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震災から ５年を迎えて
〜資源循環とインフラの維持管理〜

1	 はじめに

東日本大震災で被災した各地方自治体では，概
ね ８〜10年を復興期間と位置付けているが，例え
ば宮城県では，発災からの ３年を復旧期とし，そ
の後の ４年を復興期，最後の ３年を発展期と区分
して，現在も数多くの事業を展開している。この
ような状況において，2016年は，震災から ５年と
いう前後半の節目の年を迎えることになるが，こ
の ５年間には，我が国の将来に少なからず警鐘を
鳴らすような大きな出来事が多く発生した。
本稿は，土木技術者としてこの ５年間を振り返
り，主に震災の復興に関して何を貢献してきたの
か，そして今後も迫りつつある巨大地震・災害に
対峙する土木技術者の役割は何か，などについ
て，資源循環とインフラ維持管理の観点から私見
をまとめたものである。

2	 新聞記事等による発災からの５年間の俯瞰

冒頭に述べた通り，東北地方の被災地域では，
2016年で震災から ５年という前後半の節目の年を
迎えるが，この間に，東北地方の被災地で，災害
廃棄物（がれき）の処理や資材調達，復興街づく

りなどについて，どのような出来事があったか，
地元紙である河北新報の見出しとその概要を時系
列で表― 1にまとめてみた。なお，本表には，筆
者が土木技術に関わるものとして，地元で取り組
んだ事項（表中の注 １，注 ２）と，大規模自然災
害など特記しておきたい事項を表中のセルを網掛
けして示してある。
このような経緯を俯瞰すると，東日本大震災が
発生し，初動として行われる人命救助や道路啓開
などがある程度収束した後，復旧・復興の前段階
となる災害廃棄物（がれき）の処理については，
およそ １年が経過した後にようやく本格的に稼働
したこと，また，復興の過程で，資材需給の著し
いアンバランス，復興とは直接関連しないインフ
ラの老朽化問題の露呈などが読み取れる。
ここでまず，災害廃棄物の処理に注目する。環
境省廃棄物・リサイクル対策部では，発災後から
ほぼ １か月ごとに「災害廃棄物等処理の進捗状況」
を公表している※１が，宮城県と福島県についての
集計結果をグラフ化した情報を図― 1に示す。な
お，岩手県の処理進捗については，宮城県のそれ
とほぼ同様の傾向を示しているが，業務契約や焼
却炉の設置解体などの期間を除くと，発災後 ３年
で災害廃棄物の処理を完了させた今回，実質的に
処理の操業にかけられた期間は １年ないし １年半
くらいの期間ではないかと推察される。なお，福
島県では，福島第一原子力発電所の破壊による放
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表― 1　地元紙（河北新報）朝刊に掲載された主な記事内容と筆者の記憶に残る出来事
（濃い網掛け：筆者の記憶に残る出来事）

年 月日
発災からの
経過期間

記事の見出し 記事の概要

2011
3.12 1 日 宮城　震度 ７　大津波 3.11の本震を伝える

4.8 1 ヶ月 宮城　震度 ６強 最大の余震を伝える

2012

2.12 11ヶ月
震災11ヶ月　がれき山積み
進まぬ広域処理

災害廃棄物の処理が遅々として進まない状況を解説

６.15 1 年 （注 1）震災がれきと未利用資源の最適化アロケーションコンソーシアムを創設

9.1 1 年 ６ ヶ月
宮城県　がれき処理委託
北九州市と契約

広域処理の状況を解説

9.4 1 年 ６ ヶ月
生コン不足　対策急務
原材料の増産もはや限界

震災直前に「冬の時代」であった生コン事業者の実
態を解説

10.28 1 年 ７ ヶ月
盛土足りない　宮城・岩手
東京ドーム42個分

沈下した地盤のかさ上げ工事における資材不足を解
説

12.2 1 年 9 ヶ月 笹子トンネル天井板崩落事故

2013

1.22 1 年10ヶ月
県受託がれき　処理率 3割
不燃物の最終処分進まず

災害廃棄物の処理が遅々として進まない状況を解説

3.2６ 2 年
復興工事　ダム砂利用
生コン原材料確保

国交省が復興資材でダム堆砂の利用開始を解説

3.28 2 年
被災地の生コンプラント新設
宮古・釜石は国　気仙沼は県

国，自治体の支援を受けた生コンプラント新設を解
説

12.2７ 2 年 9 ヶ月
再生土砂　福島へ搬出
宮城・山元から復興工事用

資材化された土砂材が自治体をまたいで利用された
ことを解説

2014

1.8 2 年10ヶ月
震災がれき　宮城9６％岩手90％
国　年度内終了にめど

がれき処理が当初予定の 3年で完了する見込みであ
ることを解説

1.15 2 年10ヶ月（注 2）東北大学大学院工学研究科インフラマネジメント研究センターを創設

4.1 3 年
宮城，岩手の処理完了
福島は 2月末時点で７1％

岩手，宮城のがれき処理が完了し，福島が遅れてい
ることを解説

4.14 3 年 1 ヶ月
国土交通省社会資本整備審議会道路部会が「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言（最後の警告）」
を公表

4.22 3 年 1 ヶ月 総務省が「公共施設等総合管理計画の策定要請」を公表

5.25 3 年 2 ヶ月
「他の山は？」不安の声
仙台・蕃山違法伐採

資材不足の状況下で違法伐採による資材調達が行わ
れたことを解説

8.12 3 年 5 ヶ月
かさむ経費　商店主圧迫
復興「身の丈に合わず」

神戸の教訓として，身の丈に合わない開発が誤算で
あることを解説

8.19 3 年 5 ヶ月
除染袋劣化　破れる
規格外品　管理ずさん

仮置きで使用したフレコンパックの経年劣化を解説

8.20 3 年 5 ヶ月 集中豪雨により広島県で大規模な土砂災害が発生

8.23 3 年 5 ヶ月
プレハブ仮設　試験改修
岩手県　延命　費用や課題検討

被災者の仮設住居が劣化したことを解説

9.2７ 3 年 ６ ヶ月 御岳山が噴火

2015

７.23 4 年 4 ヶ月
石巻　再開発相次ぎ白紙
市街地再生遠く

高齢化などの理由により地権者等の意思統一が困難
であることを解説

9.19 4 年 ６ ヶ月 集中豪雨により鬼怒川（茨城県），渋井川（宮城県）で堤防が決壊

11.21 4 年 8 ヶ月
二日町庁舎　移転で閉庁
東北整備局

国土交通省東北地方整備局庁舎の移転を解説

11.29 4 年 8 ヶ月
核のごみ　21道府県拒否
最終処分地　選定難航必至

原発から発生する高レベル放射性廃棄物の処分が困
難であることを解説

201６
2.2 4 年11ヶ月

仙台市「文化観光局」新設へ
交流人口拡大策を強化

震災から 5年の節目としての仙台市の取組みを解説

2.3 4 年11ヶ月 仙台市「復興事業局」を廃止 震災から 5年の節目としての仙台市の取組みを解説

（注 1）http://www.gareki-shori.com/
（注 2）http://infra-manage.org/
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射能の影響により，災害廃棄物の処理が進め難か
ったという事情を反映している傾向も読み取れる。
今般の災害廃棄物の処理と利活用においては，
実に多くの技術開発がなされたが，今となって
は，いずれの処理サイトもその痕跡すら残ってい
ない。しかしながら，将来において発生が予想さ
れている首都直下や南海トラフなどの地震時に応
用されるよう，多くの知恵と勇気が注ぎ込まれた
これらの技術を継承し，後世に伝えることは，極
めて重要なことであると思う。そのためには，今
般の災害廃棄物への対応で培った技術を，平時の
資源循環に役立てることが不可欠である。

3	 東北地方のインフラの状況の整理

表－ １に示した通り，この ５年の間に，インフ
ラの老朽化については全国的な社会問題として扱
われるようになり，2012年12月の笹子トンネル天
井板崩落事故を教訓として，2013年はメンテナン
ス元年と位置づけられた。2014年 ４ 月14日には，
社会資本整備審議会道路分科会が取りまとめた
「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言（最
後の警告）」※２が公表され，これを受けて，同年の
５〜 ６月にかけて全都道府県において道路メンテ
ナンス会議が設置された。さらに，道路構造物に
ついては，2014年 ７ 月には ５年おきの近接目視が
義務化され，いよいよ本格的な維持管理の体制が

整備され始めた。総務省が「公共施設等総合管理
計画の策定要請」※３を公表したのは，同年の ４ 月
22日であり，「最後の警告」が提言されてからほ
んの ８日後のことである。
現在の東北地方では，本格化しつつある東日本
大震災からの復興事業とともに，老朽化しつつあ
るインフラの維持管理についても並行して対応せ
ざるを得ない状況にある。さらに，「最後の警告」
が出され，続けて総務省から「策定要請」が出さ
れたわけだが，このような状況に曝されている東
北地方の地方自治体は，二重苦どころか三重苦，
それ以上にもなっていると推察できる。以下に，
東北地方のインフラを維持管理する上で考慮すべ
き事項をまとめる。

⑴　積雪寒冷地特有の劣化
積雪寒冷地域である東北地方は，厳しい寒さや
強い風の影響により，コンクリート構造物が凍害
をはじめとする特徴的な損傷を引き起こし易いこ
とは良く知られている。凍結防止剤の影響による
劣化損傷は，例えば，高規格道路のアスファルト
部分を除去した床板のコンクリート部分（写真―
1）において，コンクリート組織が崩壊し，土砂
化あるいは砂利化した状況が報告されている。
また，写真― 2は，東北地方のある県が管理す
るPC橋の外観であるが，T桁のウェブにPCシー
ス沿いの滲みが卓越し，ひび割れ発生に至ってお
り，析出物の色調からは，内部で鋼材腐食が生じ

図― 1　災害廃棄物等処理の進捗状況（2014年 3月31日までの情報）
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ている可能性も示唆される。このような劣化は，
上縁定着部あるいは桁端部の間隙から侵入した水
分がシース内のグラウトの未充填部もしくはシー
スと母材コンクリートとのすき間に行き渡り，こ
の水分が氷点下になって凍結し，体積膨張してコ
ンクリートにひび割れを生じさせ，年数を経てひ
び割れが拡幅し，遊離石灰を析出させたものと考
えられるが，積雪寒冷地で頻繁に散布される凍結
防止剤が鋼材の腐食を加速させていると推察され
る。

⑵ 　地震や津波を被ったことによるインフラの状
態の複雑化
今般の東日本大震災により，東北地方にあるイ
ンフラのうち，甚大な被害を受けたものについて
は，災害査定の結果，再構築されたものが多数あ
る一方で，損傷が軽微であり，応急処置等を経て
供用を再開したものも少なくない。しかも，後者

の構造物の中には，経年による老朽化した構造物
も混在しており，これらの安全性や使用性につい
ては，極めて複雑な状況に置かれていると考えざ
るを得ない（図― 2）。

⑶　震災後遺症の露呈
写真― 3は，震災時による津波の浸水域にあり
ながら，損傷が軽微で供用を再開した学校施設の
ある柱部分の状況であるが，管理担当者の話で
は，このような金属部分の腐食は，震災前には見
られなかったとのことである。阪神・淡路大震災
で損傷を受けた構造物は，1995年の震災発生から
20年を経た昨今において当時の「古傷」が再び痛
み出したとの話を聞くが，東日本大震災において
は，震災からわずか ４年で「古傷」が再び痛み出
したようである。

写真― 1　コンクリート床板の砂利化の事例

写真― 2　  PCT桁に発生したシース沿いのひび割れ
とさび汁

図― 2　  震災により複雑化したインフラの状態の 
説明

写真― 3　  震災後わずか 4年で腐食が顕在化した 
津波被災地域の学校施設 
（2014年12月　筆者撮影）
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⑷　復興事業の加速に伴うインフラの酷使
仙台市を起点とする三陸自動車道の仙台〜石巻
区間などでは，震災以降，救援物資の輸送や作業
員の移動などで，震災前と比較して使用状態が大
きく変化しており，終日，頻繁に渋滞が発生し，
大型車の通行が激増している。これらの構造物は
老朽化しているわけではないが，交通荷重の増加
により，道路施設の損傷が早まっているとの指摘
がある。本路線は，震災復興の生命線の一つでも
あり，このような構造物に対しても，しっかりと
した保守が必要な状況にある。

⑸　新たな難局の急増～土砂災害警戒区域～
2014年 ８ 月20日に発生した平成26年豪雨による
広島市の土砂災害を契機として，日本中の土砂災
害警戒区域が公表されることになった。表― 2
は，東北 ６県における土砂災害警戒区域などの公
表情報※４をまとめたものであるが，これらの数字
は，今後の調査の進捗により，さらに増加する見
込みであるとのことである。

4	 東北地方におけるインフラ維持管理に関する取組み

東北地方では，東日本大震災により橋梁や道路
をはじめとする多くのインフラ施設が甚大な損傷
を受けたが，被災自治体は復旧・復興に邁進して
いる状況のため，維持管理を適切に進めるだけの
体制が極めて不十分となっている。このような状
況を鑑みて，東北大学は，2013年12月に国土交通
省東北地方整備局とインフラ維持管理に関する連

携協定を締結し，これに基づき，2014年 １ 月，大
学院工学研究科内に自治体を支援する組織として
インフラマネジメント研究センター（IMC）を設
立した※５。IMCは，2014年 ３ 月に山形県上山市，
宮城県岩沼市，東日本道路（株）東北支社，ネク
スコエンジニアリング東北（株）と，また，2014
年12月に（一社）東北地域づくり協会と，2015年
３ 月に山形県県土整備部ならびに（一財）山形県
建設技術センターとの連携・協力に関する協定も
締結し，東北地方の地方自治体のインフラ維持管
理の支援体制とともに，地域の維持管理の技術拠
点形成を目指している（図― 3）。
東北地方においては，IMCの取組みのほか，県
内の地方自治体の道路をはじめとするインフラ維
持管理支援として，産官学等の連携による様々な
取組みがなされている。例えば，青森県では「青
い森の橋ネットワーク※６」が，秋田県では「NPO
法人秋田道路維持支援センター※７」が，福島県で
は「ふくしまインフラ長寿命化研究会※８」が，そ
れぞれ精力的に活動を進めている。また，岩手県
では，老朽化インフラの維持管理のみならず，復
興事業として進行している三陸道の品質確保に関
する設計施工までをも視野に入れた「岩手県のコ
ンクリート構造物の品質確保および維持管理につ
いて考える会」が活動中である。現在，これら各
県での活動と東北大学インフラマネジメント研究
センターの活動とが有機的な連携を目指し，今
後，東北地方の地方自治体におけるインフラ維持
管理を包括的に支援し得る体制を整えていこうと
考えている。

表― 2　東北 6県の土砂災害警戒区域等の公表情報
県名 土石流 地すべり 急傾斜 計
青森
岩手
宮城
秋田
山形
福島

1,130
７,198
3,413
4,18７
2,21６
4,2７2

６3
191
105
2６2
230
143

2,812
６,959
4,9６4
3,23６
1,325
4,2７4

4,005
14,348
8,482
７,６85
3,７７1
8,６89

東北 ６県計 22,41６ 994 23,5７0 4６,980
全国 183,8６3 11,288 330,15６ 525,30７

出典：国土交通省
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５	 おわりに

土木工学とは，災害などの自然の脅威から，人々
の安全を守り，生活を豊かにする社会資本を建設
し，維持・管理するために貢献するための学問領
域であると心得ている。東日本大震災において
も，例えば，耐震という観点さらすれば，インフ
ラの被害はそれほど大きくはなかったと指摘され
ているものの，多くの尊い命が失われてしまい，
日本中の多くの人々が，困窮してしまった。この
ような状況が全て土木工学のせいではないが，土
木技術者が，少なからず人々の豊かな暮らしを守
るという使命を果たせなかったのも，事実として
受け止めなければならないと，今でも思っている。
残念ながら，インフラの維持管理にせよ，災害
廃棄物の処理・利活用にせよ，今回の震災を契機
として，日本がダメになれば，それを「良し」と
する国もあるはずであり，それが，国際競争とい
うものであろう。だから，何が何でも負けるわけ

にはいかず，悲しい経験をしたけれども，それを
乗り越え，日本はしっかりと復興を成し遂げ，も
う一度，大きく成長しなければならないと思う。
元通りで終わるか，我が国がさらに発展し得るか
は，今後の ５年にかかっているのである。
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