かった。新潟中越地震の時も同じ結果が出ている。
新潟も下水管がこわれ，被災者は仮設の汲み取りトイレを使用した。もし，避難場所が下水でなく，浄
化槽が設置されていたならば，衛生的に過ごせたのに。今後の課題か？下水処理も震災に強く工事費も
安い浄化槽を活用して行く時期に来ているのではないか。
震災から今年の３月で，まる２年になります。我が登米市においては震災の被害も大きいのですが，
沿岸部においてはさらに津波が加わり人的・物的に甚大な被害でした。登米市では沿岸部の方々を 1,600
人ほど受け入れ仮設住宅で過ごしてもらっています。早期の復活を祈るのみです。
いずれにしろ復旧・復興はこれからです。今回は本物
の震災を体験してしまいました。反省点，気付いた点，
多々あります。被災地の当事者になってしまい，他県・
他業界からの支援を受ける側になってしまいましたが，
この体験を生かす為に，我々清掃業界としても，どの様
な役割を果すべきか，また，どの様な形でどんな行動・
活動をしていくべきか検討すべきです。
震災から２ヶ月後の５月に，あの日の石巻保健所（石
巻合同庁舎）はその後どうだったか確認したら，１階ま
で海水が浸水し，庁舎にあった車両は全滅，庁舎にいた
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職員も３日間は庁舎を出られず，庁舎内で，あらゆる対策に奮戦していたそうでした。

2011．３．11東日本大震災の記録・体験記
協業組合アクアネット 由利 守
３月 11 日午後２時 46 分頃，私が岩出山総合支所に入ろうとした時に大きな揺れが来ました。支所に
は入らず，広場に避難をし，遠くを見ると電線は大きく波打ち，揺れるはずのないアンテナ塔が左右に
揺れているのを見た時，これは経験した事のない地震である事を直感しました。その間はとても長い時
間に感じました。それでも揺れは収まらず，悲鳴とともに支所の中から女性の職員が出てきました。建
物（ＲＣ２Ｆ）の近くは危ないので，広場まで案内した記憶があります。
揺れが収まり，会社まで（約 25 分）引き返そうと思い，車を走らせました。途中自宅があるので，
寄りました。自宅は作業場の土壁が落ちたくらいで，被害はあまりありませんでした。両親も無事でし
た。集落に防災組織はありませんが（のちに防災組織を立ち上げました），集落の人が２人で安否確認
に回って来ました。その時は，涙の出る思いで安心し，会社に戻りました。
社内はライフラインが完全に止まっており，書棚が倒れ，机の上は書類が散乱し，パニック状態にな
っておりました。電話回線が不通の中で，１人石巻市在中（当日非番）の安否が分かりませんでした。
１週間後，渡波ヨークベニマル２階の駐車場に避難している事が分かり，ガソリンが無く動けないとい
う事でした。おにぎりと古川までのガソリンを持って，理事長と２人で救助に向かいました。牧山トン
ネルを抜けると，景色は一変しており回り道を繰り返し，合流する事が出来ました。
当社の発電機で電気を確保し，テレビをつけた時に，イチゴハウスが津波で押し潰されている映像を
繰り返し繰り返し放映されていたのを覚えています。
次の日から，震災の被害が計り知れない状況の中，我社でも理事長を本部長とする災害対策本部を設
置しました。ライフラインが完全に止まっている中，川の水で浄化槽が使用できるかどうか，浄化槽が
浮上しているか，点検に走らせました。大崎市整備事業浄化槽被害 300 件，当社のお客様 100 件，新し
く設置した浄化槽に多く被害が集中しました。又，大型浄化槽（アパート・工場等）も被害が多くあり
ました。浄化槽の復旧（浄化槽の入替）に大きな問題も見つかりました。浄化槽汚泥の受け入れ施設が
破損し，１日各社１台と制限され，復旧を妨げる原因ともなりました。
ガソリンの確保が困難な中，多くのガソリンスタンドの協力，同業者の協力を得て，市役所からの災
害指定車にして頂き，処理施設や浄化槽の機能確認や安全確認を行う事ができました。職員の通勤にも
苦慮しましたが，相乗りや，寒い中自転車での通勤，又は施設の泊まり込みなどで，職員は確保できま
した。水道が早めに復旧した為に，中継ポンプの汚水が溢れる事が懸念され，その対応にも追われまし
た。大崎市下水道課で借り上げた発電機の使用，バキューム車の下水処理施設までのピストン運搬など
で，環境は守られました。
旧古川市以外の水道復旧は１ヶ月もかかりました。当社では給水車はありませんが，１ｍ 3 のタンク
が２つありましたので，蛇口を付け，給水車用に加工し，災害翌日から松山総合支所前で朝７時から夜
９時まで毎日給水活動を行いました。給水活動は，少しでも地域貢献が出来たことを誇りに思います。
復興はこれからだと思いますが，環境に携わる当社も，その一役を担っていければと思っております。
最後に当社でも防災訓練は８年前から実施してきました。その想像をはるかに超える未曾有の大地震
ライフライン・交通アクセスの損壊，通信施設の損壊，情報不足・混乱，深刻な燃油不足の中，今まで
の訓練が少しは役に立ったと思います。この災害で反省点も多く見つかりました。この教訓をいかし，
地域コミュニケーション・防災マップの作成・ＡＥＤ講習，救急医療講習の受講・引き続き防災訓練の
実施を行って参ります。
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東日本大震災に伴う災害復旧体験記
協業組合アクアネット 小関 栄和
平成 23 年３月 11 日午後 2 時 46 分，三陸沖を震源と
するマグニチュード 9.0 の国内観測史上最大の地震が発
生しました。地震が発生したこの日，この時間は生涯忘
れることができないものとなりました。地面から突き上
げるような衝撃で地震が始まり，約３分間の大きな横揺
れで何かに掴まっていないと立っていられない状況で
した。
大崎市古川師山下水浄化センターで勤務中であった
私は，とっさに実験台に掴まり，突然電気が消え停電に
なり揺れが治まるまではただただ掴まってる事しか出
来ませんでした。揺れが治まった後，雪がちらついてい

書庫転倒

た外に非難し全員の安全を確認しあいました。まずは家
族の安否確認の電話をしましたが通信状態が混雑して
いたためか電話がまったくつながらない状況でした。そ
の後も余震とみられる大きな地震が何度かありました。
まず，施設の復帰を第一に考え，自家発電装置を運転し，
施設内の電気の確保をしてから主ポンプシャフトの手
回し確認後運転しました。汚泥掻寄機はチェーンが外れ
ている可能性も考えられたので無理に運転せず次亜塩
注入ポンプで消毒し沈殿放流をしました。汚泥処理につ
いては脱水機の故障が発生しており運転が出来なかっ

中継ポンプ場正面玄関地盤沈下

た為汚泥を貯める事にしました。電気についてはいつ復
電になるか予想もつかなかったので自家発電装置の燃
料も考慮し客先に燃料の件を相談しましたがこういう
状況ですのでやはりいつ入荷するかわからないとの事
でした。夜になり時間が空いた時，メールで何とか家族
と連絡がとれて無事なのを確認し，安堵したのを覚えて
います。一晩会社で過ごす事を決め，食料は一旦自宅に
戻った人からもらいました。その時に，周りの状況（ガ
ソリンや食料不足）を把握し驚き，自宅に帰ったら浄化
センターに戻るまでのガソリンが無いので帰れず，しば

排水機場堤防

らくは会社に泊まる事を決意しました。その日の夜に携
帯のワンセグ機能で初めて沿岸部の惨劇を知り愕然と
しました。
３月 12 日，自家発電装置の重油による燃料確保が難
しい為，急遽近くの雨水排水機場の重油タンクから燃料
を抜き取り運搬するとの事でした。その後，浄化センタ
ー内の点検を二人一組で周り，中継ポンプ場やマンホー
ルポンプ場も臨時巡回をし，現場確認しましたがその際
にも余震が多々あり，地盤沈下により地面の陥没や壁等
にクラック，漏水などがあった為細心の注意を払いなが
ら点検したのを覚えています。中継ポンプ場では同じく
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地盤沈下により地面の陥没や漏水が見られ，マンホールポンプ場でも横揺れによる現場盤転倒や電柱の
傾きなどが多く見られました。道路の地盤沈下や陥没，クラックが想像以上にひどかった事や停電の為
信号も点灯していない状況でした。たった１日でこんなにも変わっていた状況に改めて事の重大さに気
付きました。食料については農家だったこともあり米を持ってきてみんなでふりかけや塩でおにぎりを
作り食べたのを覚えています。
３月 13 日，スーパーで少量ですが店舗の外で食料販売を始めたので朝早くから並んで４時間待ちし
て買えたのは，一人カップラーメン５個だけでした。品物もごくわずかで行列ができていたのを覚えて
います。この日からしばらく食料班と点検班に分かれて作業していました。燃料（重油）ですが客先か
らの手配で業者から重油の入荷ができ早急に対応してもらいました。
３月 14 日，この頃には市の一部分で復電が確認され数箇所のマンホールポンプ場も復電しました。
現場でポンプを運転し確認しましたが問題ありませんでした。浄化センターでもまだ停電中だったので
引き続き自家発電装置 24 時間運転で対応しました。この日の夜に初めて停電中の家に帰りましたが，
帰り道は道路の陥没で通行止めの場所があり遠回りして帰りました。家に着いても電気水道もなく暗い
中でろうそくを点け，だるまストーブで暖をとって過ごしていました。食料はガスコンロでご飯を炊き
冷蔵庫にある物で食べました。もちろんお風呂は入れず水は近くの農協から昼間にバケツで汲んできて
いました。
３月 15 日，昨日近くのガソリンスタンドが開く情報が入ったので朝３時に起き毛布を持参して並び
ましたがすでに並んでいる人が大勢おり，先着順でガソリンを買えたのは昼間近くでわずか 10 ㍑でし
た。この時はどのガソリンスタンドでも制限されていたので買えただけでも良かったと思います。夜に
は浄化センターに戻りましたが状況は変わっておらず，みんな疲れが溜まっているのがわかりました。
３月 16 日，この日にも客先からの手配でなんとか自家発電装置の重油を入荷して頂きました。昼間
の作業としまして相変わらず食料の買出しと目視点検のみで，放流水には特に注意し残留塩素の基準値
以下にならないように次亜塩注入ポンプを調整していました。幸い次亜塩素酸ソーダが入荷し数日後の
地震だったので不幸中の幸いで入荷しなくても良かったのを覚えています。この頃更に一部で復電や水
道が復旧していて夜には明かりが少し点いていました。
３月 17 日，２時 30 分に突然警報が鳴り浄化センターが復電しました。この時やっと落ち着いたかと
思い安堵しました。まず主ポンプを停止させ，自家発電装置を停止させてから再度点検を行い一つ一つ
の機器を立ち上げました。この日にメーカーによる送風機の点検があったので異常ない事を確認し，送
風機１台運転の微量攪拌と返送汚泥ポンプ運転で管理する事にしました。
３月 18 日，場外マンホールポンプ場の全てが復電しましたので通常の自動運転にし管理しました。
水質も通常通り日常試験から分析始めました。復電した事もあり会社に泊まる人数も減らして対応しま
した。この日からは，まだ運転出来ない機器がありますがメーカーの点検待ちの為にしばらく日常業務
を行いました。震災から忙しい１週間が経ち徐々に慣れてきましたが，相変わらず物の流通が少なく大
変だったのを覚えています。
４月 14 日，汚泥掻寄機メーカー点検が入りこの日から機械等は震災前の状況に戻りましたが水処理
の方は依然回復していませんでした。まず脱水量を増やして汚泥を減らす事から始め，細かい操作変更
をして水処理が回復したのは８月中旬でした。地震後から地下水か何かの不明水で浄化センターに入っ
てくる水量が増え，水の成分が少し変わっているせいか，回復まで時間かかりましたが現在まで良好な
水質が保てています。
震災から１年８ヶ月経ち下水道施設において甚大な被害を被った地域もあり一番優先して復旧すべ
きなのは処理場の運転再開であると思います。しかし，一部の処理場においては電気・水道の供給停止
により処理場の運転再開まで時間を要する地域もありました。教訓を生かし燃料や水の供給ルートの確
保や備蓄の方法の見直しなど改めていきたいと思います。最後に，地震発生直後から多大なご支援をい
ただいた客先をはじめ，早期復旧のために御尽力いただいた関係企業の方々にこの紙面を借りて感謝の
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意を表します。

東日本大震災に伴う会員事業所による災害復旧活動
協業組合石巻浄化槽管理センター 事務局長 色川 雅夫
2011.３.11 に突然発生した東日本大震災，長い地震と大津波，一夜明けての市内は目を疑う惨劇で，
街は水没し家が破壊，車が大量に溢れいずれもメチャメチャに壊され，電柱や木々は薙ぎ倒されている。
一瞬にして瓦礫となっている様は，昔映画で見た光景のように映り，夢を見ているかのようでした。
先ず職員の安否，組合員の安否確認を最優先に通信手段が取れない為，足と車で確認を行ないました。
衛生状況がひどい為，当センターにし尿汲取りの窓口として石巻環境保全事業協同組合の本部を設置し
さらにごみの収集の窓口として石巻廃棄物処理センターの臨時事務所として開設しました。
また，震災直後の津波により堤防に避難して来た被災者約 150 名を，当センターが受け入れ臨時の避
難所として開放しました。
３月 14 日から５月初旬まで毎日７時から 18 時
まで石巻地域の許可し尿収集組合員とごみ収集の
協業組合石巻廃棄物処理センター，浄化槽担当と
して当センターの職員，そして石巻市担当職員で
石巻市の衛生環境を確保しなければならないこと
から効率よく，ニーズに答えられるような収集を
図るために「打合せと行動」の繰り返しでこの災
難を乗り切りました。
浄化槽の保守点検は，石巻市，女川町，東松島
市の各避難所を回り，契約の有無に関係なく復旧
に協力しました。一般家庭の浄化槽は４月中旬頃
からようやく瓦礫の中をお客様の安否確認ととも
に，被災復旧状況の説明に奔走いたしました。
改めて，津波被害の大きさと被害の深刻さを痛
感し，被災し亡くなった当センター職員や組合員
のためにも，
「命を守ること」を第一とした対策Ｂ
ＣＰ（事業継続計画）の作成や教育・訓練等日頃
からの指導が大切で，官公庁との連携や市民の一
時避難所として備蓄品，緊急用設備の備え，さら
なる災害時の対応について協議を重ねていくこと
が必要と感じました。

石巻日日新聞-３月13日避難所状況

石巻の復旧にはまだまだ時間がかかります。一
人一人が石巻の再生に努力し，震災を忘れないようにしなければいけないと思います。

東日本大震災体験記
協業組合石巻浄化槽管理センター 総務課 小山 一弥
あの未曾有の大震災発生の時，私は浄化槽の保守点検を一件完了し車輌に乗り込んだ時でした。携帯
電話の緊急地震速報とほぼ同時に今までに無い揺れを体験し，すぐさま車から降りて揺れが止まるまで
立ち尽くしていました。揺れが止まり私はすぐに，
「津波が来る」と思いました。急いで石巻市の日和
山に車で上り，そこから日和大橋と海が見える所まで歩くと，近くに止まっていたタクシーのラジオか
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ら大津波警報の呼びかけが聞こえてきました。雪の降る中ゴーという音と木材が壊れる音がしてその後
大きな爆発音と共にかなりの噴煙が立ち昇り，周囲に集まっていた人達は悲鳴を上げかなり混乱した様
子でした。警察官の一人が駆け上がって来たので，私は警察官の方と一緒に近くの指定避難所に行くよ
う誘導しました。津波の被害を受けたであろう門脇方面は，すでに警察官と消防隊で進めなくなり，下
へ降りる道路はすべてが警察官の指示により通行できない状態でした。その日は居合わせた同僚と避難
所に移動しました。
翌日，市からの排水作業を呼びかける放送があり，私も駅前周辺で排水作業を試みましたがヘドロや
瓦礫の中，思うように側溝への排水ができず唯一，下水道管への排水作業が出来る状況でした。夕方ま
で作業し，避難所へ戻る時「トイレが詰まって困っている。」と言う相談に対し，すでに水道・電気も
止まっていたので，浄化槽の曝気槽から処理水を汲み上げトイレ内の詰りを除去して，最後に残り湯で
流しました。避難所のトイレも同じ様な状態でしたが，避難所の浄化槽は型式が古い散水ろ床方式でし
たので，ろ過室から処理水を汲み上げトイレを流す事ができました。私は「清潔に保つ事が大切です。
いつ復旧するか，わからない状態ですから生活水等は大事に使って下さい。」と呼びかけました。避難
住民の協力もあり，安心して避難所の清潔を保つ事が出来ました。
その後，無事会社に戻り地元の避難所にも戻ることができ，家族の安否も確認できたので安心しまし
た。やはり衛生環境に必要なのは水質を保つ正常な機能の維持・安全で適正な利用・清潔の保持が大事
であり，電気・水道・ガスに続くライフラインの一つであると実感しました。

東日本大震災体験記
協業組合石巻廃棄物処理センター 業務一課課長補佐 畠山 聡
平成 23 年３月 11 日（金）14 時 46 分東日本大震災の発生，その日はいつも通り収集業務を終え事務
所に戻る途中，今までに経験したことのない激しく長い揺れを感じ，収集車を路肩に止め，ハンドルに
しがみついて揺れの収まるのを待ちました。
揺れが収まってからは，とにかく事務所に戻らなければと収集車を走らせました。
途中，停電により信号機は止まり，ラジオからは大津波警報，車載無線機からは「高台に避難せよ」
と，何度も上司からの指示が出ていました。
道路は沿岸部から避難する車で大渋滞を起こしていましたが，私達の事務所は沿岸部に位置するため
渋滞に巻き込まれることなく無事到着（しかし，この判断が後に間違いだったと気づかされる）
。
事務所には上司３名がいるだけで，ほ
とんどの職員は収集車で避難しており，
たまたま戻ってきた最後の職員を避難さ
せ，私たちも避難しようかと話し合って
はいましたが，過去にも何度か津波警報
が出たことがありましたが実際に津波が
来たことはなく，今度も津波は来ないだ
ろうという思いが避難を遅れさせたと思
います。上司が付近の様子を見てくると
自家用車で出てから数分後，血相を変え
て戻って来て「津波が来たぞ」と叫び，
車を降りたと同時に事務所前の道路の左
右から黒い水が「ザァー」と流れ込んで
くるのが見え，事務所向かいの蒲鉾工場
津波により事務所屋上に避難

の奥からは，駐車してある車を巻き込み
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ながら濁流となって押し寄せてくるのが見えました。
組合の上司３名と私と同乗していた若い職員１名，そして何処からか避難してきた男性２名と慌てて
事務所２階へ避難しました。２階の窓から見る様は，現実とは思えない恐ろしい光景でした。あっとい
う間に事務所１階を飲み込み，２階にも迫る勢いだったため２階の屋根へとよじ登り，事務所が流され
ないことを祈りながら流れが弱まるのを待ちました。幸い２階には浸水しておらず，ロッカーにあった
作業服や防寒着を重ね着して，寒さを凌ぎながら２階の休憩室で一夜を過ごしました。
何度となく繰り返す余震に，いつ事務所が崩壊するかと恐怖に怯えながら一睡も出来ずに朝を待ち，
翌朝，職員駐車場の被災車両の屋根を伝いながら脱出しました。
あの日から間もなく２年，当組合職員，行政一丸となって故郷「石巻」のために無我夢中で業務を遂
行し，少しずつ日常を取り戻しています。
まだまだ「復興」には，問題が山積みで時間はかかりますが，震災前の安心して暮らせる石巻に早く
戻れる様，私達一人一人が石巻再生に努力すると共に，震災の恐ろしさを語り継いでいきたいと思いま
す。

東日本大震災体験記
協業組合石巻廃棄物処理センター 業務一課 片倉 敏昭
2011 年 3 月 11 日，いつもと変わらぬ週末の金曜日，予定どおり業務も進み最後に南浜地区の可燃ご
み収集を終えたのが２時 40 分頃でした。石巻広域クリーンセンターへ搬入前に，同僚の乗る車両と２
台で給油の為ガソリンスタンドに向かっている途中の２時 46 分，突如今まで経験したことのないよう
な大きな揺れと，いつ終るのかと思うほど長く感じられた地震が起こった。
揺れが収まり再びガソリンスタンドに向かうが，すでにロープが張られて給油が出来ず，一旦，事務
所に向かって車を走らせていると車載用無線機より「大津波が来るのですぐに高台へ避難するように」
との連絡が入る。車のラジオも付けていたのだろうが，最初に大津波が来るという情報を耳にしたのは，
事務所からの無線連絡によるものだった気がする。その連絡を受け急遽，近くて早くて安全に避難出来
る所として，日和山へ向かうことにした。
途中，道路は，大きく陥没し信号機も作動していなかったが，幸い避難情報とそれに対する行動が早
かったのか，渋滞にあわずに日和山の頂上に避難することが出来た。車を降り日和山の頂上より海を見
ると，ゴーという地響きをたてついさっきまでいた南浜地区を津波が襲っていた。津波は容赦なく全て
のものを飲み込んで，街は変わり果てた姿と化していく様を目の当たりにした。
当日の夜は，時折聞こえる爆発音と空が赤く見えるほどの火災で延焼の恐れがあり，避難車両で狭く
なった道路を別の場所へと避難した。
次の日の日中は，日和山より戻れそうな道をいろいろと探し歩き，燃料のほとんどない車内で２日間
を過ごした。
３日目，車両での移動を諦め朝８時頃，事務所を目指し歩き始めた。途中，冷たい水に胸までつかり
ながら臨時事務所となった協業組合石巻浄化槽管理センターに着いたのは，この大震災発生から３日目
の３月 13 日（日）の昼頃だった。
今や多くの人が連絡手段として持っているであろう携帯電話は，繋がらずに事務所に戻れるまでの間
の職員の安否および避難先の情報は，全て車載用の無線機によるものだった。
今回の大震災により，常日頃から避難先と情報連絡体制の確立が大切だと思いました。
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東日本大震災体験記
協業組合石巻廃棄物処理センター 施設課 吉田 隆
震災発生時，私は市内からの一般家庭ごみの収集を終え，会社に戻り洗車場で収集車の洗車をしてい
る所でした。その時，地鳴りとともにあの地震が発生しました。今まで経験したことの無い強い揺れに
立っていることもできず，その場で四つん這いになり揺れが治まるのを待つしか無い状態でした。その
間，洗車場の舗装はひび割れ，洗車中の車両は転倒しそうな勢いで揺れていました。その光景を見なが
ら，これはただ事ではないと思いました。
間もなく大津波警報が出され，事務所からの指示により，その場にいた職員は収集車で高台に避難し
ました。また現場作業中の車両には，業務無線で高台に避難するよう指示が出されました。幸い指示が
早かったため，職員全員無事に避難することが出来ました。
避難場所で待機中，ラジオからは津波による被害状況などいろいろな情報が流れてきました。また暗く
なり雪が降る中，東の空が赤く靄がかかっているように見え，どこかで火事が起こっていることがわか
りました。そんな状況の中でも，海から離れた所に避難していて実際にこの目で津波を見たわけでは無
いためか現実感が無く，まだ自分が置かれている状況を受け止めることが出来ず，夢でも見ているよう
な感覚でした。
数日後，市の委託業務をしていたため，避難所からの生活ごみ収集や遺体搬送業務の依頼を受け，そ
の業務の計画と実施に携わることになり，現場に出て被災場所を見る機会も無く，現場の職員からの状
況報告による情報でしか解らなかったため，まだ実感が無く，何処か他人事のような感じでした。
その後，徐々にライフラインも復旧し，テレビなどの情報により改めて事の重大さに気付かされ，ま
た実際に現場に出るようになり，自分の目で悲惨な状況を目の当たりにした時，初めて今回の災害の大
きさと悲惨さを思い知らされました。
それからは，一般家庭ごみの収集を通して少しでも被災した住民の為になれるよう，また復興の一助
となれるよう住民の要望に出来るだけ対処してきました。
今回の災害を通し，自分の携わっている一般家庭ごみ収集という委託業務の重要さと，責任の重さに
気付かされるとともに，この災害の中，業務をやり切ったことでこの仕事には誇りを，自分には自信が
持てるようになりました。
また，災害に対する準備の大切さを学びました。
今後同じようなことがあれば，今回の経験で学んだことを活かし，被災地のためになれるようにして
行きたいと思います。

九死に一生を得て
有限会社日本清掃総業 取締役 佐藤 清和
「津波だ!!」の声に一瞬耳を疑い振り向くと，海岸の波打ち際のような波と，一方では真っ黒い波が
「ゴーッ!!」と音をたてて迫って来ていました。
あの日，地震のあと，私達は現場での仕事を即中止にし，事務所に戻り後片付けの際中で，地震発生
から 40 分以上は過ぎていたと思います。
津波に気付いた時すぐに脚立を用意し，なんとか車庫の屋根へ避難と思いましたが，自然の猛威に勝
てるはずもなく只々鉄塔の足掛につかまり，左手で事務員の妹をつかまえているのが精一杯でした。従
業員皆，波にのまれながらも必死ですがっているのを確認しました。
津波の勢いはおさまる事はなく，車は目の前を流れていく，水位は上昇し腰を越え，もうこのままで
はと思い，妹を力の限り上へ押し上げ鉄塔を登るように言いましたが，やはり女性なので恐怖で登れな
く，仕方なく手足をとって一緒に登り，車庫の屋根に上げ終えた時，もう一人の事務員の「もう，手が
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はなれてしまう！」との叫び声。すかさず鉄塔を下りて，手をつかみ無事引き上げる事ができ，あとの
男性従業員は自力で鉄塔を登る事ができたので，「あーこれで全員無事助かった」と思いましたが，今
度は寒さとの戦いが待っていました。
あの日の夜空は，一生忘れないでしょう。
その２日後に，全員自力で会社を脱出し（会社の周りは，一週間以上水位が下がりませんでした），
社長以下，震災当日現場が違った従業員二人とも無事が確認でき安心しました。
その後は，すぐに市民生活の公衆衛生保持のため，市内数十ヶ所に設置された各避難所の仮設トイレ
や自衛隊の仮設トイレなどの収集運搬作業等，目まぐるしい日々が続き，津波の事を忘れさせてもらえ
るくらい忙しい毎日でした。今思うとそれが良かったと思います。
今回の震災では，全国の関係団体の皆様から本当にあたたかいご支援，ご協力ありがとうございまし
た。この場をお借りして，お礼申し上げます。今現在も，ご支援いただいた支援車両にて，毎日仕事頑
張っております。まだまだ復興とはいかず復旧の段階ではありますが，皆で力を合わせて頑張って参り
ますので，今後ともよろしくお願いいたします。

被災地での災害復旧支援活動で活躍した災害支援車両
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東日本大震災を体験して
県南地区連絡協議会 会長 阿部 清
東日本大震災にあたり，全国の関係団体からの支援車両及び器具機材等を提供していただき，関係各
位に心から感謝申し上げます。
震災直後は，各事業所の事務所をはじめ，バキュームカーや数多くの器具機材，書類等が津波により
流出しました。特に，沿岸部では，津波による犠牲者も出ており，まさかこのような大惨事になろうと
は，夢にもよらない出来事でした。
今後は，これを期に避難マップを作成し，非常時にいち早く対応できるよう行動して行きたいと考え
ております。
また，今後も起こりうるであろう大規模災害時に，数多くの人命を亡くさないよ う，今回の
震災を教訓に日々を暮らしたいものです。
震災時は，電気，水道等のライフラインが停まり，非常時の備えも十分ではなく，大勢の避難住民が
公共施設等の避難所で長期間生活することとなり，飲料水の供給，仮設トイレの設置等あらゆる面で，
不便な思いを体験し，苦しい毎日を過ごしながら，元の場所に帰りたいところに戻れない辛さもありま
した。
これからが被災地の復興に向けて正念場，「頑張って」と励まして希望の光を灯してもらいたいもの
です。

東日本大震災・・・・・
協業組合名亘清掃事業公社 専務理事 大久保 芳一
３月 11 日，突然この大震災は発生しました。
その時，私は名取市の西部の丘陵地にいました。
車に乗ってメモをしている時，
「地震だ！！」と
思った瞬間には，ものすごい揺れとなって，車
から降りることも出来ず，ただハンドルにしが
みついているしかありませんでした。大きな揺
れがしばらく続き，揺れが収まって車から出て，
東の方を見ると，仙台新港の方で，火災でしょ
うか煙が上がって火の手が見えました。それか
ら少しして，車に戻ってラジオを聞くと，緊急
津波警報が出ていて，それも６ｍから 10ｍの大
津波ということです。すぐに事務所に電話をし

事務所(赤線は津波の高さ)

ましたが，何度試みてもつながりません。社員
の携帯にかけても全くつながりませんでした。
私は，自宅から近いところにいましたので，と
りあえず家に戻り，家族の無事を確認し事務所
に向かおうとしましたが，電気が止まったため
信号が動いておりません。また道路は陥没地割
れの為，道路は混雑し，事務所に行くことはで
きませんでした。その途中，ラジオで，三陸の
方で巨大な津波が襲ってきたことを報じていま
した。当社の事務所は海岸より 100ｍくらいしか
津波により流された車庫
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ないので会社の事務所車庫などはひとたまりもないだろう！！・・，社員はみんな逃げただろう
か？？・・と思いながら，途中で待機して，携帯で連絡を試みていました。しばらくしてから，事務職
員の方から連絡が来て（偶然通じたようです）全員が無事に避難したとの報告を受けました。それで，
ひと安心したところです。それからは，津波の惨状が刻々と報道され，被害の大きさが想像できないく
らい大きいものだと認識しました。これでは，事務所・車庫・ 車などはどうなっていること か
と？？？？・・・
それからは，事務所の確保・残った車での作業・顧客の安否の確認を優先してやることにし，同時に
事務所に残してきた資料等の回収をすることにしました。幸い事務所については，スーパーハウスを以
前に買って山手の方においてたので，そこを新しい事務所として利用することができました。
当社の事務所には，４日後に自衛隊によって道路を覆っていた松の木やガレキ等を撤去してもらい，
たどり着くことができました。事務所には７台の車と社員の車２台があったはずなのですが，どこに行
ったものか見えません。社員と手分けして車及び資料等などを探しました。車については，８台は見つ
けることができました。当然データ等はダメなのですが，資料もごくわずかしか見つけることができま
せんでした。それからは，業務の遂行，特に被災地のし尿の収集運搬に，役所と連携を取りながら社員
一同で取り組んでまいりました
今，振り返ってみますと，日ごろの訓練と，その時にどのようにすべきかのマニュアルをつくってお
いて備えておくということが大事なことだと思います。自然災害は，いつ起きるかわかりません。
また，この震災で，全国から寄せられた多くのご支援に対し，紙面をお借りしまして感謝申し上げま
す。ありがとうございました。

東日本大震災を振り返って・・・・・
協業組合名亘清掃事業公社 浄化センター主任 相澤 浩輔
平成 23 年３月 11 日 14 時 46 分，普段と何等変わりの
ない穏やかな日に，突如，今まで経験したことのない大
地震が唸りを上げて襲ってきたのでした。
当時，私は 27 歳で宮城県岩沼市の汚水処理場に勤務
しておりました。当時，宮城県では 1978 年６月 12 日（私
自身は，まだ生まれておりませんでしたが）に宮城県沖
地震という津波こそほとんど来なかったのですが，大き
な地震が起きて，大変な被害があったということで，そ
の地震は約 30 年～40 年の周期で起こると言われており
ました。そのため，私が子供のころから学校では避難訓
練が繰り返し行われており，そんな環境の中にいても，
正直，自分が，今回のような，1,000 年に１度という，
大震災を体験することになるなど微塵も思っておりま
せんでした。
当時は，いつものように焼却設備を運転していると，
初めは小さな揺れで「あっ，地震だ」くらいでしたが，
すぐに，ものすごい揺れが襲ってきて焼却設備はもちろ
ん，他の設備もすべて非常停止状態となり，電気も止ま
り，施設内の明かりもすべて消えてしまいました。その
時点では，もう支えがなければ立っていられないくらい，
大きな揺れになっていたのです。幸い，私は外への出入
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事務所の後片付け

浄化センター(赤線は津波の高さ)

口に近かったため，よろけながらも扉を開け，外に逃げ出すことができました。外には同じように逃げ
出た職員が数名おり，一か所に集まっていたので，そこに向かおうとしたまさにその時でした，「ド－
ン！！！」という大きな音とともに，外に立っていた冷却塔が倒壊し，いたるところで地盤沈下したの
です。私は，急いで建物から離れようとしたのですが，揺れが大きく，地面が陥没していたため，なか
なか思うように歩けませんでした。それでも必死の思いで，少しでも安全なところへと歩をすすめ，早
く揺れが収まることを，ただただ祈りました。やがて，揺れは収まり，施設内の状況を確認しようとし
たとき，ある職員が持っていたラジオから津波警報が発令されているのを知りました。それも，高さ 10
ｍ規模の津波警報です。私たちの職場は，海岸から 100ｍくらいの場所に建っており，ほとんど，目の
前が海という場所です。即刻「一時避難」という指示があり，何も持たずに，身一つで車に飛び乗り，
全職員が，海から離れたところまで避難しました。幸い，道路は渋滞もなく，数分で，目的の場所まで
避難できました。その時，車載テレビでは津波が押し寄せてきている映像が映されており，ショックの
あまり言葉が出ず，これが現実とは思えませんでした。
しばらくしてから，職場に戻ってみようと思って行ってみたのですが，道路は，陥没・亀裂が起きて
いて，進入禁止になっていました。現実に，荒れ果てた廃墟のような職場を見たのは，震災後数日が経
過した後でした。
いま，振り返ってみると，私たちの職場こそ全員無事でしたが，多くの尊い命が失われています。
「津
波はたいしたことない！」「津波なんかこない！」という安易な自己判断が，多くの犠牲者を出してし
まったのではないかと思います。日頃から，避難計画を立て訓練をしておけば，より多くの尊い命が，
守られたのではないかと思います。
今後は，生き残った私たちが，東日本大震災で得た教訓を活かし，未来にこのような犠牲者が出るこ
とのないように，語り継いでいくことが，役目であると思います。

東日本大震災体験記
協業組合名亘清掃事業公社 総務課 高橋 裕子
当時，協業組合名亘清掃事業公社の事務所には，私を含め女性２名しかいませんでした。未曾有の地
震が起きてから，数十秒くらいで，電気が消え電話も不通になりました。キャビネットは倒れ，引き出
しは飛び出し，卓上の書類等は散乱し，立っている事が出来ず，私たち二人は，何とか事務所玄関まで
行き地面に四つん這いになって，ものすごい揺れに耐えていました。
15 時ころ，隣の浄化センターの職員の皆さんと，西に４～５km くらい離れた岩沼市民会館の駐車場
に避難しました。30 分くらいしてから，同じところに避難していた社員，総勢４名で，事務所の片づけ
に行くことになり，東の方へ向かいました。途中，海岸の松林の方を見ると，上空に煙のようなものが
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見え，火災でも発生したのかと思いながら車を走らせていると，道路の陥没・地割れで先に進めなくな
りました。断念して，そこから引き返す途中，先ほど見えた煙は，津波によって引き起こされた，砂と
水が混じった煙だったのでしょう，松林の上から津波が覆いかぶさってくるのが見え「あーっ！！津波
だ」と誰かが叫び，車の中はパニック状態「はやく早く！！はやくはやく！・・・・・」
。
幸いに，引き返す道路は渋滞しておらず，安全なところまで行くことができました。本当に生きた心
地がしませんでした。
今考えると，もし事務所に戻るのがもっと早かったら・・・・・，道路が陥没・地割れなどしてなか
ったら・・・・・，今頃はどうなっていたか・・・・？？

震災，それから
協業組合ケンナン 大久保 芳昭
あの日の朝，目がさめると風邪で 38 度の熱があり，声が全くでない状況だった。健康には自信があ
り体調不良で寝込むことなど 10 年に１回あるかないかの人間だが，あの日だけは体が動かなかった。
昼過ぎ布団から起きだしテレビを見ていたところ，地鳴りとともにあの大地震が発生した。妻と二人テ
レビやら食器棚を押さえながら地震の収まるのを待った。地震が収まると，会社の状況が気になり車で
会社に向かった。
当時ラジオでは津波情報が流れていた。
「仙台港で高さ 10ｍの津波」と。そんな中会社に到着し，事
務所の被災状況をひと通り確認したところ，書棚が倒れ書類等が散乱している状況ではあるものの建物
自体の被害は軽微なものだった。
当社は名取市と災害支援協定を締結していることもあり，以後の対応打合せのため，名取市役所に向
かった。その途上，真っ黒な濁流が川を駆け上がる状況を目の当たりにし，漸く，ラジオで言っていた
「津波」が現実のものなのだと自覚した。当社は仙台空港のすぐそばに位置し，津波による被災状況は
当時 TV で放映された仙台空港の映像そのままの状況でした。二階建ての事務所は一階部分を津波がと
おり抜け，柱だけで二階を支えている状況でした（大規模半壊）。又，社有車 40 台中 27 台と従業員の
車を合わせると 50 台以上の車が津波により流失しました。震災直後は暫く水が引かず事務所に近寄る
ことさえ出来ませんでした。
そんな中ではありましたが，震災翌日の３月 12 日には，市内の給水活動支援，３月 15 日からは下水
道のマンホール調査の支援を始めました。並行して，浄化槽等の被災状況調査，会社の瓦礫等の片づけ
を手分けして行ないました。今回の震災を経験し，自然災害等の緊急事態に際し，事業継続に不可欠な
設備資産の損害を最小限にとどめ事業の早期復旧を実現するため平時からその方法，手段等を策定，運
用するＢＣＰの必要性を痛感し，これに取り組んでいるところです。
今回の震災では多くの方からお見舞い・設備等の提供を頂きました。この紙面をお借りして改めて御
礼申し上げます。ありがとうございました。

事務所

車庫
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３．協会職員の体験記
東日本大震災を振り返って
専務理事 野村 保
平成 23 年３月 11 日 14 時 46 分に宮城県を襲った震災では，地震と津波によって多くの尊い命が失わ
れるとともに，相当数の家屋が損壊・喪失し，さらに，鉄道・道路をはじめとした公共交通機関や上下
水道などのライフラインが破壊・寸断されるなど未曾有の被害が生じた。
当協会では，33 会員の被災が大きく，中でも 22 会員事業所は津波の被害が甚大であった。また，事
務局でも建築物の被害に加えて，事業への影響が大きかった。
このような規模の震災は当面起きないと思われるが，後日の参考とするため，予算管理，危機管理，
県との協定の観点から当時を振り返り，また個人的な体験を加えて取りまとめた。
予算管理
電話等の情報網が途絶え，ガソリン購入も困難な状況の中で，被害状況をつかむこともできなかった
ことから，３月中の浄化槽法定検査関連業務は取り止めざるを得ず，３月期の収入は得られないことを
覚悟しなければならなかった。
当協会の平成 23 年度予算は，３月 28 日に開催を予定していた平成 22 年度第４回理事会の議案とし
てすでに整えていたが，浄化槽被害は業務の減少・減収に直結するものであることから，予算へ及ぼす
影響は大きく，早急な状況把握が必要であった。当協会では浄化槽法定検査業務が全体業務の 95％を超
えており，平成 23 年度予算は大幅な組み換えが必要であった。
県から入手した津波浸水地区を，電子媒体の地図に落とした浄化槽の台帳と照合し，浄化槽の被害推
計作業を早速行った結果，津波による浄化槽の被害は約２割と推計した。当協会の浄化槽法定検査業務
による収入は約４億円であり，約２割の浄化槽被害により収入は約８千万円落ち込むことが予想された。
この大幅な収入減に対応するには，会員・職員が一丸になって財政健全化に取組むことが必要である
ことから，徹底した経費節減，会員に係る会議出席旅費削減及び職員に係る人件費削減等，会員・職員
全員が痛みを分かちあい可能な限り赤字幅を圧縮する内容の平成 23 年度予算編成見直しの基本方針を
取りまとめた。具体的には，総会の簡素化，祝賀行事の中止，職員の定期昇給の取りやめ，賞与の圧縮，
役員報酬の削減，旅費の削減，消耗品，什器購入費の圧縮等である。また，水質分析に係る営業を行い
新たな収入増に努めるなどの収益増加にも努めることとした。この結果，赤字幅は約数百万円まで圧縮
することができ，平成 23 年度予算編成の見通しが立った。
この新たに編成し直した予算は，平成 23 年５月に開催した平成 23 年度第１回理事会に提出し承認を
いただいた。
このときに作成した浄化槽被害の推計資料は，国における補正予算獲得の資料としても活用され，そ
の結果，当協会には東日本大震災による浄化槽被害状況緊急調査事業が環境省から委託されることにな
った。当協会では，この調査を通して浄化槽被害の現況を正確に把握することができ，また，調査を通
じて関係市町村と情報交換を行うことにより，最終的な浄化槽被害を把握することができた。その結果，
浄化槽法定検査への影響は前年までと比較して約１割減で収まったことが確認でき，今後の，協会運営
の見通しをつかむことができた。
危機管理
当協会では役職員に適用する「リスク管理に関する規程」を定めており，この規程では，緊急事態対
応本部の設置，緊急時における指揮・命令，緊急事態への対応等を定めている。しかし，この度の東日
本大震災の規模はあまりにも甚大であったため，規程どおりの対応はできない状態に陥った。当初，会
長を始めほとんどの会員と連絡がとれず，その安否さえもなかなか確認でなかった。また，連絡が取れ
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始めてからもガソリンが逼迫し，移動手段が確保できず，県内各地から当協会に集合し会議を開く状況
にはなかった。加えて，電話回線等も長期間機能しなかった。現在の危機管理対応システムでは緊急事
態対応本部が設置できないような大災害は，そもそも想定しておらず，協会として危機管理対応に関し
ての的確な意思決定を図ることもできなかった。結果として，危機管理対応にひずみが生じたことは否
めない。県等の行政機関との情報交換も十分行えなかったこともひとつの反省材料である。未曾有の大
規模災害に太刀打ちできなかったことを大きな教訓として，改めてリスク管理規程における危機管理体
制を整理する必要があろう。
そのような中で，４月には，会長，副会長をはじめ各地区協議会会長等とも連絡がとれるにようにな
り，最小限ではあるが状況対応型の危機管理体制を整えることはできた。そこで，会員の安否確認や被
害の程度を把握することができるようになり，全国から寄せられた義援金や支援物資等についても滞り
なく事務を進めることができた。義援金は，被災を受けた会員の当面の資金として活用され，また，提
供された車両等の支援物資は，早期の事業開始のために活用され，大きな危機を乗り越えるための原動
力となった。義援金や支援物資を提供された全国の方々には，深く感謝し，連帯のありがたさを感じた。
状況対応型の危機管理体制ではあったが，し尿処理に関する全国支援に対し県との連絡調整は図られて
おり，また，環境省からの直接の情報提供への対応も行われ，行政に対しても最小限の対応は行えた。
ただし，統制の取れたリスク管理体制のもとでの緊急時対応ができていたならば，公益法人としてもう
少し活動ができたものをと反省するところである。
話は少し逸れるが，義援金が当協会に直接振り込まれたことや，支援物資が当協会を経由して行われ
たことは，被災した会員にいち早く届けることができるきっかけになっており，今後の参考になると思
われる。全国からの厚い支援に対し，改めて感謝申し上げたい。
県との協定
この度の未曾有の規模の東日本大震災は，県と取り交わしていた「下水・し尿・浄化槽汚泥及び災害
廃棄物の撤去等に関する協定」の災害想定規模を大きく上回り，協定はその役割を果たすことができな
かった。
現協定では，特定の市町村が被災し，その地域の下水・し尿・浄化槽汚泥・災害廃棄物の撤去がその
地域のバキューム車やパッカー車と作業担当者では対応ができかねるとき，県や市町村の求めに応じて
他地域の会員が無償で対応する取り決めとなっている。ところが，東日本大震災の被害は宮城県全県下
に及び，会員が相互協力して他の地域の応援に回るといった余裕は全く考えられなかった。特に海岸部
の市町村の会員は津波によりバキューム車やパッカー車が流され，中には従業員の生命も奪われてしま
っていた事業所もあった。また，海岸部以外であっても震度７の地域もあり会員事業所も破損し災害復
旧に当たらなければならなかった。
さらに，電話網の復旧にも時間がかかり会員との連絡は１週間も要したところであり，ガソリン補給
もままならない状況でもあった。加えて，海岸部に行くルートの確保も道路網が寸断され困難な状況に
あった。
このような状況から，この度の東日本大震災における下水・し尿・浄化槽汚泥に関しての支援は，県
内の会員間の相互協力よりも，全国組織に依頼し対応することが先であると判断した。全国組織による
支援に関しては，県が市町村の要請に基づき国に支援を要請し，環境省が全国団体に協力を依頼した。
宮城県は日本環境保全協会から応援が得られることになり，団体会員の（社）山形県水質保全協会より
全面的な協力を得た。
行政的な手続きとしては，宮城県から山形県に支援を依頼し，山形県から（社）山形県水質保全協会
へ依頼する形をとっている。また，市町村と（社）山形県水質保全協会との調整については，当協会が
宮城県との橋渡し役を行い，県が市町村と調整した。４月に入り，支援依頼は山元町と亘理町の２町と
なり，
（社）山形県水質保全協会からの支援業務も軌道に乗ったので，その後は，
（社）山形県水質保全
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協会と町が直接連絡調整することとし，県へは当協会が，事後に報告することとした。
東日本大震災について現協定では対応できなかったことは残念なことに事実であり，このことを真摯
に受け止め，協会としては，協定の見直しを検討しなければならないと考える。今後，協定の見直しの
方向性としては，東日本大震災の教訓から，協定で対応が可能な災害の規模，その範囲を超えた場合の
対応，全国的な支援をお願いする場合の対応に関して整理していく必要がある。現協定の限界を明確に
し，その中から，当協会はなにができるのか，何をしなければならないのかを改めて問い直し，会員同
士がその情報をしっかりと共有することが第一，次に，この度の大震災のように想定を超えた大規模災
害にどう対応していくかの検討も必要である。ただ，この度の現実を踏まえると，東日本大震災規模の
震災時には，協会として統一した行動をとることは困難に思える。大規模災害時は，市町村単位での個々
の対応も考えていくことが必要と考える。また，全国的な支援を得る場合，円滑に対応できるよう災害
時における上部団体との情報共有化や，上部団体の支部単位での協定締結などの新たなシステム構築が
必要と考える。
また，今後の協定の見直しに当たっては，(社)全国浄化槽団体連合会がこの度作成した「大規模災害
緊急対応マニュアル」や，多くの機関が提案しているし尿対策に関し検討，整理していくことも必要で
あると考えている。
個人的な体験
平成 23 年３月 11 日 14 時 46 分に大きなゆれを感じ，机の下に身を隠した。静まるのを待ったが，し
ばらくしてまた強いゆれを感じた。身の危険を感じ，あわてて外に飛び出した。外では強い地面のゆれ
で，立っていることが困難となり，地面にはいつくばった。目の前のビルは激しくゆれ，ヒビが入り，
粉塵が舞い倒壊の危険を感じた。駐車場の車は前後の車がぶつかりあっていた。地面に亀裂が入るのを
目のあたりにし，恐怖感が走った。
数分間はゆれたであろうか。事務所内は，机が乱雑になっており，ロッカーが倒れ書類が飛び出して
いた。電話等の連絡網は途絶え，電気が止まり交通機関も全面ストップが想定された。静まるのを待っ
て，今後の対応を決めた。情報の収集は困難と思われ，また，事務所の整理には時間を要するようであ
り，帰宅が困難も予想されたので，震災対応は明日からとし全員帰宅の方針を採った。
私の家は事務所のある仙台市の隣街である多賀城市にある。通勤は仙石線を使用していたが，電車が
止まっているため，同じ市から通う職員の車に乗せられ 15 時ころ帰宅の途についた。通常であれば車
で約 30 分の距離である。国道 45 号線は信号が止まり，運転している職員は走るのが困難のようであっ
た。多賀城市に近づくにつれて車は渋滞し，なかなか前へ進めなくなった。多賀城市内は一層混雑して
いた。急遽わき道を選択した。わき道は，国道ほどの混雑ではなかったが，それでも車はのろのろの走
行であった。一方，国道に向かう道の車の列は渋滞し進みは止まっていた。わき道から少し入ったとこ
ろに職員の家があるので，わき道を少し進んだところで車を降り，徒歩で帰宅することにした。途中，
砂押川を見ると水がほとんどなかった。
後日振り返ると，仙台港には 15 時 30 分ころ津波が到達しており，多賀城市内で渋滞に巻き込まれて
いるころと，津波が到達していたころとが重なっていた。砂押川の水がなかったのは，津波の引きであ
ったようだ。車を運転した職員の話では，家について間もなく砂押川を津波がさかのぼり，土手のすれ
すれまで水かさが増し恐怖であったという。多賀城市は，砂押川を挟んで南側の市街地，約３分の１が
津波に襲われた。砂押川は職員の家の少し下流のところで決壊し，国道 45 線には仙台港と決壊した砂
押川の両方から津波が来たという。我々も，国道 45 号線の混雑を避けてわき道に入らなければ，津波
に巻き込まれていた。
確かに，車のラジオは仙台港に津波が押し寄せることを報じていた。観測点では７メートルまで把握
できるがそれを超えているとの内容であったが，実感がわかなかった。津波の体験はなく，砂浜海岸と
なっている多賀城や仙台での津波を想像することはできなかった。
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東日本大震災の後，首都圏では大規模震災時には帰宅せず，会社等で待機する方策を採るようになっ
てきたと聞いている。私の経験からも，大規模震災時には情報収集を第一とし現場に留まり，情報が確
認できた時点で次の行動に移ることが最も良い選択であると確信する。

東日本大震災を振り返って
事務局長代理 柴田 喜久哉
思い起こせば，震災の二日前に東日本大震災の前震とされている宮城県内で震度５弱の地震があり，
(公社)愛媛県浄化槽協会の西隅局長と昨日の地震は大丈夫だったよと電話で話した次の日，平成 23 年
３月 11 日 14 時 46 分頃の出来事であった。ちょうど協会の理事と話しをしていた最中で，これまでに
感じたことのないものすごい揺れを感じ，思わず自分の机に戻り初めて机の下に身を隠した。揺れがお
さまるのを待って，机の下から出ようとしたが，後ろの棚が机を塞いでいた。棚を押しのけ事務所の駐
車場へ避難したにもかかわらず，何度も余震に襲われ立っていられない状態であった。事務所二階の屋
根が左右に 50 ㎝程度の幅で揺れ，この世の終わりかと思ったほどである。５分程度は揺れていたと感
じた。事務所内にいた職員も駐車場で余震がおさまるのを待ったが，事務所も半壊状況で書庫等が倒れ
メチャクチャな状態で，窓も落下し鍵も吹っ飛び，駐車場の車も地震の揺れでぶつかっていた。ちょう
ど自宅に居た娘と携帯メールで連絡が取れ，家の中がグチャグチｬになってると連絡が来たが，自宅の
事は家族にすべて任せることにし，私は協会の復旧に全力で取り組むことを覚悟した。
職員の安否確認は，私の携帯に緊急連絡網として，職員全員の携帯電話番号，携帯メールアドレスを
登録してあり，携帯メールで安否確認を実施した。ちょうど法定検査を実施している地域が，亘理町，
山元町等の県南部の沿岸部であったため，最後の職員の安否が確認できたは，13 日の午後３時過ぎ携帯
に「無事です」とのメールで確認できた。私の家族の安否が確認できたのも翌日の午前４時頃で，職員
と家族の無事を確認するまでは眠れなかった。
地震直後は，余震が続き事務所に入れる状況になく，ライフラインも寸断されたが，幸いにも事務所
の水道は断水にならず，自宅が断水している職員などへ提供した。ガスは，プロパンガスのためマイコ
ンメーターを，手動で復帰して使用可能であった。総務部と近場の職員を残し，すぐに職員を帰宅させ
次の日の事務所内の応急復旧作業に備えた。雪が降り始め寒い中，残った職員を私の車に乗せ，暖をと
りながら車のテレビで被害状況などの情報収集を行った。テレビの情報からは，大津波警報の情報が流
れ仙台港でも 10ｍの到達予報が出され，仙台空港などの津波の映像，仙台市荒浜に 200 体の遺体がうち
あげられている等の情報から，事務所まで津波が来るのではないか，沿岸部の会員は大丈夫かという不
安に駆られた。
夜になり大きな余震もおさまり，残った職員のために近くのたばこ屋へ食料品の調達に出かけた。停
電のため裏から店の中に入れてもらい，買えるだけの食料品を買い込んで凌いだ。その後，自宅への帰
路に着いたが，雪が降りしきり，街の灯りも途中の信号も消えた真っ暗な状況の中で，道路は大渋滞，
ようやく自宅にたどり着き，熊本へ出張中の職員とも連絡が取れ，仙台へ帰る途中に中部国際空港セン
トレアで足止めされたため，帰路についてのやり取りを携帯メールで実施した。自宅は，電気，水道，
ガスも止まっており，電気のない炬燵に寄り添って横になり，その日は仮眠した。自宅の電気，水道が
復旧したのは，15 日の夜であったが，それまで灯りは，結婚式の時のキャンドルサービスで使用した蝋
燭が活躍した。おかげで，蝋燭のメモリを 15 年分燃やし，改めて家族の大切さを痛感した。ガスは，
都市ガスのため復旧が一番遅く風呂に入れたのは，４月１日の夜であった。
３月 12 日，朝から事務所の応急復旧作業に取り掛かり，午後から自宅待機とした。また，午前中，
県の所管課職員が来所し，県と締結している災害協定について協議したが，津波により沿岸部の会員事
業所がかなり被災している状況のため，実施不可能と判断した。
３月 13 日，水質分析課と総務部の職員のみ出勤し，各方面へ携帯電話で情報収集に当たるも，全く
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連絡が取れない状況にあった。未だに会長の安否が確認できずにいたが，携帯電話もようやく繋がるよ
うになって，全国から会長の安否確認の要請が携帯電話に入りはじめた。午後３時過ぎに最後の職員の
安否が確認できたため，14 日の朝から石巻へ会長の安否確認に行くことにした。
ちょうど２月に，緊急時のためカセットボンベを使用の発電機２台を購入していたため，この発電機
を使用し，水質分析課で DO5 の測定を試みるが，停電による恒温槽の温度管理の問題で断念した。しか
し，この発電機がまさかこんなに早く活躍するとは思わなかった。停電中は，自動販売機，投光器，携
帯電話，ノートパソコン等にフルに活躍した。夜 10 時過ぎに，熊本出張の職員と連絡が取れ，奇跡的
に山形空港まで航空券が確保できたと連絡が入り，山形空港から仙台の事務所までの送迎を（社）山形
県水質保全協会の六沢さんにお願いし，快く引き受けていただき感謝の気持ちで一杯であった。
３月 14 日，今後の対応を協議するため部課長会議を開催し，ガソリン不足により来週まで，役職者
と総務部職員を除き次週まで自宅待機とした。ここから，沿岸部を中心に被災会員の被害状況調査を開
始した。
また，私と職員が石巻へ会長の安否確認に行くも，まだ水が引かない地域が多く，山側から迂回して，
３時間かけてようやく昼頃に到着したが，余震による津波警報が出され，蛇田のジャスコ２階駐車場で
一時待機した時，避難所となっている隣の蛇田中学校でトイレの不衛生状況を目の当たりにした。その
後，会長の自宅へ行ったが会長は不在で，奥様から会長の無事を確認，一安心し協業組合石巻浄化槽管
理センターへ行く途中，丸太が進路を塞ぎヘドロの道路を通り事務所へ辿り着き，会長と再開すること
ができたが，会長の会社及び協業組合石巻廃棄物処理センターは，津波により全壊となっており，協業
組合石巻浄化槽管理センターは，被害が少なかったことから臨時の避難所となっていた。会長と打合せ
をし，３月予定の委員会，理事会，法定検査の中止を決定した。
震災直後でもあり，往復の道のりは悪夢のようであったと記憶に残っている。
３月 15 日，福島原発の爆発事故の影響で，仙台市内も当日の風向きにより放射能の影響があるため，
出社した職員を自宅待機としたが，私は（社）山形県水質保全協会の六沢さんと共に，環清工業㈱青山
豊会長からの支援物資を，石巻地区へ水・食料品，会長から頼まれたシガーレットからの携帯充電器な
どの支援物資を届けたのは，夕方４時過ぎのことであった。青山会長からは，震災直後から連絡を受け，
会長の安否と必要な物があれば何でも届けるからと言われ，どこでも食料品，ガソリン等が不足してい
る中，酒田市で支援物資を調達して，いち早く届けていただいたことに心から感謝の気持ちで一杯であ
った。
３月 16 日，午前中に県庁との打合せし，津波による被災図及び沿岸被災地への支援ルート地図をい
ただき，会員の被害状況も併せて再確認した。この日から，昼食を事務所内で炊き出しにより対処し，
３月末まで実施した。
夕方から電気が復旧したため，ようやく固定電話の使用が可能となり，会員事業所の被災状況を本格
的に開始した。
３月 17 日，午前中に県庁へ行き，緊急車両登録に必要な要請文を作成してもらい，警察署へ緊急車
両申請をすぐに実施し，ガソリンの補給態勢を確立し，浄化槽調査及び被災地への支援体制を整えた。
電気の復旧により，サーバーも復帰し，電子メールの使用が可能となり，受信メールを開いたら，電話
が繋がらないため全国から多数の安否確認，支援要請などのメールが届いており，折れていた心を奮い
立たせられるような，本当に心強い元気をいただいた。特に，Ｇoogle の安否確認サイトで私と会長の
安否情報が出されていたのは驚きであつた。
この日から，環境省・県と災害支援受入れ調整を開始し，特に環境省とは，毎日夜遅くまで，休日返
上で被災地支援のため，環境省との連絡調整が５月まで続いた。
３月 18 日，環清工業㈱青山豊会長からの第二回目の食料品などの支援物資が届き，気仙沼地区等へ
支援物資提供した。この時，初めて震災直後に起きた気仙沼地区での火災の話しを聞き唖然とした。
依然としてガソリン不足が続き，事務所に来れる 12 名の職員を除き，その他の職員を３月中は自宅
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待機することとした。
震災後一週間が経ち，ようやく会員の被災状況もわかりはじめ，会員 113 事業所のうち，大規模半壊
以上が 22 事業所，バュームカー，パッカー車，保守点検車両などの車両が津波により多数被災してい
たことが分かって来た。災害復旧したくても車両，ガソリン等が不足しているという状況にあり，被災
事業所での仕事の確保と職員の継続雇用を優先に考え，支援活動の一環として人的支援ではなく支援車
両の提供を，環境省及び上部団体等へ要請した。
３月 19 日からは，環境省，日本環境保全協会，宮城県，山形県，(社)山形県水質保全協会，当協会
の連携により，３月 19 日からし尿処理等の災害復旧支援（多賀城市，山元町，亘理名取衛生処理組合
については，平成 24 年３月末まで長期間にわたり実施）をしていただいた。特に，３月から４月中に
支援に来た方々は，ガソリン・宿・食料の確保が困難な状況の中，寒い市役所に寝泊り等，本当に頭の
下がる思いと感謝の気持ちで一杯でした。
３月 26 日には，鹿児島県環境整備事業協同組合から，第一陣の被災会員事業所へ災害復旧支援車両
が届き，その後，全国一般廃棄物環境整備協同組合連合会から，第二陣の災害復旧支援車両が４月８日
に届いた。また，日本環境保全協会からも災害復旧支援車両や支援物資の提供を受け，被災地で災害復
旧に活躍している姿を見かけると，本当に有難く関係団体との絆を感じ，頑張ろうという勇気をもらっ
た。しかし，会員による懸命な災害復旧の努力にもかかわらず，避難所のトイレが不衛生だという国会
議員等からの苦情は，５月中旬まで続いたことが一番の腹立たしい出来事だった。
また，協会からも被災事業所の要望により，震災直後に反射式石油ストーブ，食料品などの支援物資
等を会員事業所からの支援も含めて提供，保守点検車両及びノートパソコンの貸出し，その後，保守点
検車両及びノートパソコンの提供をした。
ようやく４月１日から職員全員が出勤し仕事を始めたところだったが，４月７日 23 時 32 分に発生し
た県内での最大余震では，本震で仮復旧した事務所の被害が追い打ちをかけられ，振り出しに戻ってし
まった。余震発生直後に，家族の安否を確認した後，すぐに妻を車に乗せて真っ暗の中事務所の確認に
向かい，水質分析課の職員と合流した。事務所の中は，本震の時よりもひどく窓が落下し，瞬間湯沸器
の水漏れ，火災報知器が鳴りっ放し状態で,誰も居ないのに会議室の電気が付いていて不思議に思った。
後から考えると，地震の揺れによりスイッチが入ったと思われ，震度６強との報道であったが，事務所
付近は震度７だったという某大学の見解もあり，本震よりも揺れが強かったように感じた。とても事務
所に手を付けられる状況にはなく，目の前が真っ暗になった。応急復旧作業を，朝からの開始すること
とし，携帯メールで職員へ発信した。
余震による応急復旧作業も終了し，通常業務に戻ったのは４月 12 日からであった。震災による影響
を考慮し,平成 23 年度の予算の組直しと共に，収入減少をカバーするため環境省からの浄化槽被害状況
緊急調査の受託等に積極的に取組んだ。３月末から全国から寄せられたたくさんの義援金も，被災会員
が早く復旧できるよういち早く理事会で配布決定し，６月 14 日に被災会員事業所へ送金した。
その後は，震災を風化させないため，全国の関係団体からの要望により被災地視察の受け入れを実施
し，現在も続いている。
また,（社）東京環境保全協会，（一社）北海道環境保全協会，（公社）山形県水質保全協会の青年部
の皆さんに，被災地（石巻市大原浜）の災害復旧ボランティア活動を，２年連続で実施していただいた。
私も，震災の年にボランティア活動に参加させていただいたが，皆さんの団結力に驚き，我々協会の手
の届かないところでのボランティア活動には，感謝の気持ちで一杯である。
今回の未曾有の震災では，家族・友人，自宅，仕事を失ったか方がたくさんいる中，私の自宅マンシ
ョンもいつの間にか全壊の判定であったが，私は仕事が救いとなったような気がしている。震災直後か
らの励ましの電話等に対しても，声だけでも元気で頑張っているよということを伝えるよう，心がけた
つもりであった。全国から頂いた絆をパーワーにかえて，協会職員と会員が一丸となって，震災に負け
ないで立ち向かって来たつもりである。昨年は，復興元年といわれておりますが，本当の復興はこれか
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らだと思っております。まだまだ復興にはほど遠い状況ではありますが，５年後，10 年後の復興した被
災地を，是非もう一度見て欲しいという意気込みで，これからも頑張って行こうと思っている。
最後に，全国から寄せられた支援，励ましに対し，感謝の気持ちで一杯です。本当にありがとうござ
いました。

東日本大震災体験記
浄化槽法定検査センター所長代理 畑中

義行

平成 23 年（西暦 2011 年）３月 11 日，金曜日，午後２時 46 分。不思議とこの数字は自然と暗記して
しまったのかすぐに思い出せる。マグニチュード 9.0，震度７，この数字も覚えてしまった。私は 19
歳の時に宮城県沖地震を経験しているが，それをさらに上回る大地震だった。事務所の壁に亀裂が入り，
建物が前後左右に大きく揺れるのをただ見ていた。体感的にもかなり長く揺れていたように思う。揺れ
が収まって駐車場に避難している他の職員と一緒にしばし呆然としていた。その後，あらゆるものが倒
れたり，散乱していたものだから，最低限の対応をしてから，後は明日やろうということになった。午
後４時過ぎ頃だったと思う。
帰りは４号線バイパスがすさまじく渋滞していた。この日は日中晴れで，地震があった後は曇りにな
り，さらに帰宅時には時折吹雪になったりもした。ただただ気持ちが暗くなるばかりだった。車載テレ
ビで名取市の海岸部に津波が押し寄せる映像を見て信じられない気持ちになったりしていた。家に着い
た時はもう暗くなっていた。簡単な食事を済ませてから，青葉区に住んでいる母親の安否確認に向かっ
た。全て済ませて自宅に戻ったのが夜の 10 時頃だった。
停電すると生活が極端に不便になるということを，それからじわじわと味わうことになった。幸運な
ことに，私の大震災の一番の記憶は寒かったことだ。現代の家は，電気がなければただの物置のような
ものである。女房が仕事から帰って来たのは日にちが変わった午前２時頃だったように記憶している。
彼女は看護師をしているので，非常時にはいつもよりかえって忙しい。数時間仮眠をとってからまた職
場に戻って行った。
翌日から４月１日に職場が通常勤務に戻るまで，公私ともにいろいろなことを経験した。事情が少し
違うだけで，皆同じようなものだったと思う。私は社有車を都合してもらえたので，杉山所長と山嵜主
査を乗せて毎朝出勤していた。当面の仕事は，後片付け，事務所の応急修理，行政や協会会員との連絡
調整，一般住民からの問合せ対応，その他といったところである。
津波で大きな被害を受けた気仙沼市，南三陸町の会員事務所に救援物資を運んだりもした。特に南三
陸町で目にした光景は，今でこそ映像で広く世間に広まったが，忘れられない。毎年仕事で訪れていた
町並みが全て津波にさらわれて無くなっていた。地震後１～２週間後だったので，現地には警察と自衛
隊の人間位しかいなかった。それに灯りのない夜の道路は本当に暗い。
また，多賀城市内の会員事務所に柴田代理の私物の石油ストーブを運んだ際，国道 45 号線の道路脇
にうずたかく積まれた車の残骸を自分の目で見た時には結構ショックを受けたりもした。日本，大丈夫
なのかな･･･。片側２車線の国道が，片側１車線に狭くなり，さらに道路脇にビルの３階位の高さまで
津波で壊れた車の残骸が積み重ねられている光景は非日常だった。停電で信号は機能しないので，交差
点ごとに警察官が手信号で交通整理をしている。
会員の中には津波で亡くなられた方もおり，この時期柴田代理は情報収集，連絡調整等で忙しかった
と思う。その後，環境省から緊急地震被害調査の業務委託が入り，法定検査センターも４月中頃からは
少しずついつもの姿に戻って行ったが，検査基数の減少，検査時期の大幅な変更等，正直平成 25 年の
現時点になっても震災の影響を完全には払拭出来ていない。加えて，応急仮設浄化槽の検査業務が増え，
経営的にも若干はプラスになったが，沿岸部の津波被害の深刻な状態を少しでも理解出来る良い経験に
なったと思う。さらに，平成 24 年度一年に限り検査の総合判定を原則出さないこととしたが，この対
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応に関するクレームで，企画課は忙しかった。
私の方と言えば，自宅の電気が回復したのが 14 日，水道が回復したのはだいぶ遅くなりＧＷ前頃に
なったと記憶している。幸い事務所の電気，ガス，水道は地震直後から無事だったので，一月以上水を
分けてもらいとても助かった。水の出ない水洗トイレほど，始末の悪いものはないということも経験し
た。
後は，ガソリン不足と食料を含めた日用品の不足も強烈な印象が残っている。ガソリンスタンドに２
時間位は並んだが，後で他の人の話を聞くとまだ良い方だったようだ。ただ，並んだ前後で自然と世間
話が始まり，そういう時に教えてもらえた情報が意外に役に立つ場合もあった。口コミというものは馬
鹿に出来ない。スーパーでも同じように２時間位並んで買い物をするといった感じだった。皆不安を抱
えていたのだと思う。人を見ると自然と話しかける雰囲気だったのだ。
女房の仕事も地震後２週間位たつとようやく落ち着いて来たようだ。電気も被害の酷い沿岸地区を除
けば大体回復して来ていた。テレビ，ＰＣで情報も入るようになり，地震後の津波でかつてないほどの
大被害になっていること，日本全体で見れば，地震津波被害よりも福島原発事故の方が深刻な問題にな
っていること等々解ってきた。東京で大勢の帰宅難民が出たことも。後で知ったが，東京にいる私の姪
も帰宅難民になって，どこかのビルの中で見ず知らずの人達と一緒に一晩過ごしたそうである。４月に
なってからは，ガソリン不足や日用品不足も解消し，栗原市にいる女房の母親や石巻市にいる親戚にも
会いに行けるようになった。水道が回復した後は通常の生活を送れるようになった。
震災を経験して何か教訓は，と聞かれても特にはない。まあせいぜい電池があれば使える石油ストー
ブを買ったり，ポケットコンロのガスボンベやペットボトルの水，電池，電灯ランタン，そういった物
を用意した程度である。確かに，風呂には必ず水張りをするようになったし，車の燃料も半分減ったら
満タンにするようになった。だからといって，自分の心が強くなったりとか他人と連帯するようになっ
たかと言われればどうであろうか。
私達夫婦とも親，親戚に亡くなった者はいなかった。これはとても幸運なことだったと思う。津波で
亡くなったり，行方不明になった人達が，宮城県だけで１万人以上いる。命が助かっても家を無くした
人達なども入れれば，もっともっと酷い目に遭った人達はたくさんいたのだ。そういう人々を実際この
目でたくさん見ているのに，遙かに運の良かった人間の体験を記録にして残しても･･･，とも思うのだ
が。まあしかし，今後のために皆のささやかな体験を記録に残すのも何がしかの役に立つかもしれない。
そう考え，取り留めのない雑文で恐縮するが，ここに記した。

私の震災体験記
事務局部長 田手 潔
信号機が赤に変わり協会車を停車させた。時計は 14：46 と次の瞬間，ものすごい揺れが襲ってきて，
一瞬何が起きたのか判断できなかった。運転席上で体がバウンドし車も後ろに移動し始め，ハンドルを
強く握らないと体が投げ出されそうである。やっとこれが地震だと理解したが揺れが収まるまで身を任
せるしかなかった。とても時間が長く感じられたが車共々無事。急ぎ事務所に戻らなければと思い，気
を静め車を始動させた。途中，停電で信号機が消え不規則に停車する車，呆然と立ちすくむ人，破損隆
起した道路，損壊した建物外に避難した人々の姿などが目に付いた。事務所駐車場には職員が避難して
おり，建物内は悲惨な状況であった。職員と同様，家族の安否確認のため何度か携帯で試みるが不通で
確認できない。翌日から事務所内の片付けを行うことで解散となり 45ｋm 離れた自宅までの帰路につい
た。車中，ラジオ放送で大津波警報発令を知りこの地震の規模が尋常でないことが次第にはっきりして
くる。連絡が取れない家族安否と古家屋の全壊を覚悟しながら停電，渋滞，降雪のなかようやく自宅付
近までたどり着いた。闇の中，家の輪郭が確認できた時にはやや緊張感が解れ，「年寄りの安否確認に
行く」との玄関貼付メモからようやく家族の無事を知った。屋内は予想したより物の散乱が少なかっ
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たが，案の定ライフラインがストップしており，手探りで蝋燭，反射式ストーブ，ラジオなど思いつく
ままの生活必需品を揃えた。家族が帰宅し親族も無事との知らせを聞いた時には，本当に安堵感が感じ
られ蝋燭の明かりのもと，家族が一部屋に集結しラジオに聞き入った。報道から大規模な津波犠牲者の
続出などの情報を得て暗澹たる思いになりながら，これからの行動や分担などを語り合ったことを思い
出す。
翌朝，電池容量の少なくな った携帯電話が不通，自家用車ガソリン不足及び交通機関の麻痺
により出勤を断念せざるを得ない状況となってしまった。
これより自宅待機の生活が始まった。まずは飲料水の確保である。地区コミュニティセンターでの配
給情報があり２～３時間並んで１家庭 20L であったが，日を追う事に 10L，５L と配給量が減って行っ
た。備蓄用飲料水のため，非常時とは言えカビ臭くてお世辞にも美味しいものではなかった。次に食料
品である。家族手分けして自転車で町内のスーパーに買出しに行くことにした。当然出くわす知人との
生活情報交換も忘れなかった。スーパー店内も商品が散乱し危険とのことで店頭販売となっていた。長
い行列が続き商品は限定品のみで，２時間待ってその中から飲料水・保存食品・電池等を中心に選び購
入した。不定期の開店で，価格は安価だったと記憶する。トイレの洗浄及び洗濯などの雑用水であるが，
隣人や地区青年部仲間の情報から，近所で井戸があるお宅が数軒あるとのことで，早速お願いしたとこ
ろ快く分けて貰えることになり，ポリタンクを一輪車に乗せていただきに行った。井戸水は一旦浴槽に
貯留し，必要量をトイレ洗浄タンクに補充しながら手動で使用した。また，清澄で飲料もしていたとの
井戸水については，主にストーブで温め洗濯(小物の手洗い)水として使用したり，沸騰させた後に調理
用に利用した。食事は，プロパンガスボンベの燃料が十分に残っており，これとストーブを併用し調理
することができた。震災で被災し避難生活を送っている人々のことを思い，家族揃っての食事が贅沢に
思え空腹感がいつもの様に感じられなかった記憶がある。携帯電話は車により充電可能であったが，ガ
ソリンの入手が当面の問題となった。更に，隣町住まいの両親の見回りである。実家は，家具・食器類
等の散乱が激しく居間及び二階のアルミサッシガラス破損により，応急処置を施しているが風が吹き抜
ける状態であった。片付け及び飲料水，食料品等の持参などで時間が掛かる状況である。以上が，その
後の主な自宅での日課となった。
震災後２日目，ガソリンスタンドが開くとの情報があり急いで給油に向かった。手動アイドリングス
トップで３時間並び１台 1,000 円分(約６L)の制限販売なので不満は残ったが，停電により従業員が手
動ポンプで給油する姿を見て贅沢は禁物と得心した。翌日，給油により若干ガソリンが増えたので，意
を決し事務所に向かうことにした。途中，石巻に安否確認に向かう職員と偶然会い，職場の状況等と私
用及び帰路のリスクを考え合わせて引き返すことにした。
４日目，事務所からのメール連絡網で，原発事故等もあり自宅待機の決定を知った。夕方，携帯電話
の通信が回復したので，近況を担当職員に連絡した。また，複数の知人から見舞いの電話もいただいた。
６日目にして夕方，待望の電気が復帰し，電気のある生活がいかに暖かかったかを実感させられた。８
日目早朝，他ガソリンスタンドが開くとの情報を得て並んだ。あまりに渋滞が激しいため，駐車方向や
最後尾位置等の交通整理でパトカーが出動する有様である。給油整理券による販売で何とか 2,000 円分
の給油ができたが，燃料計が８分目程になり満足した。その後も燃料節約を心掛け，11 日目にしてやっ
とのこと出勤が可能となった。通勤途中は特にガソリンスタンド周辺等が大渋滞であった。その日は，
事務所内外の後片付け及び打合せを行い，職員各々の事情を勘案し自宅待機扱いの延長が決定した。待
機延長後の４月１日から通常業務に戻ることができた。
1,200 年に１度と言われた今回の大震災によって，家族の絆と住民のコミュニケーション及び情報の
大切さを実感させられ，私にとって大変貴重な体験となった。人との絆が薄れ，飽食，贅沢であること
への反省を促す出来事だったと痛感した。最後に，全国の皆様からいただいた心温まるお言葉，ご支援
に書面をお借りし厚く御礼申し上げる。
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東日本大震災体験記
検査部長 川村

尚

2011 年３月 11 日 14 時 46 分～
私は会社の事務所二階で，会議の資料作成の準備作業を行っていました。
突然，携帯電話の緊急地震速報が鳴り始めたと思った瞬間，今までに経験したことの無い揺れに襲われ，
急いで会社の外に避難しました。会社の駐車場に出てみると地面が激しく揺れており立っていることさ
え困難でした。
事務所の建物は激しく揺れ，一瞬落ち着いたかと思うと，また激しく揺れ始める。地震で「死の恐怖」
を感じたのは初めてのことでした。
「頼むからおさまってくれ!」と心の中で叫んでいた。体感的には２
～３分くらい揺れ続けた印象を受けました。
会社のガラスも割れていて，地面にヒビが入っているところもありました。妻に連絡しようとしても，
電話が全くつながらない状態。メールならなんとか送れそうだったので，何度かやってようやく送信。
「無事?大丈夫?こっちは無事。
」みたいな内容を送って，連絡待ち。メール送信している最中も，余震
が何度も起こり，外にいてもはっきりわかるくらい揺れていました。
社内に戻ってみると，デスクの上の書類が散乱し，書庫も倒壊しており，足の踏み場も無い状態でし
た。
帰り道～
帰宅指示がでたので，速攻で帰る準備をしました。国道はとにかく大渋滞。停電の影響で信号も止ま
っていて，国道を横切る交差点を通るのも一苦労でした。渋滞でなかなか進まない状態でも，繰り返し
余震が起こっていました。車の中にいても揺れがはっきりわかりました。とりあえずラジオをつけて情
報収集。なんかとんでもないことが起きたことはわかるが，全体はまだまだわからない状態。いつもな
ら，車で 40～50 分の帰り道がこの日は５時間かかりました。
帰宅～
ようやく帰宅すると，家族は家の外の駐車場にいました。まずは家族の無事を確認。「怖くてとても
家の中には入れない」と妻が言いました。無事を確認したら，懐中電灯を片手に家の中に入って，倒れ
たものが無いか確認。食器棚やタンス等が倒れていました。自宅の電波時計が地震が発生した時刻で止
まっていました。余震が頻繁に続いていたので，家族全員，車の中で寝ることにしました。ラジオから
は，石油工場で爆発があった。町が壊滅状態など，どれもが耳を疑うような内容でした。寝ている間も，
余震は延々と続いていました。
長く感じた電気復旧までの日々
それからしばらくは電話もなかなか通じず，電気も無い生活が続きました。３月 14 日くらいに，近
所の家で電気が復旧したとの情報があったが，我が家はなかなか復旧せず。「電気がそこまで来ている
のに。なぜ家は復旧しないんだ」と悶々とした日々を過ごしていました。その間，炊飯ジャーも照明も
使えないので，石油ストーブを使いご飯を炊いたり，ロウソクに火をつけて照明替わりに使ったりして
いました。３月 16 日になっても電気は復旧せず，
「今日も復旧しなかったな」と思いながら就寝。よう
やく電気が復旧したのは，その日の夜中になって，外の街灯がついていることに気づきブレーカーを上
げてみたら照明が点灯。見事に電気が復旧しました。
それから・・・今まで
電気が復旧してからは，食品を買うのに３時間並んだり，ガソリン給油で４時間並んだり，水を貰う
のに近くの集会所まで行き２時間並んだり，何をするにも待ち時間がありました。スーパー等は，店頭
（外）で販売していたのが，徐々に店内で買えるようになり，食品や衣料等も手に入るようになりまし
た。
町を歩いていると，支援物資を積んだトラックや自衛隊の車，パトカーや救急車を見かける機会が多
く，震災の被害の大きさを感じました。沿岸部に住んでいる人，勤めている人の話を聞くと，「家が流
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された」
「車が流された」と言う声も多く聞きます。
私は，応急仮設住宅の検査を担当しましたが，現場に行って驚いたことは，設置されている場所が殆
ど市街地から遠く，周辺に店舗や飲食店などが少ないことです。入居されている方々は年配の方が多く
買い物に行くにも苦労されているのではないかと思います。
壊滅的な被害を受けた沿岸部では，まだ復旧していないところもあります。完全に復興するにはまだ
まだ時間はかかると思いますが，それでも周りの状況を見る限りは少しずつですが確実に前に進んでい
るなと感じます。震災を体験した人間として，少しでも復旧・復興のお役に立てるようがんばる決意で
す。
最後に，今回の震災で亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、全国からの支援（励ましの声・
車両の提供・義援金等）につきまして，御礼を申し上げます。ありがとうございました。

東日本大震災体験記
事業部次長 小鹿

貴行

震災から１年 10 ヶ月がたつ。私自身は，大きな被害は受けなかった。家族は，無事で大変な被害を
受けた人たちに比べれば被害は無いに等しい。
今こうして通常の生活を続けている。震災当時を思い出して感じたことを思いつくままに書いてみよ
うと思う。
2011 年３月 11 日, あの地震が起きたとき, 私は亘理町からの帰り道で, 既に当協会の事務所付近の
国道 45 号線を走行中であった。携帯の緊急地震速報のブザーが鳴り響き, 横揺れが始まり, ただごと
ではないことに気付いた。車から降りた途端さらに揺れが強くなり, 国道沿いの建物の窓ガラスが割れ
誰かが悲鳴を上げて付近は騒然となった。地面から突き上げる様な今までに経験のない揺れであった。
そして全部が止まってしまった。
事務所に帰ると建物の外に職員達が立ち尽くしていた。その後もぐらぐらと身体を揺らすように余震
は続いた。とりあえず散乱したデスク回りの物をかたずけて自宅に向かった。電気が途絶え, 携帯電話
も繋がらず, 信号は何処も消えている中を家にたどり着き, 娘を学校に迎えに行き,息子は歩いて帰っ
てきた。日が暮れるとともに雪が降り始め, 家族全員暖を求めて車の中で深夜近くまで過ごした。深夜
のラジオからは大津波により沿岸部は壊滅的な状況であることを刻々と伝えてきた。俄かには信じられ
ない話に私は戸惑っていた。
あの日から……….そして今, 生活は平穏を取り戻しているが, 沿岸部は未だに手付かずの状況であ
る。私たちはこの未曾有の震災を後生に伝え地震国日本で今後も生きて行くのである。これからの復興
に希望を託したい。

東日本大震災体験記
事務局次長 藤岡

卓夫

３月 11 日の地震発生時は、協会の事務所で月末に予定されていた理事会の資料を作成していました。
揺れが次第に大きくなり無意識のうちに事務所の玄関から駐車場に飛び出していました。地面には亀裂
が入り，職員の車は動いてぶつかりあい，その揺れの大きさと時間の長さに，恐怖を通り越して呆然と
しました。揺れが収まって事務所内に戻ると中は足の踏み場もなく，どこから手をつければ良いのかわ
からない程のひどい状態でした。
あまりの被害にとりあえず一旦，全員帰宅となり，同じ多賀城市に住む専務理事を乗せ車で自宅に向
かいました。普段の通勤でも利用している国道 45 号線は，信号機は止まっているものの車はゆっくり
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と流れていました。ラジオの津波情報を聞き，もう少し内陸側の道路を通ることも頭をよぎりましたが，
途中に見えた七北田川の水位にも変化がみられなかったこともあり，「まさかこの道路まで津波が来る
ことはないだろう。」とそのまま車を進めました。多賀城市に入ったあたりで渋滞が始まりなかなか前
に進めなくなったため，国道を曲がり脇の細い道路に入りましたが，こちらも普段よりもたくさんの車
でゆっくりとしか進めませんでした。専務理事の自宅まで向かうつもりでしたが，
「歩いたほうが早い。
」
と専務理事には車を降りていただき，自宅に戻りました。
アパートの駐車場に車を停め，２階の自宅への階段を上り ながら目の前の砂押川の水位を見
ましたが，その時点では特に変 化はありませんでした。幸いにも家の中は特に目立った被害は
なく，家族にも携帯メールで連 絡が取れて無事を確認できま した。
防災用品を確認しながら途中，外の様子が気になり玄関を開け砂押川をみると，何艘ものボートを巻
き込みながら津波が遡っており，その水位は土手のギリギリ近くにまで迫っていました。アパートは土
手よりも少し高台にあるため，
「万が一，津波が川を越えてもこの２階まで届くことはないだろう。」と
は思っていましたが，その光景みたときには恐怖を感じました。
間もなく，川を挟んだ向かい側のマンションの高層階のベランダから，女性の大きな悲鳴が聞こえて
きました。たぶんそこからは，仙台港方向から押し寄せてくる津波や，砂押川の下流で堤防が決壊して
街中に水が流れ込んでくる様子がはっきりと見えていたのだと思います。その声で，｢相当大きな津波
が来ている。｣ことを感じました。川沿いの道路にはまだ様子を見ている人や車が少しみられましたが，
消防の車が離れるよう必死に呼び掛けていました。
様子を見に外に出ていた近所の人からは，
「水がすぐそこまで来ている。」との声が聞こえました。土
手の反対側，ついさっき車で帰って来た道を少し戻って様子を見に行くと，坂の途中まで水が来ており，
駐車場に停まっていた何台かの車がタイヤのあたりまで水没していました。さすがに「これは大変なこ
とになっている。」と焦りました。
結局，アパート前の土手を水が越えることはなく，反対の海側の道路も坂の途中で津波が止まったた
め自宅は大丈夫でしたが，周りの被害が甚大だったため，電気や水道等の復旧に時間がかかり，自宅で
の生活に戻ることができたのは４月になってからでした。
多賀城市の中心部は海が近いにもかかわらず，建物に遮られて海岸線が見えないこともあり，津波に
対しての危機意識に欠けていました。私達が３月 11 日に事務所から戻った道路には１階部分が浸水す
るほどの津波が押し寄せ，たくさんの車が飲み込まれ，たくさんの方が亡くなってしまいました。もう
少し国道から曲がるタイミングが遅かったら，事務所を出る時間がズレていたら，私の車も巻き込まれ
ていたでしょう。宮城県沖地震の発生が予測されていたため，それなりの「備え」はしていたつもりで
したが，これほどまでの大きな地震や津波被害は想像もしていませんでした。
今回，当協会に対して，全国の本当にたくさんの関係団体や関係者の方々からご支援をいただきまし
た。その窓口となる業務を担当しましたが，その支援は「逆の立場だったらこのような支援はできただ
ろうか。」と思えるほど迅速で大きなものでした。また，少しだけ現場支援のお手伝いもさせていただ
きましたが，宿泊環境は非常に厳しく，満足な食事も摂れず，余震も頻発する中での連日の作業は本当
に頭の下がるもので，改めて同業の皆さんの力のすばらしさを実感しました。今となってみれば，私自
身ももっと大きな被害を受けた方々のためにもう少しできることがあったのではないか，と思いますが，
残念ながら当時は身の回りのことで精一杯で，そのような精神状態ではありませんでした。
震災直後，車やがれきが重なり合い，建物には車が突き刺さり，明かりが全くない真っ暗な道路を帰
宅する際には，
「本当に以前のように多賀城で生活することができるのだろうか。」と暗く，沈んだ気持
ちになりました。しかし，日々，車やがれきの撤去が進み，少しづつあかりが灯り，お店が再開して，
今では通勤路や自宅近辺はほぼ震災前の状態に戻っています。その様子をみながら，各方面の業界の
方々そして一般のボランティアの方々などたくさんの人の力の積み重ねによる復旧をまさに実感しま
した。
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さまざまなかたちでご支援をいただいた皆さんに心から感謝をしたいと思います。

東日本大震災体験記
事業部参事 手戸

康彦

「すでに失われてしまった大切な人，場所，そして思い出」というものは徐々に増えてゆく，まあ歳
を重ねることはそういうことだと思っていた。大震災の前までは。
宮城県気仙沼市の唐桑町は親切な所で，崎浜のビジターセンターには「津波体験館」があって，すぐ
下の御先神社の公衆トイレ入り口には，
「明治三陸津波記録の説明看板」もあった。仕事で唐桑に行く
と，明治三陸津波以上のことが起これば「ここから下は失われてしまうのか」と思っていた。
この記憶があったためか，震災直後の個人的なことを今振り返ると，渋滞の中車のラジオから大津波
警報がアナウンスされた時に，唐桑のリアルな映像をずっと考えていた印象がとても強かった。
物事の結果には必ず一線が引かれると考えている。今回は残れた人と残れなかった人だ。仕事で被災
地に行き，たくさんの人（特に土俵際で残れた方）からお話を聞くことができた。うまく形容できない
が，自分なりに見て，聞いて，感じたことを全て飲み込んで前に進むしかないと感じている。
水環境にかかわる技術者という観点で今回の震災を振り返ると，一つだけ不思議な事がある。それは
「数多くの下水道処理施設が被災し，沈殿消毒されただけの排水が日々放流された結果，処理場近くの
沿岸や松島湾などに大きな環境汚染が生じてしまうのではないか。そして下水道システムの根本に問題
提起がされて，しかるべきレベルで議論されていくのでは」と漠然と考えていた。しかし現時点では新
聞に大きく掲載されるような水質汚染の問題は起きていない。これから起こるのかもしれないが。
以上が，私の大震災を体験した個人的な思いです。最後に，今回の大震災で亡くなられた方，特に仕
事でお世話になった方のご冥福をお祈りします。

東日本大震災体験記
検査部検査第一課長 太田

正志

東日本大震災を振り返り，自分の身に何が起きたのか記憶に残ることを記載していきます。
2011 年３月 11 日（金）は，亘理町と山元町の浄化槽担当者と同行指導を行う段取りの打合せを行っ

ていたことを思い出します。山元町担当者の方とは午前 10 時 30 分より打合せ，亘理町担当者の方とは
午後１時 30 分より打合せを行い，
午後２時 10 分には常磐道路と東部道路を通り帰社についていました。
国道 45 号線沿いを走行中，午後２時 46 分過ぎに地震を知らせる警報音が響いてきたので自動車の速度
をおとしていたところ，ハンドルをとられるくらいの揺れに襲われたため停車させました。次第に大き
くなり車内に居れないほどになり，あわてて自動車の外に出て車体にしがみついていました。７分ほど
してから自動車に乗り込み会社に向かうことにしました。地盤が見て分かるほどの歪んでいる，そんな
中で建物の被害も想像しがたいものがありました。会社の建物も骨組みが歪み，歩くと揺れ動く状態で
した。
会社の惨状を垣間見るも，家族との連絡がまったく取れない状況から家に帰ることにしました。長女
の高校に立ち寄り，長女を迎えに行き自宅に自動車を走らせていました。ラジオからは津波の情報がな
がれていたことを覚えています。最初は，３ｍ位と放送されていましたが，名取大橋から見た光景は異
様にしか思えませんでした。下流から船と一緒に波が上流に逆流していく恐怖は，今でも忘れることが
出来ません。自宅に戻ると妻と次女が外でマンションを見上げている様子が印象的でした。無事なこと
を確認し，11 階の部屋に戻って散乱してる物をどけながら中の方へ進んでいく，これはどこから片付け
ていいか途方にくれる思いでした。せめて寝る場所を確保しようと片付けながら海岸方向を見た時，松
林が無くなって何か動くものが近づいてくることに気づきました。夜になり海岸方面からは火柱がいた
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る所で立ち上っていたことや七ヶ浜方面でもコンビナートから煙と火柱が立ち異様な光景でした。
2011 年３月 12 日（土）からの生活は，あらゆる物が不足していました。電気，水道は止まったまま，
食料品，灯油，ガソリンを求め並んでも必要な量を確保できませんでした。そんななかマンションでは
炊き出しや食料品と水の配給を定期的に行い，住民どうしの交流が行われ協力する雰囲気がつくりあげ
られました。２年が過ぎ，海岸部はきれいに片付けられ何もなくなりました。これからの復興に希望を
託し進んで行くことを願っています。

東日本大震災体験記
検査部検査第二課長 志子田

淳

本震から数日間，長い停電があった。親戚と一緒になってロウソクとラジオを囲んだ。頻繁に来る余
震に怯える夜だった。でも，停電のおかげで空を見上げるといつにも増して星空が明るく，すばらしく
綺麗だったことを覚えている。
やっと自宅の電灯がついた。家族誰ともなしに拍手して，久しぶりに見た電気の光をしばし見つめて
喜んだ。
ようやく見られるようになったテレビで津波の映像を見た。知っている場所や仕事で行ったことのあ
る場所が映っていた。信じられない光景だった。
その後，仕事で沿岸部に行った。
なぎ倒された松林，基礎しか残っていない住宅地や商店街，三陸道まで到達した津波。
テレビで見るのとは全く違う，生で見た津波の痕跡は，文字通り筆舌に尽くしがたい惨状だった。
あの時，もしこの場所で仕事をしていたら自分は助かっただろうか…。テレビで映像を見たあと，…
時々考える。
辺り一面，建物が津波で押し流され建物の基礎しか残っていない，高台のない町へ行くことがあった。
建物が無くなったため解ったのだが，海が思いのほか近くにあったことに気づいた。
ここで津波が来たとき，どこに逃げればよいだろう。周りを見渡しても近くに高台はない，鉄筋造り
の３・４階建てのアパートは，上の階も窓ガラスが破られ屋根に魚網が引っかかっていた。こうなると
対策の立てようが無かった。とにかくかなり遠い高台に走るぐらいしか思いつかなかった。
仕事柄，日々違う現場に向かうが，海からの距離や高台の場所なんて気にしたことはほとんど無かっ
た。
今後，屋外で仕事をする時は災害にあう可能性も念頭に行動し，自分の命を守るため，その日その時
の最善の方法を考えなくてはならないのだと思う。

東日本大震災体験記
事業部企画課長 星

博之

私は，今回の東日本大震災の地震を体験しませんでした。出張で九州の熊本県に行っており，震災の影
響で飛行機が離陸出来ませんでした。家族・親・兄弟の安否が気になり，携帯電話で連絡を試みたが，
中々連絡が取れず連絡が取れ，身内の安否を確認した時には，本当に安心し体の力が抜けました。帰宅
難民となっていた私は，やっとの思いで会社に着き，自宅多賀城に帰路する途中は，津波の被災にあっ
た地域と被災にあわない地域の道路を通るため，その光景の違いすぎに，ただ驚くばかりで言葉になら
ない程でした。
七ヶ浜の実家は，津波で被災しており，その光景は余りにも悲惨で胸にポッカリ穴が開いた状態と言
うか，ただ涙が溢れて来る状態・・・何も言えなくなりました。暫し，その光景を見てポツリと立ち尽
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くし，最初に思ったことは，海がこんなに近くにあったとは，海だけを見ると昔と変わらず，しかし辺
り一面を見渡すと瓦礫の山となった状態，心の奥底でこれが現実にあったことと受け入れるのには時間
が掛かりました。
休みの日に，女房の実家の気仙沼に帰り，友達の体験談の話は，余りにも壮絶すぎて，ただ聞いてい
るばかりで・・・胸が痛みました。
東日本大震災の影響は，生活にも大きく影響しました。電気・ガス・水道が止まり，食料・蓄えた水・
灯油・懐中電灯等が切れないように考えて生活するようになりました。電気・ガスの使用は思った程，
早く回復出来たが，水道においては，使用出来る様になるまでに約一ヶ月かかりました。水の確保につ
いては，本当に苦労しました。食料品の買出しについても同様です。ガソリン不足のため，極力自転車
でコンビニ・スーパーに行き，行列に並び食料品の調達をしたりしました。私たちの生活が如何に便利
に暮らしていた事か身に染みました。電気・ガス・水道をあたり前の様に使用し，使用出来なくなる日
が突然来るとは震災前までは，考えもしませんでした，使用出来なくなって始めて分かる電気・ガス・
水道等の重要さ，買いに行けば何でも手に入る物の豊かさ，人との繋がりの大切さを再確認しました。

東日本大震災体験記
事業部事業課長 菅井

一秋

平成 23 年３月 11 日，私は法定検査業務を終え検査車両に給油するため，当協会指定の給油所に向か
っていました。宮城野区日の出町付近の十字路交差点で前車に続き標識従って一時停止した時，自分の
乗車している車両が急に横揺れ，縦揺れをし始めました。その内，それらの揺れが激しさを増したとこ
ろで，携帯電話の緊急地震速報の警告音が鳴り始めました。揺れはなかなか収まらず，かなりの時間の
間揺れていました。私は揺れている最中，身の危険を感じ車外に出て辺りの様子を伺いました。その辺
りの状況は凄絶ものでした。周りの電柱はゴムのようにぐにゃぐにゃに動き今にも折れてきそうな状況
と土煙がそこら中から揚がってました。これは只事ではないと思い，給油所に行くのを取りやめ，当協
会に向かいました。当協会の駐車場に入ったとき，内勤の職員は全員駐車場に出てきていました。まだ，
地震の揺れが収まらず，大きな余震が引き続き発生している中で，職員達は驚きの表情と悲鳴を上げて
慌てている様子が手に取るように分かりました。
検査車両のラジオから来る情報では，宮城県沿岸部に津波警報が発令されました。
携帯電話で私の妻と連絡を取り，自宅付近の状況と家族安否確認をしました。妻，子供２人は大丈夫
でしたが，約 600ｍ離れた私の実家に住んでいる父の安否確認が出来ませんでした。妻に父の安否を確
認させようとしましたが，ラジオをから流れてくる情報から津波警報が大津波警報に変わったので，止
めさせました。これでは実家及び自宅はかなり危険な状況だと感じ，課長でありながら申し訳ないので
すが，実家及び自宅に向かわせていただきたい旨を，当時の杉山所長に申し出て了解を頂いて，当協会
の駐車場から自分の自家用車で出発し国道４号線に合流しましたが，信号機が作動しておらず，側道，
脇道から車を入れながら流れていましたので，10ｍ進むのにかなりの時間を要しました。
これでは，自宅にいつ着くのか見当が付かなかったので，危険を承知で海沿いの県道（塩釜亘理線）
に向かいました。津波到達時間からまだ余裕があったので大丈夫と高を括っていました。しかし，閖上
大橋を渡る直前に宮城県警の警察官の方に橋上で事故が発生し交互通行していたが，橋を渡ってからも
大渋滞であると告げられました。そのうち，警察無線の情報からもう津波が来ているので，閖上大橋は
通行させられないと告げられました。
この指示に従って，西の方向に進み今泉方面から国道４号線に向かいました。そこから，１時間以上
かけて自宅に戻りました。
確か到着時刻は４時５分くらいでした。自宅は無事でしたが，自宅は小学校の隣なので，避難してい
る住民でごった返っていました。避難していた方達は，主に付近住民ではなく，閖上地区の住民が多か
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った様です。その後私は，実家に向かいましたが，付近の住民の方は皆，小学校に避難しておりました
が，父はまだ避難していませんでした。倉庫の機材やその他の物が崩れていましたが，余震が続いてい
る中でそれらを片付けている余裕もありませんでした。
津波は実家近くの仙台東部道路まで到達していました。かなりの勢いだった様です。実際に仙台東部
道路の近くまで行ってきましたが，数え切れない車の数が田圃に打ち上げられていました。こんな光景
は今まで見たことがありませんでした。私は昭和 53 年の宮城県沖地震も経験していますが，これほど
の被害は出ませんでした。あの時は津波の被害は全くありませんでした。今回の東日本大震災はまさに
歴史上未曾有の被害であり，それに原発の事故も重なりまして，かなり辛いものとなりました。

水質分析課における防災・減災対策と東日本大震災の復旧作業について
事業部水質分析課長 鈴木
１.

伸彦

はじめに

水質分析課では，様々な測定機器を扱いながら水質測定の業務を行っている。特に浄化槽法定検査に
おいて生物化学的酸素消費量（以下ＢＯＤという）は,年間 50,000 基を超えている。それに伴って使用
するフラン瓶（約 5,000 本）
，ガラス器具類，測定機器がある。これらは，地震によって落下・転倒し
た場合，破損や使用不能になり業務に支障が生じる。このような業務環境の場所で平成 23 年３月 11 日
東日本大震災が発生した。幸い，様々な要因が重なって水質分析課において大きな損害となる被害は少
なかったが，これは，宮城県沖地震の発生確率が 90％を超えているという現状を踏まえて地震対策をと
ってきた事もひとつの要因ではなかったかと思う。
そこで今回は，今まで行ってきた地震対策と震災後の業務再開までの復旧作業を簡単ではあるが述べ
る。
２.

震災前の分析棟の状況と地震対策の経緯

２．１

分析棟の状況

水質測定を行っている分析棟は，軽量鉄骨２階建て，１階にはＢＯＤ測定室と恒温室がある。その他
の使用器具類および測定機器類はその分析棟２階と別棟１階にある。使用している測定機は，床下また
は，実験台の上に載せて使用していた。測定機は，脚だけが実験台の上に載っているものもあり，(写

写真－１

写真－２
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真－１，２)すぐに実験台から落下しそうなもの，また，洗浄棚や器具棚等は，長方形のものが多く，
揺れ方しだいでは，転倒するものであった(写真－３)。
２.２

地震対策の経緯とその対応策

ある程度地震対策を行っていたが，宮城・岩手内陸地震では，
測定室内の流し台等が転倒しかかったものがあった。これを踏
まえ，将来おきるだろうと思われた宮城沖地震に備え，地震対
策の強化を行った。
従来は，ガラス棚等に地震対策用つっぱり棒や耐震ゴムなど
挟めるだけであったが（写真－４）
，測定機器に固定式ベルトや
L 字金具を使用して転倒防止対策を実施し（写真－５～６）
，実
験台は建屋に固定した（写真－７，８）。
また，ガラス器具棚，洗浄棚もつっぱり棒の他にベルトやチ

写真－４

ェーン等で転倒防止を行った（写真－９，10）
。

写真－６
写真－５

写真－９

写真－７

写真－８
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３.

平成 23 年３月 11 日の被害状況

分析棟では，あらゆるものが散乱や棚の落下・実験台の引
き出しが全て開き，室内は足の踏み場も無いほどであった。
２階においては，幅 150ｃｍ，長さ３ｍの大きな中央実験台
が斜め(角度 30°)に 20ｃｍぐらい移動していた（写真－11，
12）。しかし，固定した機材は，転倒・落下を免れ減災対策の
効果を発揮したのではないかと思われる（写真 13～15）。
特に，ガラス器具棚は，ベルト固定部の壁に穴があいたが
倒れずに持ちこたえた（写真－15，16）。

写真－10

写真－11
写真－12

写真－14
写真－13

写真－16
写真－15
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４.

地震後の復旧作業

４．１

測定機器類の復旧作業

震災発生後，社内の電気が復旧した３月 16 日から測定室内の復旧作業を開始した。しかし，復旧作
業を開始すると，使用器具・測定機器類が広範囲の場所に点在していた。また，測定機器は，激しい揺
れや振動，停電による突然の稼動停止になっている状態なのでどのように扱えばよいか判断に迷うもの
が多かった。そこで測定機器類については，作業の重複や見落としがないようにリストを作成し効率良
くかつ的確に行えるようにした（表－１）。表作成によって，現時点での状態の把握，復旧においての
確認事項及び立ち上げの方法・精度確認方法等を整理でき，過不足分無く測定機器を復旧させることが
出来た。
表－１ 点検機器等リスト
機器類設
点検機器類リスト
置場所

現状確認(3月16日)

希釈装置 №１

点検後の状態確認,又は,
精度確認方法

メーカー問い合わせ復旧確認事項
基盤類のボックス開けて異常がないか確認する⇒動作確認⇒フラン瓶で希釈

ノズル交換・容量確認

復旧確認日
4月5日

希釈装置 №2
B
O
D
測
定
室
１
階

希釈装置 №3

稼動のまま停電による停止

DO計

落下していなのであれば，電源を入れて校正する

DO電極
洗浄機２台

当時使用なし

小型純水装置
大型純水装置

稼動のまま停電による停止

冷蔵庫２台
純水装置

恒温槽

旧
事
務
棟

転倒していなければ，電源がはいれば大丈夫
水漏れ確認をし水質が正常値であれば大丈夫
電源を入れ動作確認

落下⇒停電による停止

超純水装置
新
事
務
所
2
階
測
定
室

電源を入れて，フラン瓶に規定量満たされているか確認

容量確認

4月5日

ゼロ校正

3月24日

飽和校正

3月30日

連続運転

3月23日

連続運転

3月23日

連続運転

3月23日

連続運転

3月16日
3月25日

落下していしるので水漏れ等を確認して水質をみないと判らない
水漏れ確認をし水質が正常値であれば大丈夫

稼動のまま停電による停止

連続運転

3月25日

連続運転

3月17日

繰返し測定・偏置誤差

3月25日

倒れていないの正常問題ないと思う

200mgで校正

3月25日

落下したので修理必要かも・・電源を入れて確認を

繰返し測定・偏置誤差

3月25日

落下したり，水に浸かっていなければ大丈夫

校正

4月1日

温度105℃までOK

3月17日

電気炉２台

温度600℃までOK

3月17日

滅菌器

温度121℃，圧力正常OK

3月17日

継続運転

3月17日

天秤 AUX120
天秤 BL-320S

倒れていないの正常だと思う
落下⇒停電による停止

pH計 DO計
乾燥機

当時使用なし

ドラフト

前面ガラス開閉困難

冷蔵庫４台

稼動のまま停電による停止

窒素・りん測定機

当時使用なし

イオンクロマトグラフ

稼動のまま停止

3月24日

電源入れ動作確認⇒純水を流して配管系統からの漏れを確認⇒ベースラインを確認 検量線が良好か
電源入れる ⇒ PCと機器が認識するか確認 ⇒ 溶液を流して漏れ確認
⇒恒温槽・セル内温調温度確認

送液を行ってベースが安定するか確認

3月24日

3月24日

校正

電源を入れ，立ち上げ後，ゼネラルコンディション３⇒TCファーネス
全窒素炭素計

当時使用なし

⇒TOC ON ⇒温度680℃⇒測定

校正

3月25日

背面の白いチューブをつまみ,ドレインポンプのバブリング確認
分光光度計

当時使用なし

倒れてないので立ち上げてみる

波長校正等,波長正確さ確認

3月24日

,ベースライン平旦度確認
旧
事
務
棟

恒温槽２台

使用なし

乾燥機

使用なし

温度105℃

3月25日

滅菌器

使用無し

温度121℃,圧力確認

3月25日

ドラフト

使用なし

給排気確認

3月24日

振とう器

分液ロート固定器具破損

振とう確認

3月20日

製氷機

稼動のまま停止・排水間落下

修理・状態確認

3月24日

波長校正

3月25日

ICP測定室 ICP

温調電源ONのまま停電により停止

倒れてないので立ち上げてみる

修理依頼
冷却器の循環をまわして高周波周りの水漏れを確認⇒ ガス漏れ確認 ⇒

温度確認（25℃,37℃,47℃)

3月20日

真空確認⇒ 波長校正 の順で確認する
エ
ア
コ
ン

４.２

エアコン BOD測定室

停電による停止

エアコン 2階

停電による停止

動作確認

3月16日
修理依頼3月

エアコン 測定室

停電による停止

動作確認

エアコン ICP室

停電による停止

動作確認

純水装置の稼動状況

純水は，水質測定において必ず使用するものであり，重要なものとなる。ＢＯＤ測定に使用する純水
は，１日に 100L を越え，大型の純水装置を使用して大型タンクに貯蔵している。
震災発生から業務再開の目途が経っていない状況下では，装置の稼動を停止させなければならなかっ
た。しかし，純水装置の長期間の停止は，消耗品類の劣化や貯蔵タンク内の水質が悪化して測定に使用
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できなくなる恐れがあった。また，業務再開時，長期間停止により純水装置に不具合が生じて修理依頼
をすることは，交通機関が整っていない状況で難しいことでもあった。そこで，節電・節水を考慮しな
がら短い時間稼動させ，装置に異常をきたさないように注意を払った。なお，製造した純水は，測定室
内の片付けやふらん瓶洗浄用に使用した。
５.

当時を振り返って

今，当時を振り返ってみると上記のように防災・減災対策を行っていたものの実際に地震が起こって
みると偶然とも思われることも多かった。そのことは，次のようなことがあげられる。
① 高層ビルのような建物で無かった為，横揺れによる転倒するものが少なかったのではないか。
② キャスター付の機材は，揺れに応じて移動し転倒することがなかった。
③ 数多くのフラン瓶は，週末であったので頑丈な恒温室内に保存していた。
④ 火災等が起こるような機材を地震発生時，使用していなかった。
また，反省すべき点もあげられる。
①

キャスター付の機材は，転倒を免れたが，揺れに応じて移動したことによって測定室の出口が塞

がれ逃げ遅れた職員がいたこと。
②

火災が発生するような設備を使用していた時の消化等の対処方法

以上のようなことは，再度減災対策を講じなければならないと痛感した。
６.

おわりに

今後，南海トラフ巨大地震や首都直下型地震等がささやかれているなかで防災・減災対策を講じるこ
とには限界があると思われる。今回の震災でも同様であった。ただし，水質測定に携わっていると高額
な測定機器や，割れやすいガラス器具を使用する上では，少しでも対策を講じることは重要であると考
える。また，この対策を行っていれば，ガラスの破片の飛散や機材の転倒等によって起こる人的被害も
少なくなるのではないかと言える。
最後に，震災後直後，励ましのお言葉や測定機器の復旧に無料点検や助言等様々な支援をいただき感
謝いたします。

東日本大震災体験記
検査部検査第一課長補佐 齋藤

茂

2011 年３月 11 日の震災時，亘理町の県道 6 号線を車で北上していた。会社に着いたのは 21 時頃。駐
車場の車の中で一晩過ごす何人かの職員に挨拶し帰宅。割れた硝子で怪我をしないように気をつけなが
ら家の中を移動。冷風が吹き込む中で寝たこともあり，翌日に喘息の発作が発症。
洗濯をしていなかったため風呂水が浴槽に残っており，トイレの排水に利用。風呂水がなくなった後
は近くに河川がなかったため，水を貯めるため外の雪を採取。
食べ物を買いに行っても長時間並んだあげくにオレンジとおにぎり、缶ジュ－スが１個ずつ等、両親
含め３人分の食料補給が困難であった。火を使えないので，たまねぎとツナ缶とマヨネ－ズでサンドイ
ッチを作るなど、料理を作るのに苦慮。配水所でもらった水は飲み水に使うため、皿なども水洗いは極
力控えた。あらためて水道と電気のありがたさを感じた。
検査時に使用者から，電気が止まっている状態でトイレを使用したら浄化槽が壊れてしまうのではと
心配し，しばらく家の中のトイレは使用しなかった等の話を伺った。トイレの使用は生活における大事
な部分である。被災時に浄化槽の使用について、どうすればよいのかという使用者の疑問を，適切に可
及的速やかに解消することが必要だが，どのような手段を用いればよいのであろうか。情報を伝える手
段としては，使用者が浄化槽管理業者または当センタ－に連絡をくださった時に電話で対応する，事前
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に環境省の震災時浄化槽マニュアルから重要な部分を抜き出し使用者に配布する等が考えられる。また，
現場での詳細な調査が必要な場合，保守点検業者に現場に行っていただくことになるが、使用者から問
い合わせがあった時に，その保守点検業者が動ける状態なのかどうか等の情報を集めておくとよいと思
われる。被災し管理している業者が動けない場合は、応急的に近場で動くことができる保守点検業者を
紹介することも必要ではないだろうか。
今後また大きな地震が起こった際、浄化槽使用者のＱＯＬをできるだけ下げないように対応を模索し
行動していかなければならないと感じた。

東日本大震災体験記
検査部検査第一課長補佐 松浦

秀也

2011 年３月 11 日に宮城県三陸沖を震源とする，日本観測史上最大で，巨大地震と大津波が襲い，東
北から関東にかけての広い範囲で大きな被害が発生しました。
急に横揺れから始まり，意外と静かな始まり方と感じながら，ラジオなどから（宮城沖で大きな地震
が発生しました）と表示されているため，（もしや，これが，いずれ大地震が来ると言われていた。宮
城県沖地震？？）と思ったのを覚えています。１分間ぐらい（この程度か）と思った。その瞬間，今ま
で経験したことがないもの凄い横揺れが襲ってきたのです。道路は，波のように揺れ，立っていること
も困難な状態でした。
長い揺れが収まり，車で帰社する途中も強烈な余震が何度となく襲い，停電のため信号機も停止，国
道大渋滞で携帯電話も繋がらず。ラジオ等を聞いていると，地震から１時間近く経ったと思いますが（８
ｍの大津波が発生）（そうか，津波のことを忘れていた）とはそのときの自分の感想です。
停電ですし，余震も頻発していますから，まずは，早く帰社しなければ・・・結局，国道は大渋滞，
幸いなことにガソリンは，多めのため助かりました。帰社したのは，夜の 10 時過ぎぐらい一息つく暇
もなく，早く家に帰らなければ・・・との思いで。何とか自宅までは帰ってこれましたが，その後，電
気・水・ガス等のライフラインは，機能せず全て止まり，家に着くと真っ暗。
電気は，５日以後ぐらいに，水は，20 日以後ぐらいに復旧したと思いますが，ガスが開通したのは，25
日以後ぐらいに復旧したと思います。東日本大震災から２～３週間は，何度か買い出しの長い列に並び
ました。ジャスコ・生協等，２～４時間ほど並ぶ時もありましたが，水や軽いおやつていどで，おにぎ
り・弁当・パン類等が手に入れられるのは，難しい現状でした。いつでも身近に物や食べ物があること
が当たり前と感じていましたが，物流などの遮断がさまざまな苦難に繋がることを痛感しました。並び
ながら，いろいろ考えていましたが，なにげなく空を見上げると，ヘリコプターが頻繁に行き来してい
るようでした。周りの人達の話し声や近くの人達と話してみると，近くに津波被害で，亡くなられた多
くの人々の遺体安置所が，あることを知りました。
津波被害は，特に岩手・宮城・福島の沿岸部の地域は，壊滅的な状態となってしまいました。死者，
行方不明者多数，毎日のように死者数が増えていたようです。津波の被害により早期に復旧が困難な地
域や，道路の破損などにより修繕に時間がかかる区域などの一部地域は，まだまだ，あの忌々しい爪痕
が大きく残されていますが，現地の人々は，復興に向けて動き出しています。そして，復興に向けて様々
な言葉も聞こえてきます。未来に向けた前向きな行動も見受けられます。
沿岸地域以外は，スーパー・飲食店・企業も落ち着きを取り戻し，普通に戻り始めています。でも津
波の被害が大きかった沿岸地域は，復興にまだまだ多くの時間がかかりそうです。一刻でも早く宮城に
かかわらず，被害に遭われた地域復興の明るく・元気な姿を見られることを願っています。
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３．11の記憶
検査部検査第二課長補佐 吉田

恵也

平成 23 年３月 11 日金曜日の当日，私は浄化槽法第 11 条検査業務を実施するため，県北美里町の中
型合併浄化槽の施設をまわっていた。
午後になって間もなく，大粒の雪が舞い降りてきて『３月も中旬だというのにおかしな天気だなぁ』
と思いつつ，明後日に控えていた≪浄化槽フォーラムｉｎみやぎ≫の出展準備の最終チェックのため，
早めに検査を終わらせ，美里町を後にした。
順調に仙台市宮城野区日の出町の事務所に帰社し，社用車から降りようとした瞬間，突き上げるよう
な揺れを感じた。すぐ後ろに駐車した同僚（安彦検査員）に『地震じゃない！』と声をかけるや否や，
さらに揺れは激しさを増し，車は上下左右に揺すられ，私はよろめきながらも駐車場の中央へ移動した。
少し揺れが収まったかと思いきや，また揺れが激しくなり，東西に 50cm 以上揺さぶられた感覚で，立
っていられなくなった。そして，北側にある旧事務所を見るようにして，しゃがみ込んだ。その旧事務
所は，かなり東西に揺すられており，そのまま倒壊してしまうのではないかと思うほどだった。
程なくして，水質分析棟から女子職員（伊勢環境計量士）が慌てて駐車場に出てきて，
『古川さんが
二階の分析室から出れなくなっているんです。
』との声を聞いた。少し揺れが収まりかけていたので，
様子を見ながら古川検査員の救出に向かった。分析棟の二階に駆け上がり，食器棚や事務用品，書籍類
が散乱する分析スタッフルームを通り，通用口から声をかけると，
『大丈夫です。
』との声を聞き，ひと
まず安心した。
しかし，通用口の開き戸の向こう側に重量級の恒温機が立ちはだかり，扉が塞がれた状態になってい
た。余震が続く中，一刻も早く脱出させなければ，ガラス器具や分析機器の落下等による二次災害に巻
き込まれる危険性が高いと判断し，扉の向こう側の古川検査員と私とで，タイミングを合わせて，私は
恒温槽を押し，古川検査員がそれを引っ張るという作業を数回繰り返した。やっと人が通れる程度の隙
間を作り，救出することができた。
その後，ラジオで情報を得ようと携帯型ラジオを社用車から取り出した。実は，一週間前に『何かあ
ったら役に立つかも』と電池を新品に入れ替えていたものである。電源を入れ，ＡＭ放送から聴こえて
きたアナウンスは『大津波警報，大津波警報が発令されています。10ｍを超える大津波が発生する可能
性があります。
』という声に衝撃を受けた。するとその時，近くにいた杉山所長(当時)から『もしかし
たら，ここまで津波が来るかもしれないぞ！』の一言にさらに驚き，事の重大さに身の毛がよだった。
間もなく，杉山所長(当時)から『職員の自宅も大変な状況だと思うので，まずは帰宅し，家族の安否
を確認し，その後は落ち着くまで自宅待機』との指示が出された。この的確な指示のお蔭で，家族とい
ち早く対面でき，不安を解消することができた。改めて，この紙面を借りて深く感謝申し上げたい。
帰宅の際，きっと役立つだろうと思い，携帯型ラジオとＬＥＤヘッドライトを持ち帰った。すでに，帰
宅途中で停電になり，テレビが使用できない状態となった中で，携帯型ラジオが唯一の情報源になった。
また，ＬＥＤヘッドライトが真っ暗な家の灯火になり，余震が続く中でも家族を安心させる明かりとな
った。我が家では，この二つの防災グッズにかなり救われた。
自宅の状況はというと，木造２階建てアパートの２階部分に住んでいたが，各部屋は足の踏み場も無
いほど物が散乱した状態だった。自室には，背の高い書棚が二つあったが，中間部分から真っ二つに折
れ，書籍が部屋一面に散乱した状態だった。また，壁紙のいたる所に亀裂が入り，テレビ(厚型)や冷蔵
庫等の重量級の家電も１ｍ近く移動していた。
その後，電気・水道等のライフラインが途絶え，私が住んでいる仙台市宮城野区では，停電が３日間，
断水が５日間続いた。しかし，ガスに関しては，我が家はプロパンガスだったので，幸いにして震災当
日から使用が可能だった。
夜になってから避難所に行ってはみたものの，人が多く，とても幼児を含めた家族４人が休めるスペ
ースは確保できない状況だった。とりあえず水とお菓子を人数分もらって自宅に戻り，物の少ない寝室
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で一夜を過ごすことにした。その間も余震が頻繁に起きていたので，すぐ外出できるように服を着たま
ま横になった。ラジオからは情報が入り『荒浜の海岸に 200 体から 300 体の遺体が打ち上げられていま
す。
』とのアナウンスに耳を疑った。しかし，次々に同様のショッキングなニュースが入り，これが現
実であってほしくないと強く願いながら目を閉じた。
一夜明けた翌日の朝食は，冷凍していた肉まんを蒸して温めたものを家族で分け合って食べた。プロ
パンガスの有難さを感じながら食べた肉まんの味は，今でも忘れられない。
ちなみに都市ガスの状況はというと，１か月以上使用できなかった地区もあり，大変な状況が続いた。
この時，私が感じたのは，ライフラインのひとつである都市ガスとプロパンガスが，社会インフラであ
る下水道等の集合処理と浄化槽の個別分散処理に重なって感じられた。後の調査結果から分かったこと
だが，震災後の復旧状況に関しても，対応が迅速だったのは，プロパンガスと浄化槽であった。この震
災で，個別分散型システムは，集合型システムに比べ，震災に強よいことが明らかになった。
次に食料の話に移るが，我が家では，米は大崎市古川の実家から 30kg 単位でもらっており，主食の
心配はなかった。震災後の昼食からは，土鍋でご飯を炊き温かい食事を頂くことができた。野菜や牛乳
は，みやぎ生協の宅配を定期注文しており，２日前に配達された食料があったので，一週間は持ち堪え
られると推測できた。また，日ごろから隣人との交流があったお蔭で，食料を頂いたり，お返しにご飯
を炊いて譲ったりと助け合いながら過ごした。まさに人と人との『絆』を実感することができた。
話題変わって，当協会には有難いことに各県から多くの支援物資が送られて来た。また，当協会会員
の方々からも支援物資の数々が送られ，その物資を緊急車両に積み込み，被災した沿岸部の協会会員団
体に届けた。その時に道中で見た光景は，今でも脳裏に焼きついて離れない。あの南三陸気仙沼の美し
いリアス式海岸が，巨大津波により見るも無残に破壊されていた。私を含め，同行した職員は皆言葉を
失った。
それから時は流れ，１ヵ月近く経過した４月７日，23 時 32 分にマグニチュード 7.1，最大震度６強
の震災後最大の余震が起きた。この時，私の頭の中で３月 11 日がフラッシュバックした。
翌朝，事務所に出社すると３月 11 日と同様，あるいはそれ以上のひどい状況に驚き，出社した職員
は皆，落胆の色を隠せなかった。この震災後の最大余震により，追い討ちをかけられた状態になり，事
務所の建物がさらに激しく損傷を受けてしまった。後に，当協会会員からの情報で，ある浄化槽が震災
で液状化により浮上し，埋戻したが，この最大余震で再び浮上した事例があったことを聞いた。それく
らい激しい揺れであったことを記しておく。
ここからは，環境省から委託を受けた『東日本大震災浄化槽被害状況緊急調査』の話に移らせて頂く。
東日本大震災で甚大な被害があった岩手・宮城・福島の指定検査機関により，緊急調査を平成 23 年４
月から６月にかけて実施した。調査条件は，震度６弱以上で『地震による被害地域』と『津波による被
害地域』を分けて調査し，また使用者の居住の見込みのある浄化槽を面的に調査した。
調査に入る準備段階で，沿岸部で被害が大きかった気仙沼地区を選定した。気仙沼地区は，仙台から
車で２時間半程度かかるため，通常現地に宿泊となる。しかし，現地のホテルや旅館は，報道陣やボラ
ンティアの方たちで予約が取れる状況ではなかった。そこで，岩手県一関市のホテルを確保し，当協会
の調査スタッフ６名と（公財）日本環境整備教育センター３名で宿泊，気仙沼地区や栗原地区へ出かけ
た。
道中は被災地に向かう自衛隊等により交通量が多く，現地に着くまで１時間半から２時間の時間を費
やした。現場では，二人一組で被害状況をチェックシートに記載し，被害写真を撮影した。これまで十
数年見てきた景色の変わりようにショックを受けながらも淡々と調査を実施し，被災した方の話を聞い
ていった。この気仙沼地区の調査を４月下旬の５日間集中して実施し，日中は現場調査，夜間は一関の
ホテルでノートＰＣに調査データを入力するという作業を繰り返した。調査スタッフは皆，疲労困憊し
ながらも，怪我も無くこの地区の調査を終えることができた。大変な中で調査を共にしたスタッフには
感謝している。なお，調査結果の詳細については第二章東日本大震災による被害を参照いただきたい。
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調査中，印象的だったのは，２ｍ近い津波が押寄せた浄化槽管理者の方が，一生懸命にヘドロをかき
出し，家屋内の壁を拭きながら，私たちに対して笑顔で，
『どうぞ見てって下さい。ご苦労様ね。
』と快
く調査を了承していただいたことである。
また，自らの事務所とご自宅も被災された中で，快く緊急調査に御協力を頂いた（有）佐々木設備工
業様を始め，当協会地区連絡協議会の皆様や調査施設の浄化槽管理者様に心より感謝申し上げたい。
最後に，被災された皆様の早期復興を願いながら，日々の法定検査業務や調査研究等に邁進して行く
所存である。

東日本大震災体験記
検査部検査第二課長補佐 安彦

和行

2011 年３月 11 日の東日本大震災は，事務所の駐車場で体験した。初めは立っていられたが徐々に揺
れが強くなり立っていられなくなったで，安全のため駐車場の中央に四つん這いで移動し揺れのおさま
るのを待った。
揺れがおさまり急遽全員に帰宅が許されたので，携帯が通じない親のことが心配でアパートに寄り，
食料や必要と思われる物を車に積み込み実家に向かった。しかし，停電のため信号機が止まった状態・
踏み切りは遮断機が閉じたままの状態・橋の通行止めなどで渋滞が発生し，通常なら約１時間 30 分で
到着するところを約４時間もかかって到着した。
やっと帰宅したが電気・水道が使えない状態で，家の中は食器戸棚や箪笥等が倒れ，割れたガラス等
で散乱していた。その日は，停電の為暗く本格的な掃除は翌日にすることにし，まずは寝床にする場所
を整理し寝ようとしたが，夜は余震が頻繁に有り何度と無く起こされ熟睡することは出来なかった。
翌日からは，食料や水・ガソリン等不足の心配が有り，スーパーやガソリンスタンド・水の配給所に
長い時は３～４時間並んで手に入れた。しかし，購入する量や配給水量に制限が有り十分な量ではなく，
また翌日も並ぶという日が続き，物が必要量手に入る生活がどんなに幸せなことかと改めて思った。
最後に，今後は震災直後の気持ち・ご支援をいただいた全国の皆様に感謝する気持ちを忘れることな
く，生きて行きたいと思います。

東日本大震災体験記
事業部企画課長補佐 熊谷 大輔
2011 年３月 11 日 14 時 46 分，出張からの帰りで中部国際空港で飛行機に搭乗している時でした。離
陸を待つばかりだったその時，
「東北地方で大きな地震があり，仙台空港の滑走路に亀裂がはいったと
の連絡が入りました。現在待機中です。
」
（正確ではないですがこんな感じ）と機長からのアナウンスが
あり，機内がざわめきました。私は，「宮城県沖地震がおきたんじゃないか（そんな規模ではなかった
わけですが）」と思い，連絡をしたくても機内にいるため携帯電話が使用できない状況にイライラして
いました。数分がたったころ，機長から「携帯電話の使用を許可します。」とのアナウンスが入り，あ
わてて連絡をしましたが，時すでに遅しでまったく通じない状態でした。それから，飛行機から降り空
港ターミナルに戻るまで何回も電話をかけ続け，奇跡的に一回だけ通じ家族の無事を確認できたとき，
今までになかったほどの安堵感と体から力が抜けたのを今でも覚えています。
それから，幸運にもその日のうち（正確には 12 日ですが）に東京までは戻ってくることができまし
た。戻ってきたその日は，東京都が用意していた避難所で一夜を明かし，翌日からは東京にいた親戚の
家に泊めてもらい，何とか帰る方法を考えていました。たまたま JAL が臨時便を山形まで出すとの情報
を TV で観て，急いで予約し，14 日に宮城に帰ってくることができました。
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今回の震災を実際には体験していませんが，今までそこにあることが普通に思っていたことが，これ
ほどまでに大事なものであることを痛感しました。震災から２年近くが立ちますが，この気持ちを忘れ
てはいけないと感じております。
最後に，全国からご支援いただいた皆様に対する感謝の気持ちを忘れることなく，これからも業務に
励んでいきたいと思っています。

東日本大震災体験記
総務部総務課主幹 佐藤

芳弘

東北地方太平洋沖地震が起きたときは，東北自動車道の泉パーキングエリアにいた。仙台の街中で午
後５時半からの打ち合わせがあり，事務所に戻らず車で休んでいた。突然激しく揺れ始め，まずラジオ
のスイッチを入れた。上下に揺れるため助手席にあったヘルメットを被ろうとしたが，できなかった。
揺れはかなり長く続き，止んでもすぐ余震が始まり，その間，ラジオから大津波警報が告知されたので
気仙沼の大谷に住む親族に電話したが，通じなかった。津波の予測高さは最初６メートル，間もなく 10
メートルになった，大変なことが起こったことはわかった。はじめて車から出たのは揺れがおさまり少
し経った３時 10 分頃で，依然ケータイはどことも通じず，パーキングに退避してきたトラックのドラ
イバーに，走行時の揺れと積み荷の状況についての話を聞いた。公衆トイレ付近にひび割れと陥没箇所
を確認したが，目視する限り，駐車場自体で大きく傷んでいるところはなかった。運転中に余震がある
と困るのでしばらくとどまり，それでも約束の５時半に間に合うよう４時には駐車場を出る予定だった
が，気がつくと人気もなくなり，余震もしばらく来なかったので，その 10 分前くらいに出た。高速を
走行中に出会った車は対向車に黄色い車が一台あっただけで，仙台宮城 I.C.のゲートはすべて閉鎖され
ており，一瞬戸惑うもすぐ係員が現れて一般道の西道路に誘導されたが， ETC カードはチェックなしで
OK だった。仙台の都心に接続される長いトンネルにはちょうど４時ころ入り，その前後から車の数が増

え，西公園出口付近に来て急に渋滞がひどくなり，車が地上に出るか出ないあたりで完全に動かなくな
った。しばらくして雪が降り始め，間もなく吹雪になり，余裕を持って出たつもりが約束に間に合うか
確信を持てなくなり，けれど依然ケータイはどこに掛けても通じず，ただ車列が動き出すのを待つしか
なかった。その間もラジオから情報が流れてくるが，基本的にはさっき聞いたのと同じニュースの繰り
返しで，それが少し詳しくなったりしているくらいで，それも関東近辺のニュースが中心だった。津波
の情報は，警報のあとどうなったのか，少なくとも関心のある三陸方面のものについては入らなかった。
トンネルの出口で止まったまま５時になり，さすがにその日の打ち合わせは諦めたものの，西公園から
日の出町の協会事務所までどう帰るかを考えたとき，やはり心残りがあるので会うはずだったビルが面
する道を選んだ。車は動き出すとそれなりに流れ，ちょうど 10 分遅れくらいでそのビルの前に来られ
たから一応確認すると，エントランスにはシャッターが下ろされており，１階のテナントのひとつに白
熱灯っぽい質の明かりと 10 人くらいの人たちが黄色かオレンジ色に見える薄手のジャンパーを着て集
まっているのが見えたが（本当は白のジャンパーかもしれない）
，あとはどの階も真っ暗だった。とい
うか，ほとんどのビルには何の灯りも点いておらず，宵の空の薄明かりを背景に，どれもただ青っぽい
色でそびえており，虚飾のない分，ふだんよりか親しみを覚える姿だったのを憶えている。仙台の街中
では歩いて帰る人たちの列を多く見かけた。中心部を外れても，工場や事務所街から帰宅する人たちの
徒歩の列があまり途切れずに続いていた。駅裏に出たら，よく道に迷うのでそうならないよう事務所ま
で大きな通りを通って帰る方針だったが，どこかで曲がるのを忘れて，しばらく謎の道を通った。道端
のひとつしかない電話ボックスに数人並んでいた。バス停かタクシー乗り場に長い行列ができているの
を見た。諦めて列を離れ歩き出す人たちもいた。雪はすぐ止んだので，道は乾いていた。信号はふだん
どおり点いているものが多かった。大きな交差点では点滅信号に切り替え，警察官が交通整理をしてい
た。車は，すいすい行ったと思うとまたすぐ渋滞につかまったりしたが，先ほどトンネル出口で１時間
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くらい止まったままなのを経験していたので，この程度の渋滞なら流れている方に感じた。事務所に着
いたときはすっかり夜だった。通りから少しハンドルを切ると暗いが門は開いており，そのまま進むと
ヘッドライトに職員の姿が浮かび，ほっとし，たぶん７時過ぎ頃に着いたのかと思うが，若手職員数名
が夜の番を任されて残っており，闇の中には，緊張感だけでなく，夏休みのキャンプ的な雰囲気もあっ
た。まだ戻らない車もあるというものの，ほぼ皆が無事戻り無事帰宅したことを聞き，その間，建物の
一部がヘッドライトの照明に浮かんでいて，気になり，とてもリアルに建物の存在が感じられ，近づい
てみてまっすぐ無事なのを見とどけると，帰ることにした。仙台バイパスを南下すると道は比較的すい
ており，よく流れ，ただ信号は消えていて，最初の信号の消えた交差点では交差点と気づかずに進入し，
実はこのときもまだ今日流れてしまった打ち合わせを企図させたテーマについて，今後どう進めてゆけ
ばよいかを考えていて，もっと遅くに，職場から近い荒浜の海岸に 200 体から 300 体の遺体が打ち上げ
られたとのニュースを聞き，その現実離れした光景に，あらためて尋常でない事態が発生しているらし
いことを知るが（はじめどこか外国から流れ着いたのかと思った）
，大規模災害が発生しても組織とし
ての強固な日常性に根ざすテーマは決してご破算とはならないので，依然状況が不明の大谷に住む親族
からの連絡を待ちつつ，一方で今日の打ち合わせテーマについて方針というか己の覚悟のほどをはかり
ながら，震災初日，停電の第一夜を過ごした。

東日本大震災体験記
検査部検査第一課主幹 今田

勝之

2011 年３月 11 日。私は，当センターの事務所で内勤業務に従事していた。14 時 16 分。周りの人の

携帯電話から一斉に緊急地震速報の音が鳴り響き一瞬後，激しい揺れと共にデスク上の書類やパソコン
が落下した。すぐに収まるだろうと簡単に考えていた私は，デスクの下に入らず，様子をうかがってい
た。ほどなく，揺れが弱くなり安心した矢先にまた，強い揺れが襲ってくる。ここで，やっとただ事で
はないと感じデスクの下に潜り込み，窓の外を見ると建物が異常に歪みながら揺れているのを目の当り
にし，建物が崩れると感じた。揺れがなんとか収まり，滅茶苦茶になった事務所内のデスクや本棚をか
き分けながら駐車場に出ると，アスファルトに一本の亀裂が走っていた。地震で「死の恐怖」を感じた
のは初めてだった。
アパートにいる妻がとても心配になり電話をするが通じず，メールも送れない状態が続いた。上司の
指示により帰宅することになった私は，車に乗りラジオの電源を入れて走りだした。周りを確認しなが
らラジオのニュースを聞くと，まるで，映画のワンシーンの様な情報が次々と飛び込んでくる。
10 メートル以上の大津波警報，道路は亀裂が入り崩れ掛けている建物も一部あった。私は，閖上に住

んでいる叔父さん夫婦が気になりましたが，妻の事が心配で無事でいる事を祈ることしか出来ず，大渋
滞の中を一秒でも早く帰り，妻の無事を確認したいという気持ちで一杯でした。
数時間後，アパートに到着すると妻は，車の中に犬と非難しており一安心する。アパートの中に入る
と食器棚が倒れ食器が数枚割れる程度の被害ですんでいる事を確認する。電気が止まり，暖房も付けら
れず，すぐ食べられる食料もないまま一晩を過ごすことになる。
翌日，ライフラインの確認をしてみると，ガスと水道は通常通り使用可能でしたが電気は復旧してい
ない状態でした。なんとか食料を確保しようと近くのスーパーに行ってみると，もの凄い人達が食料を
求めて並んでおり，私が確保した食料はお菓子二袋だけでした。夜になり，カーナビのワンセグが使え
ることに気づき，甚大な被害を初めて映像で確認する。あまりにも大きな被害に今でも信じられない気
持ちです。地震だけなら，これ程大きな被害は無かったし尊い人命が失われることもなかった。
数日後，避難所を探し回っても見つからなかった叔父さん夫婦の奥さんがご遺体で見つかったと警察
から連絡が入る。名取遺体安置所に直行しご遺体を確認する。「もしかすると，旦那さんも見つけられ
るのでは」
と思い 100 体位並んでいるご遺体の顔を一人一人確認していくと，
見慣れた顔に足が止まる。
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叔父さんも見つける事ができた。ご遺体を奥さんの隣まで運び，ご冥福をお祈りする。
この東日本大震災により，私は数名の知り合いや親戚を失いましたが，その分，命の大切さや自分が
普通に生活していることが，どれほど幸せなことかを改めて知ることができました。私は，これからも，
東日本大震災で起きたことを忘れることなく，これから生きるための教訓として日々生活をしていきた
い。

東日本大震災体験記
検査部検査第一課主幹 渡邊

孝樹

2011 年３月 11 日 14 時 46 分。
自分の記憶が正しければおよそ１年と 10 ヶ月前の出来事だろう。
当日，

自分は岩沼市の仙台空港付近の検査を実施していた。現場なら当たり前ではあるが当日の天気予報を朝
に確認，午後から雪が降るとの予報であった為，昼食を取らずに設置者に頼み込んで 12 時から 13 時の
間も検査をさせてもらっていた。おかげで 13 時 50 分ごろには検査が終了し，金曜日であった為，ガソ
リンスタンドで満タン洗車。BOD の受付を済ませて，事務所の中に入って入力を始めた直後に地震が発
生した。立つこともできずに机の下にもぐり込んだ直後に要覧等の書類棚が倒れてきて自分の腰に当た
り，机の奥に押し込まれた。プレハブ作りの事務所だと聞かされていたので床がぬけるのではないかと
心配したが大丈夫だった。地震が弱まってから机の下から這い出してきたが，全ての棚と引き出しの中
の物が床に散乱し，何も踏まずに表へ出ることができない状態だった。6ｍの津波が来るとのラジオの
情報が入った為，すぐに全員帰宅命令が出た。家に帰ったが，電気・ガス・水道が使えない状態で，家
族みんなで寒さに震えながらすぐに寝た。
土日に何をしたのかは忘れてしまったが，水を確保するのに３時間並び，ガソリンを確保するのに４
時間並んだ記憶だけは残っている。
今回の震災で体験して感じたことは，トイレの水が流せないこと，手を洗う水が確保できなかったこ
とが大変だった。ガスはプロパンだった為，すぐに復旧し，電気は無くても何とかなるものだと感じた。
近くの小学校のプールの水を汲んでトイレに使って良いとの連絡があるまでは，家族で話し合って，大
は二本で流すとしたが，換気扇が回らない為臭かった。よく風呂の水は流さないでとっておくと良いと
聞くが，一週間以上も止まってしまえば関係ないと感じた。また，市町村や地区によって復旧の早さが
違うことに不公平を感じた。隣町はダムが町内にある為なのか水道の復旧が早く，また給水制限も無く，
入れ物さえあればいくらでも水がもらえたが，自分の町は３時間並んで２リットルのペットボトル２本
しかもらえなかった時のやりきれなさは忘れられない。隣町の給水所が近かった為，そちらへ行って水
を容れてもらった時の喜びもはっきりと覚えている。
後日知ったことだが大きな病院や自衛隊，市町村の役場付近の復旧は早かったことを聞いたので，住
むならこれらの付近に住むことが大災害にみまわれた自分たちの今後のためのアドバイスであるとい
うことを付け加えておきます。

東日本大震災体験記
事業部企画課主幹 山嵜

麻子

この震災を経験して，普段の生活の便利さ・ありがたさや，まわりの人たちとの助け合いによって社
会が成り立っていることをあらためて感じました。
震災後２日間程，携帯電話・メールがなかなか通じず連絡が とれない状態になり，停電もし
ていたので，夜になると暗く，テレビは車や街頭では見られたものの，携帯電話の充電もなか
なかできず，とても心細いもの でした。信号機の光が点っていない交差点も，危険を感じつつ
徐行運転しなくてはならず，信 号機の重要性を実感しました。電気を必要としない暖房として ，
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反射式石油ストーブがとても役 にたちました。水道は１か月ほ ど断水しました。トイレにとて
もたくさんの水が必要である ことにあらためて気付きました。食器を洗った水や米をといだ水
まで捨てないようにして，ト イレのタンクに溜めました。幸い 水を汲める場所があったので給
水車のお世話にはなりませんで したが，ポリタンクに溜めた水を運ぶのはとても重労働で，蛇
口をひねれば すぐ に水が出 る とい うこ とは，な んて すば らし い ことなの だろ うと 思い ました 。
風呂にもなかなか入る事ができませんでした。ガソリンが不足し，いつ販売するのか列の先
がどこに並んでいるのか分からない，ガソリンスタンドに並ぶ 車の列を忘れることができま せ
ん。３月中の頻繁に来る余震に より，緊急地震速報の不協和音が何回もなり，気持ちが安ら げ
ない日々でした。そんな中，遠 いところから歩いておにぎりを届けてくれる人や，親戚・知 人
などからのはげましや荷物な ど，普段以上にありがたく，う れしいものでした。
４月に入り，徐々に検査を再開していく中で，津波などの被害にあった地区の対応や，検査時期の調
整などに苦慮しましたが，浄化槽使用者や保守点検業者，社員の皆さんとの協力・助け合いにより，な
んとか仕事ができています。
あたりまえの生活ができることに感謝し，この時の経験や感じたことを忘れずに，また来るかもしれ
ない災害に備えつつ，これからも日々がんばっていきたいと思います。

東日本大震災体験記
検査部検査第二課主任主査 桃澤 健
平成 23 年３月 11 日。その日，私は，栗原市に出張している予定でした。しかし，市の担当者の都合
が急遽悪くなり，仙台の事務所で資料整理をしていました。
資料整理を進め，ひと段落ついたところで，事務所内の喫煙室で，タバコを吸いながら，ぼんやりと
事務所の中を眺めていると，突然グラグラと揺れ始めました。初めは大きな揺れでは無かったため，す
ぐ収まるだろうと，その場にいましたが，徐々に揺れが大きくなってきたため，慌ててタバコを消し，
喫煙室から出て「地震だ，結構大きいですよ」などと言いながら自分の席に戻ると，揺れは収まるどこ
ろか大きくなり，近くにいた先輩の「机の下に隠れろ」という言葉に，急いで机の下にもぐり込むと，
強烈な揺れが始まりました。
事務所の蛍光灯が数回点滅し消え，このままだと事務所が倒壊してしまうのではないかという恐怖を
覚えながらも，激しい揺れになすすべなく床にへばりついているしかありませんでした。
しばらくすると揺れはおさまり，やっと机の下から這い出すと，事務所の中は，棚は倒れ，机の上の
書類やパソコンはほとんど床に落ちている状態で，足の踏み場もありませんでした。散乱しているもの
を避けながら，なんとか事務所の外に出てみると，皆，駐車場に集まり，今起こった地震の大きさに騒
然としていました。
私も，しばらく周りの人たちと今起こった地震の話をしていましたが，家族のことが心配になり，自
宅に電話をかけましたが，携帯電話もＥメールも繋がらない状態でした。
私は，そのとき情報を得る手段がありませんでしたが，同僚が携帯電話のワンセグテレビを見ていた
ので，私も見せてもらうと，津波で女川町の風景が一変しており，ただ事ではない事態だということを，
そこで初めて認識させられました。
その後，10ｍ以上の津波が沿岸部に来ていることを知り，自宅の状況が心配になったため，上司の許
可を得て帰宅することにしました。
自宅に戻ると，私が住んでいるアパートの人達は雪が降り出した寒空の下，駐車場に避難していまし
た。幸い自宅のアパートはあまり激しく揺れなかったため，棚の転倒などの被害はありませんでした。
しかし，電気，ガス，水道のライフラインは全てストップしている状態でした。
私は，指定避難場所となっている近くの小学校の状況を見に行きましたが，小学校も窓ガラスが割れ
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るなど，騒然となっていたため，自宅に戻って，車の中で暖をとり，車に付いているテレビで情報を得
る事にしました。
テレビ番組は，全て震災関連のニュースとなっており，岩手県，宮城県，福島県の沿岸部の被害状況
が映し出され，その夜，私と妻は，テレビに映しだされる惨状を，ただ固唾をのんで見ているだけでし
た。
震災当日に役に立ったのは，暖房と情報が得られ，携帯電話の充電が出来る，カーテレビ付きの自家
用車だったような気がします。そのため，いざというとき困らないように，ガソリンは満タンにしてお
いたほうが良いと感じました。
震災から数日間は，福島第一原発が水素爆発を起こし，沿岸部の石油タンクは燃え続け，こんな悪夢
なようなことがいつまで続くのだろうと，非常に不安な日々が続きました。
電気，ガスの無い生活では，カセットコンロが活躍し，停電している間は懐中電灯が活躍しました。
このため，今後はガスボンベと電池，特に単１電池を常備するべきだと感じました。また，米と水があ
っても電気ジャーが使えないため，鍋で米を炊く知識を知っておくべきだと実感しました（ただ，米を
炊くのにガスボンベ１本を使ってしまいますが）
。
私の住んでいる地域のライフラインの復旧は，電気，水道の順番で，最後がガスだったため，電気が
繋がった後に重宝したのが，電気ポットとホットプレートでした。このように，ライフラインの復旧状
況によって必要なものが変わってくるのだと記憶しています。
震災から何週間か経ち，私たちの周りではライフラインが徐々に復旧し始めましたが，津波被害を受
けた石巻市に住んでいる義理の両親とは連絡が取れず，無事であるのか，無事であるならどこの避難所
にいるのか分からない状況でした。
そんなある日，避難所を映したテレビの映像に両親の姿があるのを見つけ，近くの小学校に無事に避
難していることがわかりました。そして早速，避難所に行こうとしましたが，ガソリンを手に入れるこ
とが非常に難しく，やっと石巻の実家に行ける様になったのは，震災から２ヶ月近く経ってからのこと
でした。
石巻市の実家に向かう途中は，道路の一部が陥没し，路肩は泥の山となっていました。実家は海から
約１ｋｍ離れていましたが，津波は２ｍ近くに達し，家の中は泥や，近くにあるパルプ工場から流れ出
た紙の原料にまみれ，家具家電は無残に散乱している状態でした。
私たちは家の中の泥かきと，使えなくなった家具家電を家の庭に運び出す作業を手伝いましたが，も
ともと家が古く傷んでいたこともあり，その後実家は取り壊すことになりました。
両親の話では，避難所の生活は年配者には厳しいもので，嘔吐と下痢の症状で頻繁にトイレに行かな
ければならなかったけれど，校内のトイレが使えないため，学校の４階から屋外にある仮設トイレに行
かなければならなく，特に夜は苦労したとのことでした。
あの大震災から早くも２年になろうとしています。私は今，震災前とほぼ変わらないように生活して
いますが，法定検査業務などで津波被害が大きかった地域を訪れると，その惨状に改めて震災の悲惨さ
を感じ，時折，あの日のことは夢であったら良かったのにと考えてしまいます。
最後に，被災地の支援や，復旧，復興に尽力してくださった皆様に，この場を借りて深く感謝申し上
げます。

東日本大震災体験記
総務部総務課主事 後藤 洋子
３月 11 日の地震は，私の人生で，記憶に残る最も恐ろしい地震でした。発生直後，直ぐ室内から飛
出て様子を見ることにしました。とにかく長かったです！
避 難 し て い る 地 面 に 亀 裂 が 入 り ， と て も 立 っ て い る こ と が で き ず すわり込み震えていま
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した。事務所の窓ガラスは何枚も割れて外に落下し，とても危険な状態でした。地面が揺れ，駐車中の
車同士がぶつかったり，電線は大きく波打ち垂れ下がりヘリコプターと消防車の音がすごかったです。
少し落ちついてから室内に入りますと，足の踏み場のない有様でした。地震後，ライフラインが直ぐス
トップし家族に連絡がとれない人もいました。それで先ずは，自宅に帰り家族の安否確認をするように
言われ，片道８キロ徒歩で帰りました。途中で吹雪になり，ビニールのレジ袋を頭にかぶりとても変な
格好でした。踏切でバーが降りたままなので手動で上げて渡り，そして車は大渋滞で中心部から徒歩で
帰る人が大勢いました。私と同じ異様な格好でバスタオルを頭から被ったり，毛布みたいな布を被った
りして黙々と歩いていました。
地震後，ライフラインが全て駄目なので，取りあえず事務所内の後片付けが主な仕事となりました。
職員で，一人住まいの人は怖くて，２昼夜程駐車場の車で寝泊りしたそうです。ようやく片付いた４月
７日，再度また大きな地震が夜にありました。夜の地震は怖いです。11 日の悪夢の甦りみたいでした。
翌日，事務所に行ってみると前の地震と同じく惨憺たるものでした。備品の茶器セットは，これで全滅
になりました。ダブルパンチの後は，いたるところ壁が剥がれ鉄骨の骨組みが剥きだしになり，鉄骨柱
が大きく曲がっていました。
その後，建物が危険ですので少しの地震でも大きく体に感じるようになり，すぐ外に逃げるように
なりました。建物の応急処置として職員の人達で，窓ガラスの落ちた場所にベニヤ板を付けたり，外壁
が剥がれた所の目地に接着剤を塗りビスを打ったりしました。協会の修繕も大分経っての工事になりま
した。建設会社は福島で，足場は秋田，内装工事は埼玉県から出稼ぎに来ている職人の方もいました。
２年近く経った今でも，修繕途中の建物が回りに沢山あります。大きな地震は何回あって慣れるもので
はありません。今回感じたことは，ライフラインの大切さです。自宅では，電気は２日目，水道は１週
間，市ガスは１ケ月半後，その為に色々工夫しました。幸い風呂が石油のため雪を入れ，トイレに活用
したり，近所から井戸水をもらい風呂水にしました。飲料水は，小学校及び近くのコミセンに何回も足
を運び確保しました。
重宝したのは，カッセトコンロ，ホットプレート,石油ストーブの大活躍でした。設定温度は，低く
して厚着をしました。食料は，スーパーに何回も並びましたが必要な商品がありませんでした。やはり，
いざと言う時の為に多少の備蓄は，今後必要だと痛切に感じました。
震災後は，ＪＲが不通のため幾日か徒歩で通勤しその際交通量の少ない道路を歩いたところ，川のほ
とりでは，テントを張り炊き出しをしている人々がいたり，川で食器等を洗う人もいました。
２回目の地震は，丁度さくらの花見時期で，その下を歩き，行き帰り色々別な道を通り新しい店を見
つけたりして，少し嬉しくなりました。幹線道路では，普段見ることのない九州ナンバーの車など全国
の車が被災地に向けて救援物資を，沢山載せて走っておりに本当に頭が下がり，とても有難く思いまし
た。
そして，色々の国々の援助で心に残ったのは，アメリカの友達作戦で，いの一番に駆けつけ，空と海
からの支援では，女性隊員の方が被災した子供達の為にぬいぐるみを渡して，子供達が喜ぶ姿に心温ま
りました。また，インドでは海外救援隊活動は初めてで，日本に救援に来てくれたこと。印象的な民族
衣装でした。世界中の国々及び国内の色々な方々から沢山の援助を受けました。今回，日本の自衛隊の
方々をとても，とても心強く感じました。同じく全国の消防，警察，ボランティアの方々有難うござい
ました。
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１．石巻日日新聞
被害が甚大だった石巻市にある㈱石巻日日新聞社は，津波による浸水で輪転機が使えなくなった。し
かし，「紙とペンさえあれば」と翌日から手書きの壁新聞を発行。家族や仲間の安否もわからぬまま記
者たちが必死で集めた情報をもとに記事を書き，17 日までの６日間避難所にはり出した。孤立した各避
難所で住民は「何が起きたのか」がまったく分からない状況だったため，壁新聞が伝えた被害状況やラ
イフラインの復旧見通しなどの情報は一つの光となった。
苦境の中でもあきらめずに「情報を伝える使命」を貫いた壁新聞は，ジャーナリズムの原点として高
い評価を受け，現存している３セットのうち２セットは，アメリカの首都ワシントンにある新聞博物館
「ニュージアム」と横浜市の日本新聞博物館に永久保存，そして残り１セットは「石巻 NEWSée」に常時
展示されている。

石巻 NEWSée 〒986-0822 宮城県石巻市２丁目８-２ ホシノボックスピア 絆の駅内
TEL 0225-98-7323 FAX 0225-98-7324 E-mail:newsee@hibishinbun.com
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３月 12 日 「輪転機が使えなくても，紙とペンがあれば情報は伝えられる」と製作された壁新聞第１
号。人々に正確な情報で行動するよう呼び掛けた。
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３月 13 日 石巻地方の中でも被害の大きい場所を伝える一方で，読者の気持ちを考え，各地から救援
隊が到着しているなど，希望の持てる記事を載せた。
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３月 14 日 どの避難場所でも水や食料が底をつき始め，全国から届き出した支援物資が心強かった。
安否確認の手段など被災者に密着した情報を伝えた。
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３月 15 日 壊滅的な被害を受けた地域の被災世帯数が明らかになった。一方で全国からボランティア
が集まっていることや，高齢者介護に支援を求めた。
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３月 16 日 長引く避難生活で不安が募る住民に，全国から励ましが寄せられていることを紹介。通れ
る道路の情報，ライフライン復旧の見通しなど掲載。
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３月 17 日 震災発生から６日目となり，心身ともに疲れきっていた人たちに明るい希望を与えたのは
電気の復旧だった。壁新聞はこの日で役目を終えた。
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２．宮城県災害対策本部議事要旨からみる震災時の状況
宮城県災害対策本部の議事録は作成されていないが，宮城県では種々の協力を受け議事要旨を作成し
ネット上で公開している。この議事要旨は，当協会でまとめたこの報告書を読まれる関係者の方々にも
参考になると思われるので，報告書と関係ある観点から一部を抜粋し取りまとめてみた。
なお，災害対策本部は，震災後，３月 13 日までは１日に４回開催され，その後３月 23 日までは１日
２回，５月上旬までは１日１回，その後週１回の合計 95 回開催されている。

日 時

内

平成 23 年
３月 11 日

容

15 時 30 分 第１回災害対策本部が開催される。
・ 情報収集に最善を尽くすこと，特に，人的被害について早めに報告す

（1 日目）

ること。
・ 15 時 02 分 自衛隊に災害派遣要請。
・ 15 時 10 分 国との連絡。
17 時

第２回災害対策本部

19 時 30 分 第３回災害対策本部
22 時 30 分 第４回災害対策本部
・ 政府調査団到着

３月 12 日
（２日目）

５時
・

６時に国の現地対策本部を設置。
６時 30 分

第６回災害対策本部

・

東内閣府副大臣と知事が２時間程度空中視察。

・

想像を絶する状況と知事。
15 時

３月 13 日
（３日目）

第５回災害対策本部

第７回災害対策本部

・

南三陸町と山元町連絡取れず。

・

行方不明の救出優先。

・

19 時

第８回災害対策本部

６時

第９回災害対策本部

女川町，南三陸町が甚大であり両町に物資優先。

・ ゴミ処理問題は県監督のもとで市町村が一定条件のもとで行うことを
国が決定。
13 時 30 分

第 10 回災害対策本部

・ 東内閣府副大臣と知事が仙台市，名取市，岩沼市の被害状況について
視察。想像を絶するもので被害のすごさに驚く。
・

被災地は燃料の要望。

・

下水の機能停止，早急の対応。
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日 時

３月 13 日
（３日目）

内

20 時

容

第 11 回災害対策本部

・ 水，食料不足地域の早急把握。
・ 燃料 60 万リットル不足。
・ 17 時 58 分津波注意報解除。
・ 下水，河川放流。
・ タンクローリや食料輸送車用の災害従事車両に証明書。

３月 14 日
（４日目）

９時

第 12 回災害対策本部

・ 津波注意報発令解除に伴い，陸からの救助活動が本格化。
・ 総務大臣から仮設住宅の必要性報告求められる。
・ 道路パトロールを本格化。全通行止め 61 箇所。
・ 下水，滅菌処理，ダム放水し河川から海へ。本格復旧 1 年か 2 年かか
る見通し。
・ タンクローリが 100 台単位で多数横転。ガソリンがもれ危険との情報。
・ 停電 93 万戸，停電率 65％。現在まで 45 万戸回復。沿岸部見通しつ
かず。
・ 首長は食料，水，燃料の要求。電気が回復しないと店も開かない。２，
３日は開かないので，県民全体が食料不足状態。

３月 15 日
（５日目）

18 時

第 13 回災害対策本部

９時

第 14 回災害対策本部

・ 一人でも生存されている方々を助けるということで関係者の方々必死
に頑張っている。避難所の非難物資が欠乏している。要望物資が着実に
届いているかチェック必要。燃料の要請も来ている。
・ 石巻日赤病院は避難所化しパンク寸前。医療活動にも支障が出ている。
・ 避難所が長期化，燃料，水なく手洗いもできず，感染症が心配。
・ 一般の燃料確保も緊急課題。食料の不足は減ってきているので，燃料
を最優先的課題として取り組み。
・ 太平洋側の石油タンクは津波被害で機能していない。ガソリンがなく
搬送できない。
・ ここ１週間，10 日は日本中でエネルギー不足する事態。
・ 仙台市内電気回復。
18 時

第 15 回災害対策本部

・ 石巻合庁救出完了。職員 150 名避難。
・ 物資が届きだす。捌ききれなくなるので調整必要。
・ 交通規制 74 路線 124 箇所。61 箇所は全面通行止め。
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日 時
３月 15 日
（５日目）

内

容

・ 仙台東部低平地は排水不良による浸水状態継続。国にポンプによる浸
水排水対策要請。
・ 福島第１原発関係主幹課長連絡会議を設置。

３月 16 日
（６日目）

10 時

第 16 回災害対策本部

・ 燃料関係配備がうまくいっていない。
・ 仙台港使用可能。仙台空港は 15 日までに 1,500ｍ滑走路の瓦礫撤去
完了。
・ 気仙沼の火災すべて鎮火。
・ 食料はまだ十分に行き渡っていない。食料，水の手配はしっかり対応。
・ 福島原発の件で，県民がナーバスになっており，県民が県外に脱出す
る動きあり。
18 時

第 17 回災害対策本部

・ ガソリンスタンドの営業状況は，岩手県と宮城県でほとんど緊急車両
のみの対応で，深刻な事態。
・ 明日以降，仙台空港が使用可能になる。
・ 環境省からバキュームカーと仮設トイレ提供の申し出があり，受け入
れ計画を立てている。
・ 停電戸数 42 万 1 千戸，停電率 30％，復電戸数 96 万戸。南三陸，気
仙沼市は電力ゼロ。
・ 電話の中継車が着き始めて連絡がとりやすくなっている。
・ 多くの市町村，他県から集団疎開について話あり。

３月 17 日
（７日目）

10 時

第 18 回災害対策本部

・ 食料は大量に届くが，燃料がないので，避難所に届いていない。
・ 首長からも燃料がなくて公用車が動かせないとの悲鳴。
・ 大量の家屋，車をどうするか，国の方針を求める。
18 時

第 19 回災害対策本部

・ 仙台港は安全を確認しつつ入港可となった。これから物資が入ってく
る。
・ 明日軽油 60 缶，灯油 60 缶被災地に輸送。軽油は緊急車両のみ。ガソ
リンはドラム缶での輸送は不可。
・ 気温はかなり低め，沿岸部氷点下 5 度前後。
・ 仮設トイレ 170 基を兵庫県から石巻市に寄付予定。
・ 水道の復旧に伴い，今後大量の下水が発生し，マンホールから下水が
あふれる事態が予想される。節水の広報呼びかけ。
・ 東北全体で 3.8 万キロリットル需要あり，その輸送手法検討。来週に
なれば製油所も稼動。
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日 時
３月 18 日
（８日目）

内
10 時

容

第 20 回災害対策本部

・ 災害発生から１週間。これからは，行方不明者捜査を継続しつつも，
被害者の生活支援に重点が移る。
・ 災害廃棄物等の処理方針について国から報告。
・ 下水処理場は停止している。県民に協力を呼びかけ。
・ 避難所の状況は，かなり劣悪で分散している。集団で遠いところへの
避難も。
18 時

第 21 回災害対策本部

・ 被災した家屋等，明らかに財産価値のないものは，市町村の一般廃棄
物として市町村の責任で処理できる。車両の取り扱いはまだ検討中。
・ 22 日から強い真冬並みの寒気が入り，気温が低い状態が続く。
・ 仙台港の高松埠頭は１バースが入港可能。
・ 阿武隈川流域下水で暫定的な下水措置実施。仙塩流域では沈殿池掘削
に着手。
・ 仮設住宅は現地調査に着手。
・ 県内 702 のうち 37 のガソリンスタンドが営業。うち 31 が緊急車両の
み。西日本から 92 万キロ搬送予定。来週後半には供給大幅改善見込み。
ガソリン問題を指摘する声が多い。
・ スーパー，コンビニ営業状況は，ヨークベニマル全店営業，セブンイ
レブン 331 店舗のうち 100 で営業，
ローソン 164 店舗のうち 130 で営業。

３月 19 日
（９日目）

10 時

第 22 回災害対策本部

・ 少しずつ避難所の環境が整備されつつある。インフラも相当程度でき
てきたので，避難所の集約も考慮する必要あり。
18 時

第 23 回災害対策本部

・ 全壊した家屋を撤去するのに瓦礫をどこに置くのか，市町村の中には
置き場所がないところもあり，市町村単位では対処しきれないので県と
国で調整する。
・ 避難所が非常に多く物資がなかなか行き届かないところもある。

３月 20 日
（10 日目）

10 時

第 24 回災害対策本部

・ ガソリンいつ供給されるのかという要望，不満が増えている。一般か
らだけではなく役場のほうからも増えてきている。
・ 角田市，多賀城市でマンホールから下水があふれている。緊急対応に
はまだ数日要する。
18 時

第 25 回災害対策本部

・ 灯油，軽油のドラム缶は対象市町村に第１ステージとしては搬送終了。
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日 時
３月 20 日
（10 日目）

内

容

・ 阿武隈川流域下水の名取市と村田町の一部マンホールから下水が溢れ
始めている。仙塩流域下水の多賀城市でも市街地でマンホールから溢れ
出している。連休明けには対応可能だが，緊急措置としてマンホールか
ら直接汚水を抜き取り川に放流している。
・ 阿武隈川流域下水の県南浄化センターの被害状況を報道機関に公開。
・ ガソリンの数は増えてきている。ガソリンについて元売からヒアリン
グ，出荷体制にあるが，問題はタンクローリの確保。
・ 調整事項もかなり減ってきた。

３月 21 日
（11 日目）

10 時

第 26 回災害対策本部

・ 政府現地対策本部，総理の視察は天候不良のため中止。
・ 水に流された自動車の処理について，登録抹消，自治体が集めて保管，
所有者を探す努力，リサイクル業者に渡す。家電は自治体が集めてゴミ
として処理，震災廃棄物として一括処理。
18 時

第 27 回災害対策本部

・ 流域下水道で一番大きな問題は電気。優先順位を上げてお願いしたい。
・ 23 日から仙台市内で順次ガスが使えるようになる。
・ 県内の営業しているガソリンスタンドは少しずつは増加している。
・ 交通規制について，現在災害対策基本法に基づいて出しているが，明
日から１ヶ月は道路交通法第８条によるものとする。

３月 22 日
（12 日目）

10 時

第 28 回災害対策本部

・ 断水地区への応援体制。
・ 全国の介護関係 NPO の関係者が，石巻市内の避難所で介護支援活動実
施。
・ 自治体からの保健師派遣は，あらたに２件増え，チームとしては 37
～44 チーム。
・ 仮設住宅については，県内市町村４会場で説明会を実施。
・ 阿武隈川流域下水通電は，30 本以上の電柱が倒されており大変な状況。
仙塩下水は，154,000 キロボルト通電可能。
18 時

第 29 回災害対策本部

・ 仙台港にある石油精製所の再開には時間がかかる。塩釜の製油所を中
心に油を提供。

３月 23 日
（13 日目）

10 時

第 30 回災害対策本部

・ 仮設住宅について，プレハブ協会に第１弾として１万戸要請，第１次
着工分として千戸程度決定。
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日 時
３月 23 日
（13 日目）

内

容

・ 大崎広域水道で 3 箇所送水，仙南広域水道で 1 箇所に送水開始。
・ 水がはけないところがまだ多数ある。排水が悪く捜査が難航している。
排水を優先してほしい。

３月 24 日
（14 日目）

10 時

第 31 回災害対策本部

・ 排水ポンプ車については，全国で 70 台応援をいただき，全体で 90 台。
・

仮設住宅第１次として 1,100 戸決定。３月 28 日から随時着工予定。

・

国道 45 号線は石巻市内通行可能となり，石巻三陸間も９キロを残す
のみ。

・

下水道関係は，緊急の対応には一定の目途が立っている。

・

資源エネ庁石油元売に東北向けの需要を高めるよう要請。塩釜港に
5,000 キロのタンカー入れる。

・

３月 25 日
（15 日目）

大崎広域水道全戸に送水開始。

10 時

第 32 回災害対策本部

・ 瓦礫処分について解禁。作業のための私有地立ち入りについては，損
壊家屋等の撤去について，自動車，船舶動産について思い切って行動が
取れるようになっている。
・

瓦礫だからといって，重機で一気にやっていくわけではない。

・

応急仮設住宅は３月 22 日から着工。

・ 塩釜港では 5,000 キロ級タンカーの入港可能になり，本日一隻入港予
定。
・ 阿武隈川流域下水，名取市等で一部マンホールで溢水が生じているの
で増田川に緊急放流予定。仙塩地区は，多賀城市内は収まっているが，
七ヶ浜で一部マンホールから溢れており対応中。

３月 26 日
（16 日目）

10 時

第 33 回災害対策本部

・ ボランテアを希望する方がたくさんいらっしゃるが，まだガソリンが
ない。
・ ガソリンスタンドの行列がすごい。ガソリンスタンドでトラブル急増。
マスコミに緊急車優先広報を協力依頼。
・ 仙台市バス通常ダイヤ運行。
・ 保健師心のケアチーム数が増加。
・ 仮設住宅について，市町村に説明会実施，意向調査を実施。
・ 塩釜港が使用許可。明日 5,000 キロのタンカー２隻入り，合計 7,000
キロの燃料が入る。
・ 流域下水道改善方向に向かうが，仙台地区の水道供給が始まり，今後
も対応必要。
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日 時
３月 27 日
（17 日目）

内
10 時

容

第 34 回災害対策本部

・ 瓦礫処理経費は阪神淡路大震災を超える。
・ 仮設トイレ搬入完了（多賀城市，女川町）
。

３月 28 日
（18 日目）

10 時

第 35 回災害対策本部

・瓦礫撤去は，ほぼ 100％国庫負担。
・ 膨大な量の災害廃棄物について，県が処理主体となり，県の主導の下，
処理を進める。
・ １年以内に現場から一次仮置き場に撤去し，二次仮置き場において概
ね３年以内を目途に処理。
・ 瓦礫は概ね 1,500 万トンから 1,800 万トンと推定。これとは別に津波
により陸上に打ち上げられた土砂は推計中。
・ 瓦礫 1,800 万トンは，県内１年間で排出される一般廃棄物の 23 年分。
・ 一次仮置き場で分別を進め，大規模な仮置き場を設置し，一元的に進
める。
・ 別々になっている補助制度，災害廃棄物事業費国庫補助金に一元化す
るよう国に要請
・ 気仙沼市・石巻市で冷凍冷蔵庫内保管水産物が冷却不能で悪臭が放た
れているとの情報。
・

県管理道路の災害廃棄物処理に着手。

・

塩釜港にタンカーが続々入港。

・ 阿武隈川流域下水 80％対応，20％節水頼り。仙塩流域下水 40％対応，
七北田川に放流調整中，ダム放流による希釈予定。北上川流域下水は
90％対応。
・ ガソリンスタンド営業状況 67％。供給量に波がありまだ厳しい状況。

３月 29 日
（19 日目）

10 時

第 36 回災害対策本部

・ 冷凍魚類処理について国で検討中。
・ 塩釜市の油槽所に昨日 4,700 キロ，今日 5,400 キロガソリンが入る予
定。震災前の使用量 3,600 キロを上回る。
・ 国から「損壊家屋等の撤去に関する指針」が示され，県が市町村に代
わって処理主体になれるとの方針が示されたことから，県としての被災
自動車の処理方針を取りまとめ，県が処理主体となり，県主導のもとに
処理を進める。
・ 被災自動車は概ね 15 万台程度と推計。
・ 処理の流れは，自動車リサイクル関連団体の協力により，被災現場か
ら一時保管場所まで移動し，所有者確認等の手続きを経た後，自動車リ
サイクル処理法に基づく処理を行う。
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日 時
３月 29 日
（19 日目）

内

容

・ 排水対策について，仙台空港周辺は，この一週間でかなり水位が低下
した。石巻，東松島の一部で排水困難を極めている地域がある。
・ 仮設住宅，南三陸町を除いて 12 市町予定通り着工。1,151 戸でスタ
ート。
・ 仙台市ガス復旧率 6.4％。
・ 広域水道の仙南，仙塩地域について今月中に市町村受水。
・ 今は応急復旧等に全力を挙げているが，いずれしっかりした震災復興
計画を作り前に進む。
・ 今日明日中にワーキンググループを作り，基本的な考え方を取りまと
め，４月中に震災復興の基本方針を策定し，６月議会に提案し，８月末
までに国にお話し，協力をお願いする。

３月 30 日
（20 日目）

10 時

第 37 回災害対策本部

・ 本日からすべての高速道路，自動車専用道路が全面車両通行可能。
・ 仙台空港救援機のみ 3,000ｍの滑走路使用可能。
・ 下水道について，国土交通省排水ポンプ６ｔ車３台を多賀城市に配置
し排水を開始。
・ ガソリンスタンド稼働率 71％。

３月 31 日
（21 日目）

４月１日
（22 日目）

10 時

第 38 回災害対策本部

・ 仙台の南側海岸 31.7km はすべて国直轄で整備。県は北側の整備。

10 時

第 39 回災害対策本部

・ 仮設住宅第一次着工分 1,207 戸着工，第二次着工予定約 1,200 戸。準
備整ったところから順次着工。
・ 県外の環境の良い二次避難施設に集団で避難いただいたり，民間賃貸
住宅等を仮設住宅として利用するなど，さまざまな手立てで仮設住宅を
準備。
・

冷凍冷蔵庫保管物の処分について，３月 31 日現在６万ｔあり，早急
な対策必要。状況を総合的に勘案し，国，関係機関と調整の上，緊急的
な措置として海洋投入処分を行う。

・ 中小企業者に対する金融支援，つなぎ支援を立ち上げ。今後，大胆な
政府系金融機関による融資制度創設を国にお願いする。
・

排水対策，南部地域に続き岩沼市地区等で概ね作業を終了。

・

仙台市ガス復旧率 21.3％。
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日 時
４月１日
（22 日目）

内

容

・ ガソリンスタンド稼働状況 74%。給油待ちの車両は少しずつ短くなっ
てきている。
・ 大崎広域水道，仙台北部工業団地今日からすべて供給可能。仙南仙塩
広域水道は今日中には送水見込み。

４月２日
（23 日目）

10 時

第 40 回災害対策本部

・ 国で「震災復興構想会議」を４月 11 日までに設立検討。
・ ４月中に第一次補正予算。
・ 流域下水道流末処理施設の緊急溢水対策の進捗率 90％。
・ 仮設住宅 2,400 戸の着工済み。
（社）プレハブ建築協会へ応急仮設住
宅 2 万戸を追加。計３万戸の建設要請。
・ ガソリンスタンド稼働率 80％。

４月３日
（24 日目）

10 時

第 41 回災害対策本部

・ 仙塩流域下水の溢水防止対策で仙台市と調整完了し，七北田川への緊
急放流について沈殿池設置作業準備中。
・ ボランティア４月１日 2,436 人。
・ 水道用水事業期間すべて復旧完了。
・ 建設海岸，農地，漁港海岸も国直轄事業。

４月４日
（25 日目）

４月５日
（26 日目）

10 時

第 42 回災害対策本部

・ 東日本大震災から３週間。

10 時
・

第 43 回災害対策本部

「中小企業経営安定資金・災害復旧対策資金」の創設。取扱期間 23
年４月１日から９月９日。

４月６日
（27 日目）

・

ガソリンスタンド調査。24 件中 22 店営業。車列 10ｍから 30ｍ。

・

都市ガス普及率 40％。

10 時

第 44 回災害対策本部

・ 1,800 万トンの廃棄物処理のための「宮城県災害対策廃棄物処理対策
会議」を設立し，４月８日に第一回会議を開催する。
・ 津波の高さ石巻鮎川 7.7ｍ，仙台港 7.2ｍ。
・ ガソリンスタンド稼働率 83％。
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日 時
４月７日
（28 日目）

内
10 時

容

第 45 回災害対策本部

・ 仮設住宅建設について，３万戸の建設を進めているため業者を広く公
募することとした。
・ 都市ガス復旧率 51％。
・ 自動車運搬船の定期航路が再開。
・ 被災市町村の復興まちづくり計画策定支援について，期間４月上旬か
ら５月下旬，対象７市 7 町。
・ ガソリンスタンド調査した全店舗営業。給油待ち車列解消。

４月８日
（29 日目）

１時

第 46 回災害対策本部

・ ４月７日 23 時 32 分に宮城県沖震源 66ｋｍ，M7.1，最大震度仙台市
宮城野区と栗原市で震度６強。
10 時

第 47 回災害対策本部

・ 広域水道で漏水。余震被害甚大。
・ 余震被害停電率 54％。
18 時

第 48 回災害対策本部

・ 内閣総理大臣に要望。ボリームある要望内容の法制化。被災自治体へ
の財政的支援。総理自ら景気回復の音頭。
・ 仙台空港国内線の再開。
・ 余震被害停電率 36％。

４月９日
（30 日目）

10 時

第 49 回災害対策本部

・ 長期にわたる対策・残業の疲れもピーク，体調管理しつつ業務の遂行。
・ 義援金について，全国から多く寄せられ，配分基準が決定された。
・ 余震被害停電率 12％。

４月 10 日
（31 日目）

４月 11 日
（32 日目）

10 時

第 50 回災害対策本部

・ 菅内閣総理大臣石巻視察。

10 時

第 51 回災害対策本部

・ 震災から１ヶ月。
・ 都市ガス再開復旧率 67.5％。
・ 破損した冷凍冷蔵庫の保管物の第一回海洋投入について，気仙沼市は
本日開始，石巻市はマスコミに公開する。
・ 余震の停電は解消。
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日 時
４月 12 日
（33 日目）

内

10 時

容

第 52 回災害対策本部

・ 東北新幹線４月 27 日仙台まで運転開始見込み。
・ 宮城県震災復興基本方針（素案）を昨日議会特別委員会に報告。
・ ４つの基本理念，復旧期３年再生期４年発展期３年の 10 年間，県全
体の復興の方向性，行財政運営の基本方針。９月に議案として提案。

４月 13 日
（34 日目）

10 時

第 52 回災害対策本部

６月 29 日
(109 日目)

10 時

第 84 回災害対策本部

10 月 20 日
(220 日目)

・ 復興基本法に基づき，被災各県に震災復興対策本部を設置。

10 時

第 94 回災害対策本部

・ ３月 11 日から７ヶ月が経過し，相当落ち着いてきた。
・ 多くの避難者も一部を除き仮設住宅へ入居が可能となった。
・ 昨日までの９月議会において，復興計画が議決された。
・ 今後は復興対策へシフトしていく。
・ 定例の災害対策本部は，今回までとし，今後は本部会議に諮る事案が
あれば，そのつど開催する。ただし，災害対策本部については，引き続
き継続していく。

平成 24 年
３月 26 日
(376 日目)

10 時

第 95 回災害対策本部

・ 発災と同時に設置された災害対策本部については，災害に対する応急
対策が概ね完了したと認められ，本日の会議を以って廃止する。
・ 廃止後も，必要に応じ各部局防災担当による連絡会議を開催。
・ 行方不明者についても，引き続き関係機関と連携し捜査を継続。
・ 今後も，被災者の生活支援と被災地の復旧・復興に向けて，全力で取
り組んでいくので，政府をはじめとする関係機関の皆様の支援，協力を
引き続きいただくようお願い申し上げる。
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３．宮城県編纂「東日本大震災」（し尿処理対策の検証）
１

し尿処理対策の検証
宮城県知事は，この検証報告書の「はじめに」の中で，「これまでの取組を振り返り，次世代へ引
き継いでいくことも，もう一つの使命であると考え，震災対応の検証報告を発行することといたしま
した。本書では，東日本大震災への宮城県の初動からおおむね半年間の応急・復旧対策について明ら
かにするとともに，その対応を検証することにより，今後大規模災害が発生した場合の体制強化をは
かることをねらいとしております。本書を宮城県の職員のみならず，内外の関係の皆さまにご活用い
ただき，それぞれの備えの一助としていただければ幸いです。
」と記している。
ここでは，この報告書の中から，し尿処理対策の検証の部分を抜粋し，続いて，当協会としての今

後の備えについて考える。

し尿処理対策の検証
環境生活部廃棄物対策課では，３月 11 日中には市町村と連絡が取れなかった＜情報＞

◆

災害によって水洗トイレが使用できなくなると，必ず発生する被災者のし尿は発生直後から
その対応が求められる。東日本大震災では，ピーク時に 50 万人近くの避難者が発生しており，
阪神・淡路大震災における約 30 万人の 1.5 倍以上であり，阪神・淡路大震災を上回るし尿処理
対応が求められたと推察される。
ところが，３月 11 日中は市町村などと連絡がとれなかったとあるのみで，何を実施したのか
がよく分からない。し尿処理は，間違いなく発生直後から対応が必要になる業務であり，沿岸
市町村が津波で被災していることがテレビ放映などからも予測できるなかで，被災市町村から
要請がなくても，被災市町支援のための県の行動が求められていたであろう。
環境生活部し尿班が３月 14 日に編成された＜県庁内部での調整＞

◆

３月 14 日，環境生活部内各課からの職員で構成される「し尿班」が編成され，し尿処理維持
管理体制の確保を担当した。し尿処理の対応に専念できるチームを作り，県としての対応が強
化された点は評価できるが，飲用水や食料などと同様に直後から対応が求められるし尿処理の
担当チ－ムの結成が発生後４日目であったことは，対応が遅いといわざるを得ない。
◆

環境生活部し尿班は，被災市町からの要請に沿って，し尿収集車の調達要請を実施した＜県

庁外部（市町村）との調整＞
環境生活部し尿班は，被災市町からの要請に沿って，協定を締結していた生活環境事業協会
等を通じたし尿収集車の調達支援を実施した。結果として，津波による被害が大きく避難者の
多い県北部市町に対する支援は行われていない。地元のし尿収集車が津波で失われる事例が報
告されている上に，少なくとも３月末までは車両があってもガソリンなどの燃料調達が困難な
状況が続いた。し尿収集に関して，被災市町の要請がなかったことが県の支援が不要であった
ことを意味したとは言えない。一般論として，災害時においては，要請がない場合でも，県と
して被災市町村の状況を把握し，支援する必要がないか能動的な支援が必要であった。
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し尿処理の状況を県として把握する仕組みがなかったため，要請に基づく仮設トイレの供給

◆

しかできなかった＜資源（職員）＞＜資源（物資）＞
直後不足していた仮設トイレも，様々な応援組織から供給されるに従い，県が要請に応じて
供給しても送り返されることがあった。しかし，その時点において避難所に十分な量のトイレ
が設置されていたということにはならない。４月に入ってもし尿を校庭に埋める被災者の様子
が報道されていたことを踏まえれば，必要であったにもかかわらず何らかの理由で避難所に設
置できなかったため送り返されていた可能性も考えられる。今後は，仮設トイレやバキューム
カーの支援要請を個別にとらえるのではなく，避難所などでし尿が滞りなく処理されているか，
被災市町と連携して状況把握のための様式を事前に準備し，機械的にモニタリングした上で県
として能動的に支援が行える体制を構築することが求められる。

２ 当協会としての今後の備え
当協会においてもこの検証報告を重く受け止めて，この度の大震災におけるし尿処理を振り返り，
今後の対策につなげていかなければならない。そこで，この検証報告について，①下水道整備区域に
おける大規模災害とし尿処理，②大規模災害時におけるいち早いし尿処理対応という切り口から捉え
て，当協会としての今後の備えに生かしたい。
① 下水道整備区域における大規模災害とし尿処理
この度の震災でし尿処理問題が発生した大きな特徴として，人口密度の高い下水道処理区域にお
いて電気，水道が止まり，加えて流末処理場が津波被災を受けた結果，避難所や家庭において大勢
の人々がトイレを使用できない状態に陥ったことがあげられる。災害時のし尿対策として一般的に
まず実施されるのは，仮設トイレの設置である。しかし，多人数が長期に使用する避難所を想定し
た場合，膨大な数の仮設トイレを揃えることは非効率的であり時間もかかり，また，現在の仮設ト
イレは多くの方が使う仕様にはなっていないなど，最適なし尿処理施設とは言いがたい。人口密集
地域の下水道処理区域における大震災時のし尿処理対策は，これまでの震災時とは全く異なったア
プローチが必要であると痛感する。多くのアイデアによる多様なし尿対策の検討をしていく必要が
あろう。
例えば，（社）全国浄化槽連合会では，下水道処理区域内の避難所のし尿対応として大型浄化槽
を設置しておくことや，水洗用にプールの水を活用することを提案している。プールのほかに井戸
を活用することも多くの方が提案している。また，浄化槽や揚水ポンプの電源として，自家発電に
加えて，太陽光発電等の再生可能エネルギーも有効である。大規模災害時における下水道処理区域
内のし尿処理問題は，このような分散した自立型のし尿処理システムを備えておくことが有効では
なかろうか。また，平常時の法律の枠を超えた対応も考えておくことも必要である。下水道のマン
ホールや浄化槽のマンホールを活用し仮設トイレを組み立てることを提案している方もいる。急ご
しらえの汲み取り便所でもいい。新幹線のトイレのような簡易型のトイレも考えられる。
ガソリンの確保の見通しができるまでのおおよそ 2 週間程度，し尿を自立型で保管できるシステ
ムがあれば，大規模災害時においても状況は好転する。大規模災害を想定したし尿処理計画は，一
般に起こる災害とは異なった観点からのアイディアが必要であろう。
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② 規模災害時におけるいち早いし尿処理対応
し尿処理は，ライフライン同様いち早い対応が必要なことは，検証報告書が指摘するとおりであ
る。とはいえ，し尿処理は地域や状況によって異なり，一律ではないことも考えに入れておくべき
であろう。例えば，今回の災害において，県南では，地元し尿処理業者がまったく活動できなくな
っており，いち早い県外からの支援が必要とされた。一方，検証報告で批判を受けた県北であるが，
県への支援要請をしない中で，気仙沼地域，石巻地域では市町当局と地元し尿処理業者が連携し，
し尿処理に最善を尽くしていた。連絡網が破壊され，ガソリンが逼迫し，県と市町村の連携が図れ
ないようなときのし尿処理は，市町村の所管業務であるとの原則に立ち返り，地元の市町村と地元
の業者にいち早いし尿処理を委ねることが最適ではなかろうか。起こっている状況対応に最も詳し
いのは，地元の市町村であり，地元のし尿処理業者である。
この度の震災では，市町村と地元業者の連携が図られ，最善を尽くされたと考えるが，近年，過
度の一般廃棄物処理委託入札競争により，市町村と地元し尿処理業者との連携が薄れてきていると
の事例も多くみられる。し尿処理を含めた一般廃棄物処理は市町村の責務であり，地元業者は市町
村に代わって処理を行っていることを考慮するならば，また，この度のような大災害時を想定する
ならば，日頃からの連携やコミュニケーションの充実が重要である。この度のように，市町村の行
政機能が損なわれてしまった場合，行政機関と連携の図られた地元業者には力強い働きが期待でき
るものである。市町村には，地元業者の育成にもっと強い関心を払っていただけることを望みたい。
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４．震災時における石巻市内のトイレ事情の変化と衛生管理について
宮城県石巻保健所 藤原 成明
１ はじめに
平成 23 年３月 11 日午後２時 46 分頃発生した東日本大震災は，直接的な地震災害もさることながら，
巨大津波によって多くの人命，財産，インフラが失われるとともに，水道，電気，下水道などのライフ
ラインが破壊され，旧石巻市内の避難者数は３万７千人を超えた。
震災発生直後，避難所では断水した水洗トイレを何百人もの避難者が使用したため，便器が瞬く間に
排泄物で満杯になり使用できなくなり，一時仮設トイレの設置が追い付かず３月下旬には衛生の確保が
急務の状況となった。
震災発生直後から約１か月間の石巻市内，特に旧石巻市内で避難者が抱えたトイレ事情の変化，並び
に石巻保健所と関係機関が行った衛生管理における指導プロジェクトの実施状況等について報告する。
２ トイレ事情の変化
（１） 仮設トイレが設置される前
石巻保健所自体が被災し，冠水した合同庁舎から避難者とともに４日間脱出できず公用車も流さ
れ事務所機能を喪失したため，仮事務所を確保し市町村支援活動を開始できたのは３月 18 日から
であった。
この頃，既に多くの避難所では水洗トイレの配管を詰まらせていた。水洗トイレを流すためには
バケツ２杯分（約 10 リットル）の水を流す必要があるが，断水のためや貯水を利用する者の水量
が少なかったため詰まらせる例もあった。また，地盤沈下や隆起によって下水道の取付管が破損し
汚水が敷地内に漏れ出ていることに気付き水洗トイレを使用禁止する避難所もあったが，不潔な水
洗トイレに行った靴で居住区等に入ることにより避難所全体を不衛生にしている状況が認められ
た。
（２） 仮設トイレの設置後
表１に仮設トイレ配備状況を示す。石巻市からの依頼を受けたレンタル会社等が３月 15 日から
避難所に仮設トイレを設置し始め，３月 17 日にはほぼ必要基数が設置されていた。しかし，その
後も市や保健所などに「便槽が一杯になって使えない。」「仮設トイレの設置数が足りない。」など
の苦情が多く寄せられた。仮設トイレ設置基数が不足していた頃は便槽が直ぐに満杯になったため
２台のバキューム車で 1 日に数回巡回し汲み取りし，３月 30 日頃には毎日若しくは 1 日間隔で汲
み取ってもバキューム車の容量の３分の１程度にしかならなかったが苦情は跡をたたなかった。そ
の原因は，衛生組合等からの聞き取りしたところ，紙詰まりや排泄物だけが便槽の中心部に積み重
なり一杯になっているように利用者から見られていたことや，こうした満杯と誤認した利用者が水
の流れない水洗トイレを無理に使用したことであった。
表１ 仮設トイレの配備状況
日 時

仮設トイレ等設置基数(基) ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾄｲﾚ設置基数（基) 避難者数(名) (旧石巻市) 仮設トイレ等有／避難所数（ヵ所／ヵ所)

３月16日

１４１

０

37,876

３５／１３６

３月17日

３７２

０

30,225

３９／１４０

３月18日

３９１

０

30,225

４４／１４０

３月20日

３９１

７０

32,395

７１／１５５

３月29日

３９３

７２

32,395

７０／１５９

３月31日

３５８

７２

32,395

６４／１５９

４月12日

３３７

０

9,138

５７／１６２

５月

３３７

０

7,067

５９／ ６３
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また，屋外に設置される仮設トイレは，元々工事用の和式であるため高齢者には使用しにくく，夜
間は安全上の問題で使用禁止としていた避難所もあった。
避難者の中にはなるべくトイレに行かなくて済むように飲食を控えたために体調を崩すといった
事例も見られた。生理現象である排泄を我慢することは，とりわけ高齢者や幼児にとっては空腹以上
に耐えがたがったと想像される。
なお，震災発生当初のし尿処理は，一般家庭より避難所を優先的に実施されていた。
（３）

流域下水道

北上川下水処理場では津波被害はなく震災直後も稼働していた。
一方，北上川下流東部下水処理場は津波被害が甚大であったが，３月 28 日には仮設放流ポンプを
設置し中継ポンプ場を仮設配管でバイパスするなどマンホールからの溢水対策が完了した。
一部地域では，下水道取付管や宅内配管が破損したために水洗トイレが使用できなくなる状況が見
受けられた。特に北上川下流東部の併用区域海岸部では地盤沈下が著しく宅内配管等の被害が多かっ
たと予想された。
３

避難所トイレの衛生管理
石巻赤十字病院医療チームが 3 月 17～22 日に旧石巻市で避難所サーベイランスを実施した結果を表

２に示す（○は良好。×は不良。
）。
表２ 避難所サーベイランスの結果

水と電気の両方が確保された避難所のトイレの衛生状態
が良好であった。

水

電気 ﾄｲﾚ衛生

避難所 108 箇所のうち 21 箇所でトイレの衛生状態に問題
があったことから，３月 28 日，石巻保健所は石巻市（生活

○

○

○

×

×

○

×

×

環境部，福祉部，健康部）と協議し「トイレ衛生化計画」を
立案した。
３月 30 日の渡波公民館を皮切りに避難所 11 箇所で，保健
所職員と避難者とが一緒にトイレ，廊下，居住区を掃除した。
このことにより避難者自らが掃除するよう促すとともに消
毒方法を周知した。
４月５日，できるだけ多くの避難所に短期間で清掃消毒の

避難所数

○

１５

×

３

○

２０

×

１２

○

３

×

２

○

３

×

４

重要性を周知するため，石巻市に全国から派遣され避難所を
巡回していた保健師に「トイレ衛生化計画」について説明し，避難所での実践を依頼した。
さらには４月 16 日，石巻市，保健所，ボランティアを含め総勢 80 名以上で 19 ヵ所の避難所を一斉
に掃除消毒する「避難所消毒キャンペーン」を実施したのを皮切りに，これ以降はボランティアが中
心となって活動し，石巻市内の全避難所の居住の衛生環境が，順次，改善されていった。
４

対応策

トイレの衛生状態を確保し，避難住民が心地よくトイレを利用するためには次の対応が必要である。
○

全ての種類のトイレで，トイレットペーパーは必ず袋等に回収する。

○

トイレ専用の履物を使用し，居住区は，原則土足禁止にする。

○

震災直後
大規模災害が発生した直後は水洗トイレを使用禁止とし，仮設トイレが設置されるまではバケツ

ダンボール箱，発泡スチロール箱の中に便袋やビニール袋をかけてオマルを作り，新聞紙で排泄物
を回収することで対応する。
水洗トイレの使用禁止を解除する際は，プールや池などの水を十分量確保し，避難者による清掃
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表３ 旧石巻市内トイレ事情の変化と衛生管理のまとめ

区
分
避
難
所
ト
イ
レ
事
情
仮
設
ト
イ
レ

し
尿
処
理

流
域
下
水
道
保
健
所
の
状
況

震災直後（３/11）
・水洗ﾄｲﾚに排泄物が満杯。
・新聞紙に排泄物。
・地面に穴を掘ってﾄｲﾚに。
(３/17～)
・石巻赤十字病院が避難
所ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ実施
(３/22～)
・保健所が避難所ｻｰﾍﾞｲ
ﾗﾝｽ実施
・避難所に仮設ﾄｲﾚ無し。
・石巻市環境課がﾚﾝﾀﾙ会
社２社清掃業者１社に
仮設ﾄｲﾚ設置を指示。
・15日から仮設ﾄｲﾚ設置
と仮設ﾄｲﾚくみ取りが
始まる。
・２箇所(東部衛生ｾﾝﾀｰ,
西部衛生ｾﾝﾀｰ）のし尿
処理場停止。
(３/14～)
・東部衛生ｾﾝﾀｰし尿受け
入れ。
(３/23～)
･一般家庭くみ取り開始｡
① 北上川下流東部;
・津波被害甚大。
・処理場近くは自然流下。
② 北上川下流;
・地震被害のみ。
・震災直後から稼動。
・合同庁舎に閉じ込めら
れる。(14日夜まで庁
舎内避難民救護活動)
・18日から石巻市等に連
絡員を派遣し情報収集。
・24日頃から活動可能に
なった。

約２週間後(３/25)
・仮設ﾄｲﾚを使用する者が
少なく,屋内で新聞紙に
排泄。
・簡易ﾄｲﾚ，ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾄｲﾚは
十分基数配布されてい
ない。
・ﾄｲﾚの清掃消毒が実施さ
れていない。

約３週間後(４/１)

４週間後以降(４/８)

・仮設トイレ,簡易トイレ (４/16)
が適正に管理・使用 ・水洗トイレは大半が
され始める。
使用可能に。
・トイレ清掃消毒が医
療班，ボランティア，
避難者らによって実
施され始める。

･稼動可のバキューム車は ・バキューム車１日１台 同左
11台，
で旧石巻市内避難所
・３/28からは18台。
を巡回。
(１日廻っても容量の
1/3）

・栗原市(３/24～,10台/
日),登米市(３/22～,20
台/日）し尿受け入れ。
(３/22～)
・東部衛生ｾﾝﾀｰ再稼動。

・栗原市，登米市し尿
受け入れを
４/1で終了。

(４/11)
・西部衛生ｾﾝﾀｰ
再稼動。

① 北上川下流東部;
・(３/25 頃)仮設放流
ポンプ設置。
・(３/26，３/28)
マンホールからの
溢水対策完了。
・(３/25)
釜小学校，湊中学校，
渡波小学校を調査。
・(３/30)
渡波公民館を清掃消毒｡
・(３/31)
渡波小学校を清掃消毒｡

① 北上川下流東部;
・施設冠水。
（４月中）

① 北上川下流東部;
・施設冠水（4月中）
・(７/７);内水排除が
開始され渡波地区
周辺からの苦情が
減った。
・(４/12)
山下小学校,住吉小
学校調査。

報 ・トイレについての報道はなかった。
道
そ ･仮設トイレ基数不足は,
・簡易トイレ60基を石巻
の 16日には29避難所の
市が保管。
他 内19避難所であった
・(３/25,３/27,３/28)
が17日には２避難所
石巻市と保健所が協議｡
に改善された。
・石巻赤十字病院から塩
素系消毒液と簡易トイ
レの提供を受けた。

・(４/1)
蛇田小学校調査。
・(４/2)
稲井小学校調査，
鹿妻小学校調査。
・(４/16)
・(４/4)
避難所一斉清掃。
開北小学校,住吉小
逆性石鹸液等を避
学校調査。
難所に配布した。
法山寺幼稚園清掃
消毒。
・(４/6)
蛇田中学校調査。
・トイレの衛生についての報道が盛んになった。
(４月８日河北新報 他)
・(４/５)
・(４/16)
石巻市内を巡回し
石巻市,保健所,ボ
ている保健師にト
ランティアを含め
イレ衛生化計画に
総勢80名以上で19
ついて説明した。
ヵ所の避難所を掃
除消毒した。

（備考） ３月25日時点の状況；兵庫県から仮設トイレ170基提供あり，うち150基配備ずみ。残り20基は石巻市役所でストック。
宮城県災害対策本部で100基ストック。
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当番表を作り，水洗トイレ使用マニュアルを周知する。
○ 仮設トイレ設置後
水の配給量が不十分な場合は，屋内水洗トイレは不衛生になりやすいことから，衛生確保のため，
なるべく屋内トイレを使用しないようにする。
夜間は，安全性等を配慮し女性や老人等は屋内の一角を仕切り簡易トイレやポータブルトイレを
設置し使用する。仮設トイレの使用方法を避難者に周知するとともに清掃消毒記録，汲み取り頃句
を表示する。
５ まとめ
表３に旧石巻市内トイレ事情の変化と衛生管理のまとめを示す。
避難所を巡回して分かったことは，多くの避難所 で支援物資として届けられていた手指消毒
用アルコールは使用されていたが，塩素系消毒薬や逆性石け んは希釈液の作り方，使い方，使
う対象が分からないためか使用されてなかったこと，清掃や消毒に必要な用具は避難所に届け
られていなかったことであった。避難所の衛生環境を確保す るためにはパンフレットや消毒液
を配布するだけでは不十分であり，衛生担当職員が直接，避 難者に対し消毒液の使用方法を説
明する必要があった。
避難者が中心となり施設全般の管理をしていた避難所ではトイレが清潔に使用されており，市町等の
施設管理者に任せっきり施設との差は歴然であった。
衛生化計画の実施時，避難所で十分な時間を掛けて避難者に対し清掃消毒の必要性を説明した。水洗
トイレの使用禁止を指導する際には相当な反発があったが，保健所職員らが掃除を始めると，これまで
掃除をしてこなかった避難者も協力するようになった。
この体験を通じて，避難所の不衛生な状況を解消するためには，避難所運営に避難者が参加するよう
誘導することが最も重要であることに気付かされ，トイレ周辺のみならず避難者の生活空間全般の質の
向上が図られることとなった。
感染症は震災発生後３週間から６週間以降に発生するといわれており，時間の経過とともにトイレ環
境，避難者からのニーズも刻々と変化する。それらを素早く把握しそれぞれに合った対応策を速やかに
実践できたのは，全国から派遣されていた多くの保健師や，キャンペーンに参加したボランティアの
方々の協力があったからである。ここに改めて清掃キャンペーン等に協力いただいた皆様に感謝させて
いただく。
今回の経験から，災害時のトイレの使用方法についても平素から検討するとともに住民に対し周知や
広報しておく必要があったこと，保健所担当者はトイレを含めての避難所運営体制について市町村担当
課と調整し，関係機関との協力体制や地域を越えた相互支援体制を整備しておく必要があったと感じた
今後，今回の経験を県内の保健所，市町村，関係機関と共有化し，防災計画の改定や避難所の運営マ
ニュアル等への反映に努めていきたい。
参考文献
１） 災害廃棄物分別・処理戦略マニュアル～東日本大震災において～（廃棄物資源循環学会「災害廃
棄物・復興タスクチーム」）
２） 阪神・淡路大震災の教訓 災害時のトイレ対策－あり方とマニュアル－（(財)日本消防設備安全
センター）
３） 保健・医療従事者が被災者と自分を守るためのポイント集（和田耕治，岩室紳也）
４） 災害トイレ情報ネットワーク（日本トイレ研究所)
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５．災害時における下水・し尿・浄化槽汚泥及び災害廃棄物の撤去等に関する協定書
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６．東日本大震災の復興に向けての提言((社)全国浄化槽団体連合会)抜粋

～ 復興事業における「新しいまちづくりは“
復興事業における「新しいまちづくりは“浄化槽”
浄化槽”で整備」 ～
浄化槽は、「下水道並みの処理能力を持つ生活排水処理施設」であるだけでなく、
•建設費が安い
•建設期間が短く、投資効果に速効性がある
•地震等の災害に強い

施設です。

浄化槽は「公共用水域の水質保全に大きな役割を果たし、美しい国土を守るため
に有効かつ、財政面からも無駄のない極めて効率的な施設」で、いわば「管路の要
らない下水道」であります。
日本の人口は、平成１７年をピークに減少に転じ、将来もさらに減少すると予測さ
れております。建設に長期間を要する下水道は、今後、建設されても利用者の激減
で中小市町村では経営が行き詰まるものと考えられ、さらに、本来建設が効率的な
都市部においても、更新や補修のために莫大な費用を要する、という時代に突入し
つつあります。このままでは、下水道は地方債の償還と施設の維持更新という新た
な債務を抱えることとなります。
復旧･復興事業における生活排水処理施設の計画については、将来の人口減少
を考慮し、地方債起債額を必要最小限にとどめるとともに、継続的な雇用を創出す
るという観点から、浄化槽で整備されるよう提言します。

全浄連の４つ提言
Ⅰ 新しいまちづくりにおける生活排水事業では、速やかに整備がで
き、人口減少にも対応が可能で、コストミニマム化が実現できる個別
処理を選択する。
Ⅱ 人口密度が１ヘクタール40人以上である区域、公共施設(市役所や
学校、病院、老人ホーム等)などが同一地区内に多数ある区域では集
合処理を選択する。この場合も、集合処理では、人口密度の低下は料
金収入の減に直結し「持続的な運営管理」に大きな影響を及ぼすため、
都市計画等で整備済地域における人口減少を政策的に防止できる地域
に限定する。
Ⅲ 災害時の緊急避難場所については、危機管理の観点から、避難者
の受け入れ定員に余裕を見込んだ規模の浄化槽を整備する。
Ⅳ 応急仮設住宅に設置した浄化槽は、その目的を終えた後は「まち
の復興事業」にフレキシブルに利活用する。
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人口減少と高齢化の状況
■被災３県の５年間毎の人口増減推移

■被災３県128市町村の高齢化率

（資料）総務省統計局
（資料）総務省統計局

 被災３県は震災前から全国の平均な動向に比べ、より高い割合で人口が減少し、
高齢化が進んでいる自治体が多い。
 更に震災による死者・行方不明者に加え、原発事故の影響による転出者も増加
 北海道奥尻町では、地震で人口が３分の２に、新潟県旧山古志村では約６割に
減少。神戸でさえ、人口が震災前の水準になるのに約１０年を要した。

急激な人口減少と高齢化の進行
■津波被害の大きい19市町村の人口減少と高齢化率

（資料）総務省および国立社会保障・
人口問題研究所データ
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地方債償還能力の低下
■被災３県の実質公債費比率の推移
財政規模に対する借入金の元利金返済額の割合、
いわばそのまちの『資金繰り』とも言える「実質公債
費比率」は、宮城、岩手が改善してきているものの、
全国平均に比べて高い水準にある。
■被災３県１２８市町村の平均年齢と地方債の分布

実質公債費比率の上昇
■津波被害の大きい19市町村の財政状況と平均年齢

 実質公債費比率は、ほとんどが全国平均（11.2％）を上回っている。地方債発行にあた
り、総務省の許可が必要とされる18％を超している自治体も２市村ある。
 平均年齢は全国平均（44.9歳）を５歳ほど上回っており、新規地方債の償還能力は決
して高いとは言えない。
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人口減少にあたっての生活排水処理施設の選択①
 復興（人口減少）にあたっては、いかにして総事業費を抑えるかが、将来の地方
債償還能力の低下に対応するポイント
 下水道の建設期間と償還期間の合計４０年間をベースに、個別処理（浄化槽）と、
集合処理（下水道）の総費用（建設費と維持管理費の合計額）について、双方が
ほぼ同額となる新しいまちの規模別の人口密度の境界条件を求めてみた。
■処理人口別の境界人口密度と総費用（建設費と40年間の維持管理費の合計）

出典 （社）日本下水道協会
環境省HP浄化槽サイト

 境界人口密度は５千人規模では１ha（100m四方）40人以上でないと、下水道は将来
的に維持できない。

人口減少にあたっての生活排水処理施設の選択②
 下水道等の集合処理は、「初期投資費用が大きく、回収期間が長い」ことから、
「人口減少と高齢化」が進行する地域では使用料で賄うことが難しいため、市町
村財政を著しく圧迫する恐れがある。
 特に処理区域内の人口減少は、１人当たりの元利償還費や維持管理費の上昇
を招くので、事業の効率的、かつ持続的な運営に著しく負の影響を及ぼすと考え
られ、極端な場合には「人口減少スパイラル」を招きかねない。
■人口減少スパイラル

 集合処理を選択した場合は、整備済区域における人口減少を阻止できるような
何らかの行政上の仕組みが必要である。
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生活排水処理施設の４０年間の総額比較
平成21年度版地方公営企業年鑑（総務省）による
３県の実績値より作成

注）1,000人未満の公共下水道、特環下水道と、5,000人以上の農集は実施されていない。

雇用創出は浄化槽で
 雇用は地域の活力のバロメーターであり、地域の経済力の源泉。人口減少の進行
を防止するためにも、とりわけ若者の雇用の場をいかに創出するかを軸に考える必
要がある。
 これまでの被災地、例えば、北海道奥尻町では被災後５年間で国や道などが復興
に投じたのは、被害総額約664億円を上回る約800億円。しかし、大がかりな公共事
業が終わると、島の景気は冷え込み、若い人が働ける地場産業は育たず、人口も
今や被災前の約３分の２に減少
 このことから、地域の再生には、社会インフラの復旧だけではなく、若い人たちの雇
用確保、さらにコミュニティーの復旧などが必須であると言える。

浄化槽の維持管理費は５人槽で5.5万円程度(送風機の電気料除く)
１千基で年5,500万円、１万基で年5.5億円の継続的な雇用が創出される。
 さらに、浄化槽は建設および維持管理のすべてを地元の中小企業が行うことができ
るが、下水道の場合、通常、建設費の半分以上の工事を地元以外の大手業者が受
注する構造になっている。
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避難場所には「エネルギー等自立型浄化槽システム」を
 集合処理である下水道施設は今回の地震と津波によって大きな打撃を蒙り、そ
の完全復旧に要する期間は２年とも３年とも言われている。
 この間、下水処理場は「沈殿＋消毒」の簡易処理などで対処するため、その放流
水BOD濃度は通常時の 15mg/L から 60～120mg/L にまで上昇してしまい、環境に
対して大きな負荷を与えることになる。また、この間は壊れた下水管渠からは、相
当量の生下水が地下に浸透している。
 そこで、下水道整備区域内であっても、危機管理の観点から、避難者の受け入れ
定員に余裕を見込んだ規模の浄化槽を整備する。

応急仮設住宅に用いた浄化槽の有効利用
 過去の大地震の際には、応急仮設住宅に設置された浄化槽は、「補助金等に
係る予算の執行の適正化に関する法律」（適正化法）に基づき、転用等の目的
外使用が認められず、廃棄物として処分されてしまったという。「３Ｒの思想
（Reduce：減らす、Reuse：繰り返し使う、Recycle：再資源化）」にはほど遠い状況
であった。
 その後、平成20年厚生労働省告示第384号で処分制限期間は、応急仮設住宅
２年となり、２年を経過した浄化槽を財産取得した県が廃棄･転用する際には
財産処分の手続きが不要になった。
 そこで、応急仮設住宅に用いた浄化槽について、その目的を終えた後は、「まち
の復興事業」に積極的に利活用（リユース）することとする。
リユース先として、次のような例が実行可能である。
① 10人を超える規模の場合、復興住宅、緊急避難場所、公共施設(学校、体育館、
公民館、公園、老人ホーム)などや、「旅館・ホテル、事業所、事務所など」の民
間事業者に輸送料のみを負担してもらって無償貸与する。
② 10人以下の規模の場合、浄化槽市町村整備事業（市町村設置型）、あるいは浄
化槽設置整備事業（個人設置型）へ流用する。
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７．大規模災害緊急対応マニュアル((社)全国浄化槽団体連合会)抜粋

「大規模災害緊急対応マニュル」 について
（社）全国浄化槽団体連合会（全浄連）が、東日本大震災および過去
（社）全国浄化槽団体連合会（全浄連）が、東日本大震災および過去
の震災で被災された方々の、
z浄化槽がどのような影響を受けて、どうなったか
z浄化槽がどのような影響を受けて、どうなったか
zその後、どんな対策をしてきたか
zその後、どんな対策をしてきたか
z生活、仕事をするうえで何が困ったか
z生活、仕事をするうえで何が困ったか
等々の声を吸い上げて記録し、
等々の声を吸い上げて記録し、
貴重な体験を風化させてはならない！
貴重な体験を風化させてはならない！
という思いで作成したもの。
大規模な災害に備え、速やかにかつ円滑に対処できるよう、
①平常時に準備すべきこと
①平常時に準備すべきこと
②情報の収集
②情報の収集
③被災状況の調査
③被災状況の調査
④復旧までの手順
④復旧までの手順 等
について、図表類を用いてまとめている。
環境省からも「災害時の浄化槽被害等対策マニュアル第２版」が発行されている。

全浄連が実施した過去のデータ
全浄連の浄化槽機能保証制度による、過去１２回の「大規模地震被害実態調査」
から抜粋

z 下水道は管きょが網の目のように「線」で結ばれているのに対し、浄化槽は
「点」で存在しているために地盤のずれに強い。
z たとえ全損した場合でも、着手後数週間で復旧できることは、被災された方の
生活を第一に考えたときには大きな強みである。
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浄化槽に関する災害時の対策マニュアル
環境省マニュアル

災害時の浄化槽被害等対策マニュアル第２版
（平成２４年３月）
主に地方公共団体、住民（浄化槽管理者・設置者・使用者）等
における取り組みや、財政支援、応急仮設住宅に設置される
浄化槽等について詳しく解説している。
① 災害時の浄化槽住民用チェックシート
② 災害時の浄化槽被害等対策マニュアル第２版
③ 災害時の浄化槽被害等対策マニュアル第２版【事例集】

日ごろの防災対策が第一
防災意識を高め、災害発生時に職員が冷静に的確に行動するための
防災意識を高め、災害発生時に職員が冷静に的確に行動するための
助けになる災害対策マニュアルを作成する。
助けになる災害対策マニュアルを作成する。
z たとえ成文化しなくても、災害対策本部の系統図を作り、防災訓練を行うこ
とだけでも、防災意識が高まる。
z 災害対策マニュアルへの記載項目としては、大地震等があっても被害を発
生させない①被害抑止対策と、発生しても被害を拡大させない②被害軽減
対策の２つに分類して、それぞれ何を実施するのかを規定する。
z その基本は下記２点
①人命の安全確保を最優先していること
②災害発生時の実態に即していること

少なくとも年１回、可能なら年２回の定期的な防災訓練を行うことが望
ましい。
z 非常時に人間が無意識に行動をとれるようになるには、日常の活動の中で
防災意識を定着させることが不可欠
z 防災訓練により、防災マニュアルや震災時の対応の様々な課題を見つけ出
すことができ、見直しの機会となる。
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事前の準備
大地震等の大規模災害に備え、具体的には下記のような項目について、
大地震等の大規模災害に備え、具体的には下記のような項目について、
その役割と担当組織の責任を明確にしておく。
その役割と担当組織の責任を明確にしておく。
1. 建物の耐震診断を行い、必要な場合には耐震補強をする。
2. 出入口をふさぐ恐れのあるような場所にロッカー等を置かない。
3. 身の回りや行動範囲内におかれている什器・備品は、地震によって倒れたり、
落ちないようにしっかり固定する
4. 机の下にはモノを置かず、身の安全を守るためのスペースを確保しておく。
5. 消火器や避難具等の扱い方は、平素から十分に熟知しておく。
6. 複数の通信手段を確保しておく。（固定電話、携帯電話、ＰＣメール、携帯メー
ル、災害用伝言ダイヤル171、災害用ブロードバンド伝言版web171等）
7. 非常持出品の確認をしておく。
8. 最低限の救急用具を備えておく。
9. 非常電源やヘルメット等の防災用品、水、缶詰等の備蓄品を用意しておく。
10. サーバー等のバックアップシステム（クラウドを含む）を構築しておく。
11. 設備関連業者やメンテナンス業者との災害事前契約を締結しておく。
12. ビル入居の場合、他のテナントと協力体制をとっておく。
13. 防災訓練時の点呼や安否確認に必要な職員リストを作成しておく。

備えるべき備品
東日本大震災で最も困ったこととは。
東日本大震災で最も困ったこととは。
① 電話が不通で、職員との連絡、外部との連絡が数日間不可能で
あった。
• 非常用発電機は、照明、テレビ、パソコン電源等のために必須
• 災害時の緊急連絡網の体制整備が必要
• 携帯電話やYahoo、Google等の安否情報サービスも有効
ポータブル発電機の例
• 公用車にはシガーソケット用の携帯電話充電器、インバータを常備
② ガソリンがなく、まったく動けなかった。
• 終業時等にガソリン満タンをルール化
• 長距離移動用のガソリン確保のため、２０㍑の携行缶（金属製）を数個用意
• ガソリン優先供給のために、緊急車両の事前登録をしておく。
③ 事務所の倒壊等によりデータベースが失われそうになった。
• パソコン（サーバーを含む）のデータバックアップ実施をルール化する。
• バックアップ装置は事務所と違う場所等に分散させる。今後はクラウドが有効
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BCPを策定しておく
ＢＣＰ（Business
ＢＣＰ（Business Continuity Plan）
Plan）
組織や企業が自然災害、大火災等の緊
急事態に遭遇した場合において、事業
資産の損害を最小限に留めつつ、中核
となる事業の継続あるいは早期復旧を
可能とするために、平常時に行うべき
活動や緊急時における事業継続のため
の方法、手段等を取り決めておく計画
のこと。
ＢＣＰは、人的資源（人）・物的資源
（モノ）・物的資源（金）の他に「情報」
という物的資源が必要とされる等、
従来から実施されてきた防災対策と
比べて、よりトップの意志が重要になる。
まずは、
もし(
もし(If) ～ なら(
なら(Then) ～ をする。
を決めておくことから始めよう！

BCPの全体像

災害協定を締結する
Ａパターン
地方協会と県又は/
地方協会と県又は/および市町村単独

医療教護活動
下水･し尿･汚泥の撤去(宮城)
災害廃棄物の撤去(宮城)
浄化槽の復旧等の応援(新潟,徳島、香川)

Ｃパターン
全国団体の支部と国の出先

道路や河川等被害状況の調査
復旧作業への資材、技術者の動員（地質調査業協会）

Ｂパターン
全国団体、フランチャイザと県

仮設住宅の建設･供給（プレ協）
応急生活物資の供給(ファミリマート)
災害時における徒歩帰宅者支援 (ローソン、ファミリマート)

Ｄパターン
ブロック内での県と県の相互応援に加え広域の
場合は全国組織が調整

全国知事会「災害時の広域応援」協定
県と県内の市町村相互間の災害時応援協定
水道事業の市町村間相互協定
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緊急通行車両の申請手順（参考）
災害時には指定を受けた車両以外は通行を制限されるため、事前に緊急
災害時には指定を受けた車両以外は通行を制限されるため、事前に緊急
通行車両の申請を行っておくことが望ましい。
通行車両の申請を行っておくことが望ましい。

災害発生後の初動対応
災害対策本部を設置し、職員の安否を確認して、情報連絡体制に基づき、
災害対策本部を設置し、職員の安否を確認して、情報連絡体制に基づき、
安否状況、被害状況等の早急な情報収集を行う。
安否状況、被害状況等の早急な情報収集を行う。

大規模災害等の緊急事態が発生
した場合は、情報収集とその伝達
が重要である。正確な情報を迅速
に収集し所内、関係機関に伝達し
て共有化を図ることが基本である。
右図と同様に、
•協会←→会員
•会員本社←→支店、営業所
•支店、営業所←→職員 等
との情報連絡体制を整えておく。

緊急時における情報連絡の流れ
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緊急点検から本復旧までのスケジュール
緊急点検の結果により、被災レベルごとに復旧までの道筋をつける。
緊急点検の結果により、被災レベルごとに復旧までの道筋をつける。
① 環境省マニュアルにあるように、本復旧までは最長３ヵ月を目安とする。た
だし東日本大震災の場合では、資材･作業員の確保が難しく、実際にはこ
れより長くなっているのが実態であり、その時の被災状況を分析し、重要度
と緊急度を勘案して、本復旧までのスケジュールを立てるのが望ましい。
② 東日本大震災の経験では、本震（3月11日)後に緊急点検を行ったとしても、
大きな余震(4月7日)では、使用者（浄化槽管理者）等からの被害の連絡が
なければ、再度の点検はほとんど行われなかったし、できなかった。一通り
見て回るだけでも大変な労力である。
③ 加えて、余震が頻発すると、工事（特に、掘削や槽内に入る作業) も危険で
あり、再度の被害(現実にあった)も想定されるので工事も様子を見ながらと
言うことになる。
④ したがって、大きな余震が続く場合は、二次災害にも十分に気をつける必
要がある。

本復旧までのスケジュール
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復旧にかかる費用負担の考え方
基本的には、個人設置型は個人（使用者）、市町村設置型は当該市町村
全浄連の考え方
全浄連の考え方
•本来、生活排水処理施設の整備は「公の責任」において行なわれるべき
ものである。浄化槽法第１条の目的には「公共用水域等の水質の保全」
が明示される等、浄化槽は下水道等と同様、水環境の保全に重要な役
割を担っている。
•これまで、個人で設置した浄化槽は私有財産とはいえ、元々下水道計画
が進捗しない中で整備されてきたものであり、これらを含め、今後の浄化
槽整備は「公の事業」としての性格を持つべきものである。
このような考え方から、全浄連では
①浄化槽市町村整備推進事業(＝市町村設置型)の推進
②浄化槽設置整備事業(＝個人設置型)の浄化槽市町村整備推進事業
への転換推進
③被災した単独処理浄化槽は合併処理浄化槽へ転換
の３点を国、政党に要望している。

復旧に利用可能な財政的支援等
市町村整備推進事業、農業農村整備事業等により設置された浄化槽の復
市町村整備推進事業、農業農村整備事業等により設置された浄化槽の復
旧工事にあたり、下記の財政的支援が利用可能
旧工事にあたり、下記の財政的支援が利用可能
①廃棄物処理施設災害復旧費補助金（環境省）
対象は浄化槽市町村整備推進事業の浄化槽。ただし、１基あたり４０万円以上
だけが対象

②災害関連農村生活環境施設復旧事業（農林水産省）
対象は農業集落排水施設に限定

③地方公営企業等災害復旧事業債（環境省、総務省）
対象は地方債計画上の公営企業に係る施設の災害復旧。市町村設置型事業
であれば、環境省所管事業のほか、総務省所管の個別排水処理施設整備事
業も対象

（参考）全浄連における大規模地震被害実態調査費等事業
財政的支援とは異なり、震度６弱以上の地震に被災した浄化槽の調査を行う
全浄連会員団体に支払われる。
環境省マニュアルから
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使用者（管理者）からの問い合わせ
停電、電話回線不通が回復すると、使用者からの問い合わせが増加してくる。
停電、電話回線不通が回復すると、使用者からの問い合わせが増加してくる。
東日本大震災の例では、停電・冠水・断水に関する事が大半。
東日本大震災の例では、停電・冠水・断水に関する事が大半。
主な問い合わせ
①停電・断水時の問い合わせ
停電中で近所にトイレがないので、浄化槽を使用したいが？
②停電が回復した時の問い合わせ
最近電気が通じ、臭気が著しいので見に来て欲しい。
③浮上している、壊れた、修理したい
浄化槽が傾いているが、どうしたらよいか？修理に対する公的な補助は出ないのか？
④浄化槽が津波を被った
浄化槽が津波を被ったが、使用可能か？ブロワは、使用してよいか？
⑤地震直後に使えるかどうかの問い合わせ
地震で浄化槽が大丈夫か心配だ。保守点検業者への連絡が取れず困っている。
⑥暫定使用について
浄化槽が浮上している。修繕したいが、浄化槽の正規の流入位置から10㎝位下方に穴を明け
てそこから流入させてよいか？
実使用人員が一時的に増えたが大丈夫か？
⑦浄化槽入れ換えと流用
浄化槽が破損し、入れ替えることになった。この際、規模を縮小できないか？
⑧その他
浄化槽の被災調査票（チェックシート）があれば欲しい。

緊急点検に代わる電話での聴取
浄化槽（水洗トイレ）の使用の可否について電話による問い合わせが
浄化槽（水洗トイレ）の使用の可否について電話による問い合わせが
ある場合、そのヒアリングの記録は、現場での緊急点検結果と同等に
ある場合、そのヒアリングの記録は、現場での緊急点検結果と同等に
取り扱える良質の情報となり得る。
取り扱える良質の情報となり得る。
問い合わせがあった場合は、チェックシートを手元に置いて、聞き取りマニュ
アルにしたがってヒアリングを行う。
この場合に判断が必要なポイント

ブロワが冠水したかどうか？

冠水し、かつ電気が使える場合は、
ブロワのケーブルをコンセントから引き
抜くことを指示する。
これ以外の判断は電話では原則行わない。
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緊急点検から復旧までの流れ
ポイントは使用者が生活可能な状態
ポイントは使用者が生活可能な状態
まで、いかに早く復帰させるか！
まで、いかに早く復帰させるか！
① 緊急対策と暫定対策をまとめて「緊
急点検と応急修理」とする。
② 浄化槽は被災しているが、漏水等
の重大な被害がない場合は、「浄化
槽が使用可能かどうか」ではなく、
「水洗トイレの使用が可能であるか
どうか」の観点から、簡易処理を暫
定対策とする。
③ 浄化槽浮上等の深刻な被害では、
「まずは雑排水配管を切り回し、トイ
レは仮設トイレで対応する。」ことを
暫定対策とし、元々住んでいた住宅
での生活を確保することが大事

対策の実施主体
緊急点検と応急修理

詳細調査と本復旧

対策時期

被災後の最初の保守点検時
（但し、フレキシブルに対応）

生活が落ち着いた時

実施主体

保守点検業者（設置工事中の
場合は施工業者）

保守点検業者または施工業者（必
要に応じて指定検査機関による詳
細調査実施）

費用負担

使用者が被災状況に応じて実
費負担（市町村設置型を除く）

使用者が被災状況に応じて実費負
担（市町村設置型を除く）

z 災害により浄化槽が破損していないか、水洗トイレ・浄化槽は使用可能か、等
の状況確認は、協会、指定検査機関、使用者（浄化槽管理者）が実施すること
も考えられるが、浄化槽の保守点検業務に関しては、使用者と保守点検業者
が年間契約を結んでいる地域がほとんどであることから、災害発生後、最初に
行う緊急点検は「顔見知りの保守点検業者」が望ましい。
z この緊急点検は、被災後の最初の保守点検時に行うのが望ましいが、これに
限定せず、可及的速やかに実施する。
大規模な災害では、保守点検業者も被災している可能性も大きく、協会、指定検
大規模な災害では、保守点検業者も被災している可能性も大きく、協会、指定検
査機関が調整し、自ら点検に赴くことや、被災していない保守点検業者や施工
査機関が調整し、自ら点検に赴くことや、被災していない保守点検業者や施工
業者を斡旋することも必要である。
業者を斡旋することも必要である。
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チェックシートとGPS
点検、調査の結果はチェックシートに記録する。このチェックシートは
点検、調査の結果はチェックシートに記録する。このチェックシートは
①電話受付用
②緊急点検用
③詳細調査用
に共通して使用できるようにしてある。
※チェックシートは全浄連ホームページよりダウンロードできる。
※チェックシートは全浄連ホームページよりダウンロードできる。
緊急点検時に被災状況をカメラ撮影することがあると思われるが、その際には
GPS機能を搭載した防水型カメラ、または何らかのＧＰＳ機器（例えばＧＰＳデー
タロガー等）が非常に有効である。
津波を被った岩手県宮古市を調査した時のＧＰＳデータロガーの記録をインター
ネットの地図情報サービスに落とし込んだところ、家屋が軒並み流失し、目印と
なるものがないにもかかわらず、浄化槽の位置が容易に確認できた。

防水・GPS デジカメ

GPSデータロガー

被災レベルの区分け
実際に保守点検の担当者が浄化槽の設置現場に出向き、被災の状況をどの
実際に保守点検の担当者が浄化槽の設置現場に出向き、被災の状況をどの
ように確認するか、それらを作業順に「流れ図」としてまとめた。
ように確認するか、それらを作業順に「流れ図」としてまとめた。
① 状況確認の作業順にYes/Noで判断していった結果、被災レベルはレベル０（破損
等なし）からレベル５（浄化槽の入れ換えが必要）までとなった。
② 「平常使用」としても問題はない場合で、浄化槽周囲の地下水位が高い場合、地
震による浄化槽本体の破損で漏水が発生しても、外部からの地下水浸入等で、浄
化槽内水位が正常な位置に保たれる例があった。
③ このことから、たとえレベル０であっても、最初の清掃までは基本的に「暫定使用」
と位置づけるのが妥当である。
④ 通常、被災レベル０～１では、詳細調査を行わない可能性が高く、調査しても水位
低下が確認できるとは限らない。したがって、継続的な確認は通常の点検および
清掃時までとし、最初の清掃までを観察期間とした。
⑤ ただし、地下水の水位変化、例えば周辺の水田の水入れ時期の問題がある場合
にあっては、季節変動を考慮して、観察期間を1年間とすることも差し支えない。
⑥ 東日本大震災では、観察期間中に被災レベル０～２がレベル３になることはよくあっ
たことで、レベル３は最終的には当初の１．５～２倍くらいに増えたという報告があ
る。
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浄化槽の被災レベル分けと緊急対応策

暫定使用の可否判断
東日本大震災の例では、地震直後の段階では、明らかな浮上、異常な水位の低下
のほかは、かなりな経験がないと「平常使用」の判断は難しく、「暫定使用の可・不
可」の判断に留めた。
ただし、暫定使用の条件として、次の条件を満足することが必要である。

① 流入水および槽内水の漏水、溢水がないこと。
流入水および槽内水の漏水、溢水がないこと。
② 消毒が確実に行われていること。
消毒が確実に行われていること。
この場合、停電、漏電、破損等によりブロワが停止していても、簡易処理を行うこと
で、暫定使用は可能である。
暫定使用の期間は環境省マニュアルに記載されているように、最大３ヵ月を目安と
し、この間に本復旧を完了することを目標とする。

浄化槽被害の主原因、直接的な原因、被害対象物、機能低下の要因を列挙し、
暫定使用の可否を判断するためのガイドラインを次頁に示した。
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使用の可否を判断するためのガイドライン

暫定使用の大胆な例

本体浮上

暫定使用時の流入口

流入水および槽内水の漏水がないこと、消毒が確実
に行われていることが確認できたので、本来の流入
口の下に暫定使用のための接続口を設けた。

応急修理の実例については、岩手県、宮城県、福島県の各協会が行った「東日
本大震災浄化槽被害状況緊急調査結果報告書」を参照。
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詳細調査と本復旧の実施
使用できないと判断された浄化槽、応急修理して使用している浄化槽、配
使用できないと判断された浄化槽、応急修理して使用している浄化槽、配
管を切り回したりして暫定的に使用している浄化槽は、おおむね３ヵ月を目
管を切り回したりして暫定的に使用している浄化槽は、おおむね３ヵ月を目
処に、被災前と同等の処理機能を回復させる本復旧工事を行う。
処に、被災前と同等の処理機能を回復させる本復旧工事を行う。
本復旧に先立ち、被害を受けた原因を明確にするとともに、本復旧工事が必要な箇
所およびその施工方法等の検討を目的とする詳細調査を行う。この場合はチェック
シートの表・裏両面を使って記録を残す。
詳細調査は、可能であれば、保守点検業者だけでなく、メーカ、施工業者、指定検
査機関等からなる複数の調査員（業種）で実施することが望ましい。
本復旧に先だって槽内の清掃を行う必要が出てくると思われるが、東日本大震災で
は、浄化槽内、流入・放流管、汚水升に多量の海水を含んだ汚泥、土砂、ヘドロ、が
れき等の流入があり、その引き抜き汚泥の処理にあたって、地方自治体の受入体
制が整わないために、現場での混乱が見られた。
被災した浄化槽の清掃にあたっての留意点については「津波被害地域において浄
化槽を撤去する際の汚泥の処理方法について」等の資料が震災対応ネットワーク
に公開されている。

応急仮設住宅に設置する浄化槽について
z 東日本大震災では、浄化槽は復旧に時間のかかる下水道や集落排水に比べ
て、迅速に設置、使用できるので、応急仮設住宅・仮設店舗等に数多く採用さ
れた、約１,６００基が設置された。
z 特に、応急仮設住宅は被災者のために早急に整備する必要があり、岩手県
では７００基を超える浄化槽により、４万人に近い処理能力を５ヵ月間程度で
実現した。
z このような整備手法は、平地が少
なく、集落が点在している条件下
では、時間的にも、経済的にも、
最も効率的な整備方法であった
と思われる。
z しかし、膨大な数の仮設住宅を
短期間で整備する必要があった
ため、浄化槽は地上設置型が
多く、維持管理作業の面や体制
に課題があった。
宮城県内 ５０人槽
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応急仮設住宅に設置する浄化槽の留意点①
施工面：ほとんどが地上設置や半地下設置
施工面：ほとんどが地上設置や半地下設置
① 保守点検が高所作業となるので、安全に作業するための歩廊・柵、昇降設
備等を設ける必要がある。組み立てが番線等で行われている場合もあり、
固定方法や強度にも留意が必要。また、作業員も安全帯、保護帽を準備す
る必要がある。
② 浄化槽の周りにはフェンスを設置し、外部から立入りできないようにする等
の安全対策が必要である。
③ 設置後にも余震が想定されるため、本体の固定を確実に行う必要がある。
また、本体の変形にも留意が必要である。
④ 寒冷地ではウレタン等による本体の保温対策が必要である。また、紫外線
からＦＲＰ本体を保護する耐候塗装も必要である（樹脂配管類も同様）。
⑤ 中継ポンプ槽は、点検がし易い場所に設置し、凍結対策にも留意する。仮設
住宅の中の通路等は点検が困難なこともあった。
⑥ 施工要領書に詳しく明記されていない場合や、そもそも地上設置が不可の
型式もあるので、必ずメーカに問い合わせることが必要である。

応急仮設住宅に設置する浄化槽の留意点②
維持管理面
維持管理面
① 設置後しばらく保守点検が行われなかったため、臭気、ブロワ・ばっ気の音、
排水・ポンプの詰り、ばっ気停止、汚泥流出、未消毒等の問題があり、早め
の維持管理体制の確立が必要であった。特に、地元の自治体が被災してい
る場合等は、県等による速やかな維持管理の実施が必要
② フェンスや操作盤はカギが掛けられており、その数が膨大で、管理に支障が
出る場合もあった。カギを共通化する等の対策も必要
③ 災害時の緊急の入居でもあり、油脂・夾雑物等の多量流入の問題があった。
適切な時点で入居者に使い方についての説明が必要
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東日本大震災における浄化槽被害の分析
特性要因図（魚の骨）

浄化槽被害の状況（液状化の有無で区分）
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地震による被害（状況１）

本体浮上
液状化

沈下

浮上⇒本体異常なし
写真２

写真１

写真３

写真4

暫定使用時の流入口

槽上部変形
⇒エアー配管・移送管変形

側壁破損

クラック発生
写真５

フランジ面の破損

写真６

写真７

写真８

地震による被害（状況２）

嵩上げ部分破損
(スラブの移動)

流入接続部破損

槽上部破損

勾配不良
写真９

写真10

写真11

空気配管変形
⇒空気漏れ

仕切り板変形

バッフル脱落

写真12

担体流出

写真13

写真14
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津波（洪水）による被害

津波による被害

ブロワの流失・冠水

本体・配管の露出

土砂の流入

本体の破損

がれきの流入

重機による破損

z ２ｍ以上の浸水深となると、建物の被害は甚大であるが、浄化槽本体は地中
にあるため、建屋に比べて被害は小さいといえる。
z 浸水深が浅い場合、マンホール蓋の流失がみられたが、確実なロックにより、
防げるようである。
z 地域にもよるが、浄化槽が浸水した場合、土砂･がれき･ヘドロ以外にも、油
の流入が見られる。
z がれき撤去時に重機が載って、浄化槽を破損させる例が多く見られた。岩手
県の協会では「注意喚起」を発した。
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被害状況のまとめ
z 浄化槽の埋戻し部だけの液状化現象が多く見られた。（ポイント１）
z 支柱ありの場合の浮上は、支柱に異常がある可能性がある。
z 埋戻し土の液状化で浄化槽周辺が沈下する場合、支柱がないとスラブの荷重
を浄化槽が受けることになり、本体上部の変形・破損が発生する。
z 浮上防止工事がなされていない場合に液状化が発生すると、浄化槽は簡単に
浮上するが、逆に本体の破損は少ない傾向にある。
z 浮上防止工事が施工されていても、液状化時の浮力に耐えられず、浮上防止
金具を固定する浄化槽フランジ面が破損する例が散見された。（ポイント２）
z 埋戻し部に設けた点検升は、液状化で勾配不良が発生しやすい。
z 正常水位であっても、本体にクラックが発生している可能性がある。浄化槽周
辺の地下水位が高いと見つけられない。従って、被災後の清掃時には地下水
浸入の有無を注意深く観察する必要がある。（ポイント３）

液状化による浄化槽の浮上
• 浄化槽設置工事では、埋戻し土として山砂が推奨されてきた。
• 砂を多く含む砂質土は、砂の粒子がかみ合って地盤は安定を保っている。
• 地下水位の高い場所もしくは地下水位が何かの原因で上昇した場所で地震等
の連続した振動が加わると、砂が締まろうとして砂の間隙にあった水を押し出
す力が働くようになる。
• その圧力が砂同士の支え合う力を超えた時点で砂はバラバラになり、水中に
浮いた状態になる、これを液状化現象という。
地盤は急激に耐力を失い、建物が沈んだり傾いたり、地中の浄化槽や下水マンホ
－ルが浮かび上がり、地表に突き出ることがある。
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液状化による浄化槽の浮上例

山砂

流量調整槽側が浮上

浄化槽浮上の要因分析
①支柱の有無について
•地山自体に異常がなければ、支柱がある場合の槽本体浮上は、支柱なしの場合の
1/100程度
②浮上防止工事の有無について
•金具による浮上防止工事は地震による液状化への対策としては明確な効果は見られ
なかった。 (浮上防止工事なし)：(浮上防止工事あり)は、おおよそ６：４
•個人設置型は浮上防止工事をしていない施設が多く、市町村設置よりは浮上が多い傾
向にある。
③本体の破損(フランジ面の破断)と浮上防止部品の破損
•浮上防止金具の強度と本体フランジ面の強度のバランスでどちらかが破損する。
•(フランジ面の破損)：(浮上防止部品の破損)は、おおよそ７：３程度
•フランジ面の破断の場合は修理が困難な場合が多い。
•フランジ面付近や流入・放流管接続部以外のクラックは、側面、底部Rエンド、リブ付近
等に発生しやすいが、大部分は修理可能
④天井部の破損
•浮上した場合、嵩上げ部分に若干被害があったものの、天井部の大きな破損はあまり
見られ。
•浮上しなかった場合、ロープやバンド等で全体を固定したために天井部にスラブの重さ
が加わり、破損した例があった。
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FTA（故障の木）解析

通常の浮上防止工事
根巻きコンクリート工法

浮上防止金具工法

液状化した時の側面からの異常な力を
分散でき、ある水準の浮上防止は図ら
れるが、万一、浄化槽本体に破損が発
生した場合、堀上げ作業等に困難が予
想される。

金具の強度と、それを固定するプラス
チック浄化槽のフランジ面の強度の差
異から、東日本大震災の例では、浮上
した浄化槽のおおむね１／４がこの工
法を採用していたにもかかわらず、フラ
ンジ面が破損している。

現状の浮上防止は、静止地下水を対象にした浮上防止を目的としたもので、
現状の浮上防止は、静止地下水を対象にした浮上防止を目的としたもので、
浄化槽周辺が液状化した場合の浮力分は考慮されていない。
浄化槽周辺が液状化した場合の浮力分は考慮されていない。
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側方流動について
以前より、緩やかな傾斜地に設置した浄化槽が、傾斜地の下方に移動する現象
が報告されている。（早稲田大 濱田研究室）

タイプⅠ
地表面に緩やかな傾斜（勾配で１
～２％）があり、地中に液状化層
が存在し、地盤が傾斜の下方の
移動するタイプ

タイプⅡ
傾斜はないものの、擁壁が移動し、
後背の地盤が側方流動を起こすも
ので、東日本大震災では階段状の
造成地で多く見られている。

全浄連の調査では、福島県内の中山間地の緩やかな傾斜地で、側方流
動により、浄化槽が傾斜地の下方に移動している現象が確認された。

今後の浄化槽工事について
東日本大震災の例からわかる浄化槽被害の三つのポイント
①支柱工事がなされた浄化槽では、液状化による浮上はほぼ見られない。
②本体の浮上は、そのほとんどが埋め戻し部分の液状化。
③浮上防止金具は、静止地下水を対象にしたもので、浄化槽周辺の液状化は考
慮していない。
考え方
考え方
液状化、それも埋め戻し部分という狭い範囲の液状化を防止
することが「地震に強い浄化槽の基本」

液状化現象が発生する下記３条件のどれか一つを消去する。
①埋戻し部分の水位が高い。
②埋戻し土が液状化しやすい粒度分布である。
③埋戻し土の締め固め度が低い。
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山砂による埋戻しの考察
従来、浄化槽設置工事における埋戻し土は、山砂または良質土を用いることが
推奨されてきたが、特に、周囲の地山が透水性の悪い粘土質の場合に山砂で
推奨されてきたが、特に、周囲の地山が透水性の悪い粘土質の場合に山砂で
埋戻すと、地盤の液状化の条件が揃うことによって、液状化・浮上のリスクが大
きいことが分かった。
きいことが分かった。

埋戻し部分が液状化しやすい工事
掘削部分の水抜きが可能な場合は、
排水管を設置することが望ましい。こ
の工法は大きな効果が期待できる

下水道における液状化防止工法

① 「埋戻し部の締固め」は、念入りな転圧により締固め度を90％程度以上にする
もの
② 「砕石による埋戻し」は平均粒径（D50）が10mm以上でかつ10％粒径（D10）が
１mm以上の砕石を用いるもの
③ 「埋戻し土の固化」に関しては、一定の圧縮強度が得られるように埋戻し土に
セメントを添加するもの
東日本大震災後、上記３工法のうち、砕石による埋戻しは大きな効果があったと
東日本大震災後、上記３工法のうち、砕石による埋戻しは大きな効果があったと
の報道もあり、浄化槽工事の有効な参考例となる。
の報道もあり、浄化槽工事の有効な参考例となる。
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砕石による埋戻し工事（実証試験）
（１）設置場所
（２）設置浄化槽
（３）設置工事日

：宮城県大崎市
：７人槽（嫌気ろ床・担体流動方式）
：２０１１年１１月

水締めは意味がないが、転圧は必須
今後は保守点検時に浄化槽本体の剛性確認を
行い、変形の推移を観察する。

その他の液状化防止工法
下図のアースドレーン工法や、浄化槽周辺土を低品位セメント等で固化する
工法も提案されているが、未検証であり、今後の成果に期待したい。

アースドレーン工法
浄化槽周囲の地盤に人工材料のドレーン（７
人槽で４本ほど）を埋設して排水性を高め、液
状化を防止する。
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ハザードマップ、液状化マップ
埋め戻し部分の限定的な液状化のほか
に、沼や池等を埋め立てた地盤における
広域的な液状化被害が報告されている。
昔、その土地がどうであったのかを調べ
るには、最近では、Web上で「液状化マッ
プ、液状化ハザードマップ、液状化防災
マップ」等の名称で公開されているので、
「○○市、液状化マップ」などのキーワー
ド検索で探すことができる場合もある。ま
た首都圏に限定されてはいるが、明治時
代の迅速側図が公開されているので参
考にされたい。

宮城県全域の例

今後の課題－１
東日本大震災で被災した浄化槽に法則性はないか
東日本大震災で被災した浄化槽に法則性はないか

平成19年に発生した能登半島地震の際に、石造鳥居の被害を面的に調べて地
震動の方向と相対的な大きさを推定した報告がある。
また、大きな地震による比較的長周期な振動により、容器内の液体が揺動する
スロッシング（sloshing）が発生し、タンクを破壊したり内部配管を切断したりする
ことも知られている。
そこで、全浄連の行う「東日本大震災に伴う浄化槽被害に対する保証制度基金
特別会計からの特別支出」により修補した浄化槽について、被災浄化槽の法則
性を調査するためのアンケートをお願いしている。
この結果が回収できて、そこに何らかの法則性が見いだせれば、別途報告した
い。
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今後の課題－２
浄化槽機能診断士の創設について
浄化槽機能診断士の創設について
市町村は地震直後に被災建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害
を防止するとともに、被災者が自宅に留まってよいか、避難所へ避難したほう
がよいか等を判定する「被災建築物応急危険度判定」を行うことになっている。
しかし大規模災害の場合には、判定を必要とする建築物が圧倒的に多く、また
被災地域が広範囲なことから行政職員だけでは対応が難しい。
そこで、都道府県はボランティアとして民間の建築士等が応急危険度判定を行
えるよう、「応急危険度判定士」の養成講習を行っており、現在までに１０万人
以上が登録されている。
浄化槽もこれと同じように、大規模災害が発生した場合、被災者が自宅に留まっ
て生活するために、浄化槽を使用してよいかどうかを判定する「浄化槽機能診
断士」を創設したらどうかという意見があった。

今後の課題－３
新たな浄化槽管理システムの構築
東日本大震災後、宮城の協会では、地理情報
システム（GIS）を使った浄化槽管理システムと
国土地理院等が提供する津波浸水地域情報と
を重ね合わせ、１ヵ月以内に津波で浸水した浄
化槽の推定基数を把握し、公表することができ
た。
このような例を参考に、ＧＩＳを活用した全国的
な浄化槽管理システムを構築すべく、検討を開
始したところである。このシステムが稼働すれ
ば、大きな災害に見舞われても、「災害に強い
浄化槽」を今より早く、強くアピールすることが
できることになるであろう。
まず手始めに、浄化槽設置届出書に「北緯、東
経の位置情報」を記載することを提案する。
気仙沼市の浸水状況と浄化槽の位置
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第八章 参考資料

ある協会員の体験談
■停電で水道も断水という状況のなか、平成23年４月初めには「浄化槽を使用してい
て大丈夫か？」といった電話が入り始めた。４月下旬にはガソリンも安定確保するこ
とができるようになり、５月のゴールデンウィーク明けから被災地での調査となった。
電話での問い合わせのあった使用者に最優先で足を運び、浄化槽の状態を確認、
現状を説明して回ったところ、 「浄化槽でよかった！」
浄化槽でよかった！」 という話を沢山聞いた。
①目の前まで津波がきてどうなるかと思ったし、一段落したら、津波で家を流された親
戚がやってきて、それまでは家族２人だったものが一気に８人になってしまった。いく
らこんな状況でもトイレを流して大丈夫なんだろうかと思ってね。浄化槽でよかったよ。
特にトイレは我慢できるものじゃないしねぇ。
②家が高台でよかったよ、一階は浸水したけど何とか生活はできてるから。下水道地
域では処理場が津波に飲まれたし、下水管がどうなっているか分からないから住宅
に被害が無くても、排水はしないように言われたみたいだよ。うちは浄化槽でほんと
良かったと思ったよ。
③検査センターへ電話し、浄化槽が使用できることを知り大変助かりました。避難所で
はトイレが無く、周辺に穴を掘って、衛生状態が最悪でした。浄化槽使用可能との話
を聞き、自分自身だけでなく、他の避難者数人も大変助かったと言ってました。
④保守点検業者にいち早く浄化槽の状態をみてもらって迅速に応急処置をしてもらい
助かった。
⑤震災後も余震が続いているが、業者さんが点検に来てくれているので浄化槽は安心
して使用することができています。
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