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質問１．「東北地方太平洋沖地震」に関して、緊
急時の対応、支援活動に関して、ご意見をお願
いします。

質問２．　被災地域の復旧対策、復興について、問
題点、課題、提案等お気づきの点があれば、お願い
します。

義捐金
現地支
援協力

まとめ
ML参加

に
よる情報

被災地域へのあなたができる具体的支援や協力できる行
動についてお願いします。

その他

3221112

この状況の中で、学術調査は迷惑という議論は尤
もですが、未曾有の災害を記録し
分析することは、将来の防災対策を立案する意味
において重要であることは言うまで
もありません。今回の災害の記録を後世に伝える
ことは、今の時代に生まれた私たち
専門知識を有する技術者の義務と感じます。
　ただ被災者への配慮という意味では、一定のガ
イドラインや倫理規定のようなもの
が必要と想います。被災経験者や、災害調査の経
験者が話し合って、技術支援のガイ
ドラインを作る必要があります。
　いまだに放射線に関する情報の捕らえ方が一般
の人にはわかっていないようなの
で、放射線と放射性物質の違いや、放射線量と健
康被害との関係などをHPなどでまと
めて発信する必要があると思います。

　おそらく技術者や装備が被災していることと考えられま
す。地元の雇用を奪わない
形で、数週間以上にわたり腰を落ち着けて現地で技術支
援をする体制が必要と思いま
す。特に町村レベルは、技術士会が復旧までのプロセスに
ついて積極的に応援すべき
ではないでしょうか。

私はのり面防災を専門とする地質技術者で、年に10回以上は災
害現場にリアルタイ
ムで赴き、応急復旧まで対応しています。また地震に関する学
術調査団にも参加経験
がありますし、防災士の資格もあります。費用の問題が解決す
れば、地上設置型の
レーザープロファイラーを持って現地測量を行うチームも動かせ
ます。

3221306

緊急時には自分ができることをやるしかない（それ
しかできない）と思います。
　　　　　　今、私ができることはわずかながらでも
義捐金を送ることです。

あるHPに阪神大震災を体験された技術士の方が次のよう
に書かれていました（一部、編集）。
　　　　　　「震災後、各種学会などの調査団が現地に入っ
てきた。被災者にはまったく関心が無い。
　　　　　　あるのは被害状況だけ。被災者にしてみれば迷
惑千万。被災者にもっと思いやりと心遣いが欲しい。
　　　　　　　ここは観光地ではないのだから。。。」
　　　　　　技術士会も含め、いろんな学協会が今後、現地
調査に入ることになると思います。
　　　　　　今回の大震災を教訓に、将来の安全安心に向け
た技術の向上のため、調査は必要だと思います。
　　　　　　でも現地調査に参加される方は、ぜひ被災者に
対しての思いやりと心遣いをお願いしたいところです。

■

■※技術
支援が自
分の専門
分野と合
致するこ
と、職場
の許可が
得られる
ことが前
提となり
ます。

■※作業
が勤務時
間内にな

るなら
ば、職場
の許可が
得られる
ことが前
提となり
ます。

■

他の災害でもそうなのですが、現地視察や調査は学協会がそれ
ぞれ独自で行っています。
　　　　　　極端なことを言えば、同じ人間が違う学協会のメン
バーとして参加している例が見受けられます。
　　　　　　また、現地で対応する方も来るたびに同じことを説明し
なければならないという煩わしさがあります。
　　　　　　そして、いろんな学協会が日を変えて現地に入ってくる
光景が、被災者からすると観光にしか見えないのだと思います。
　　　　　　技術士会の会員には土木学会や地盤工学会などの会
員として活躍されている専門家が多いと思います。
　　　　　　技術士会は現地視察や調査は単独で行わず、ぜひ土
木学会や地盤工学会などの学協会と
　　　　　　協力して行っていただきたいと思います。
　　　　　　そして将来の安心安全に向けた技術提案を、学協会
は官公庁などの行政を対象に、
　　　　　　技術士会は国民（一般市民）を対象にして行っていた
だきたいと切に願います。
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　先ず、地震大国であるわが国において、想定外
を加味した緊急対応が何かとアンケートを取るに
至る事態お粗末と受け止める。とは言え、技術士・
防災士である立場から以下のことを申し添える。
①被災地ニーズを把握し必要とする情報収集と人
的支援（技術以外も含む）
②社会基盤の健全度調査
③二次災害の防止
　大津波による激甚災害に惑わされることだけで
なく、特に、今立ち入れできる復興後の安全確保
のために、例えば、危惧する山津波発生対応の調
査、被災地及び周辺の被災地における地盤状況
の把握、
④その他
　・初動体制は被災箇所の地域特性が分かる当該
地域及びその周辺地域の技術士が出
　　動・対応し、その後、さらに必要とする支援内容
を把握した上で、広域的な支援体
　　制のもとに対応していく。
　・今回の体験を踏まえ、専門技術者集団の危機
管理に於ける備え、支援のあり方を的
　　確に捕らえ、今後の構築すべき課題と考える。
　・日頃より防災士会等との連携強化、一般的ボラ
ンティア活動の必要性を求める。

　災害に強いまちづくりに向けて、今後、どのようなグラン
ドデザインにするかは、学識経験者等が加わって来る。特
に、我々は現地主義者の立場から市民意見や現地特性を
活かしたサポートを重視する。さらに市町村では技術者が
少ないことから専門委員会の創設を提案し、復旧対策、復
興等のサポートを行う。
　防災に於けるハード・ソフト対策として、現下の厳しい財
政事情の下、当面は被災地は基より全国的にソフト対策
（防災マップづくり・ＩＴ、防災学習等）を展開する。

大変、ご苦労様です。
さて、今回の大規模災害における緊急対応は、今後の防災委員
会における課題であると察します。何れにせよ、国、地方自治
体、公益事業者等と統制・連携した組織づくりの中で、日本技術
士会の役割と社会的に向けての知名度アップが要です。従っ
て、現場の東北支部での後尽力は、今回の支援活動を通じて、
減災に向けた方策に展開されるを切望します。
なお、日本技術士会の提言内容は、時遅しと受け止め、現時点
での国民の目線に沿った具体的な支援内容にすることを求めま
す。
後になりましたが、標記アンケートに関して添付fileのとおり送付
しますので、宜しくお願いします。
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放射線が被災地農作物に与える影響（範囲・程度）の調査
土砂に覆われた農地の復旧について
海水の影響について

技術士会が支援できること（支援をすること）を被災地域へ伝え
ること

3221526
支援活動についていくつもの組織が協力して効率
よく支援するにはどうしたら良いのかを普段から議
論しておくことが大切である。

各地域で被災の状況や優先課題は当然異なってくるが、
どのﾕﾆｯﾄ単位で何を優先するべきか個々の問題について
はどこまで対応するのかをわかり易く住民に説明すること
が重要であると考える。

■

3221540

　被災地が広範囲であり、被災者の数は把握でき
ないほどの数に上っていることから、近隣県、とり
わけ東京都他関東の地方公共団体は、国の災害
対策本部と綿密に連携し、被災者・避難者の受け
入れ態勢を大規模かつ迅速にとる必要がありま
す。
　インフラの仮復旧に対する支援も都や県境を越
えて「迅速」に行う体制が必要です。
　また、インフラ復旧情報など、支援策の立案に不
可欠と考えられる情報の一般開示が少ないことが
気になります。（ＮＨＫや民間報道機関のバイアス
がかかった情報に頼ることなく）公共機関から直接
と民・市民に的確な情報が伝達される仕組がある
にもかかわらず、それが十分に機能していないこと
に問題を感じます。

　津波の被害が甚大であることに脅威を禁じえません。今
後の市街地復興にあたっては、津波による甚大な被害が
あった地域での復興が正しい選択なのかどうか、居住地・
産業施設等の立地適正選択の視点から根本的に考え直
すことが必要ではないかと考えます。

■ ■ 　被災地域における市街地復興計画及び復興事業への参画
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電気電子部門の観点から回答いたします。壊滅的
な津波の被害を被った三陸海岸を含めた岩手、宮
城、福島の通信、及び電力インフラへ与える影響
は未曾有の被害になるものと推察します。地方整
備局、県防災、市町村防災の現況調査に技術士
の参加は何にもまして大きな支援になるものと考
えます。技術士が最も被災現場に必要な人財と考
えます。
日本技術士会として、各部門の調査団を派遣する
ことを考えていくことが今こそ求められているのだ
と強く思います。

これだけ広範囲かつ未曾有のインフラの喪失という事態は
ありません。加えて原発の
非常事態による首都圏の電力不足は長期に渡る復興にな
るものと思われます。
被災地では緊急のインフラ整備、首都圏では安定電力の
確保について技術士会から
必要な技術の提言と現場での指導的な立場での参画が必
要になると考えます。
企業内技術士の中にも現地で何かのお役に立ちたいと考
えている方は多いと思います。
ただ企業の制約を多く受ける企業内技術士に対し、日本
技術士会から経団連などを通じて、企業内技術士の現場
派遣の依頼をしていくことも技術士活動の上で必要かと思
います。そのことが経営者に対して技術士の有用性をア
ピール出来る好機であると思います。

■
■

3221609
巨大津波に対する安全設計指針を作成する必要
がある。

1） 津波被災調査結果をもとに、今後の対策として、反映す
べき点を明らかにして、公表する。
2） 原子力発電所の巨大津波の設計の見直しを今回の被
災状況をもとに、検討する。
3） 現状の福島原子力発電所の放射能拡散防止には、放
出ガスの捕捉処理が必要であり、既存のタービン系オフガ
スシステムの復旧が必要。それでも、出来ないときには、
原子炉建屋の密封構造の構築と排ガス処理システムの仮
設が必要となろう。
〈いつまでも、放射能の大気拡散をすべきではない〉
4） 原子炉への海水注入にともなうステンレス鋼等の原子
炉鋼製材料の腐食劣化と今後の対応を評価する必要があ
る。

■

3221613

・短期対応と長期対応がある。
・短期対応では、もう遅すぎる。
・まずは義援金をとにかく技術士会としてはやく募
るべき。
・東北地方の方は、とやかく言っている場合ではな
いと思う。ほとんどの団体は、もうすでに動いてい
るのでは？
・今となっては中長期対応として回答します。

・気付き事項は山ほどあるのでは？
・どれを優先して対応すべきかを早く決めるべき。
・ライフライン復旧の支援（復旧計画の支援、公官庁との折
衝、人材・施工業者の斡旋、金融機関の斡旋、衣類・食
糧・住居調達のサポート・・・）
・情報提供サービス

■ ■ ■
専門が材料なので、現地調査には即座に役立たないと思う。
物を作ったり、デスクワークは支援できる。

3221626

・耐震強化岸壁を活用し海路より重機を運搬し、仮
設道路を確保し、物資の運搬を図る。
・トップの命令系統を明確にし、現在の保安院等の
あいまいな対応でなく、現場の責任者が自信をもっ
て回答する体制を構築する。
・窓口の一本化を図る。

・通常の災害復旧は原形復旧が原則だか、関連・助成だ
けでは、だめで、特別立法で安心・安全のまちづくりのた
め、政府がもっている株式の売却費用を当て、今回の震度
対応の施設を造るべきである。
・コンクリートより人の民主党政権の政策は根底から排除
し、施設面の充実を図る。
・公共工事予算の拡大。

■ ■



3221627

小職は、西宮在住で、淡路神戸大震災を体験しま
した。今回の件について、
「原子力発電」の専門技術士の方々が、直接現地
に赴き、アドバイスすることが技術士会としてでき
ることだと思います。経営工学部門と小職として
は、自宅で用意できる
タオル・毛布・衣類等物資等必要なものあれば、送
付します。

　今回の震災で、首都集中問題があると思います。東日本
大震災といっても、首都にとっても被害影響多大だと思い
ます。昔、首都分散が提案されていたと記憶しております。
これを契機に、「首都分散」の意義・推進を技術士会で、提
案できるのではないでしょうか？

■ ■ 質問１で回答しましたが、物資の送付支援可能です。

3221634

① 地盤と基礎の関係を調査すべきではないか？
原発の事故は、地震で基礎が崩壊していないか、
懸念している。
② 技術者（技術士を含む）の支援は、技術的な調
査、現場での目視危険度・被災度等の判定と思わ
れる。

① 街が壊滅的打撃を受け、街ごと崩壊している所は、１０
０年の大計を考えた街創りが必要と考えます。高台住居地
移動、経済活動拠点の海辺地域の緊急避難所確保＝魚
市場は１０ｍ程度の下駄履き建物とし３～５階建てのＲＣ構
造物とする。また平地経済活動拠点にも避難構造物を築
造する。
② 住居への全額補助の政策→住居を根こそぎ津波にさら
われている状況から、個人の住居復興は、元の居住者一
家死亡などがあり、街創り上困難であり、とりわけ若手の
住宅ローンを残した被災からの復興は、極めて難しいた
め、基本的に国家が補助して再建する策が必要と考える。
それは、被災難民を最小限に食い止める策にもなると考え
る。例えば、１戸住宅あたり、１５００万円の補助とした場
合、１０万世帯だと１．５兆円になります。消費税に換算す
れば、１．５～２％程度では？
③ 津波対策として、先人達が取り組んできた津波対策を
調査し、構造物のみに頼らず人の知恵も活かす対策をして
いくことも必要と考える。

■ ■時間と場所が合えば、ＯＫ
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１． 緊急対応、ニ次災害の防止の提言
技術士会の貴部会での提言は度重なる災害で既
に緊急時対策として事前に準備されているので
は？と思います。先ずホームページ等でそれを公
表すればよいと考えます。
今から提言や緊急時の対応を論じるのは遅いと考
えています。
なお提言及び対応策は具体的に以下の分野をわ
けて分かり易く説明する必要があります。
１） 一般的な緊急対策（建築、橋、道路、鉄道、水
道、食料、衛生、輸送等）
２） 原子力発電の緊急対策

復旧活動
何時も災害が発生しても実際の活動が少なすぎる。緊急に
災害援助登録者を募り専門
チームを組み直ぐに、政府、地方自冶体、NPO等に働きか
け支援する必要がある。
いつも行動が遅く効果が上がらない組織にならないよう綿
密な計画や支援方法を
考えて下さい。

■ ■ ■ ■

3221701

　自治体が救助・救済段階であり右往左往の状態
なので、あまり早く乗り込んでも迷惑かと思います
が、少し落ち着いたら直ぐに復旧に入らなければ
ならないと思います。復旧にも当面の１次の復旧、
2次の復旧、その後長期的な復興と進むのではな
いかと思われます。

未曾有の災害であり、緊急的・１次的な復旧として以下の
提案を記してみました。
①当面緊急に実施する災害復旧計画立案支援。
②調査対象ｲﾝﾌﾗは、道路及び河川に着目。
　③あくまでも、自治体職員との連携による整備上の問題
点の把握、計画立案及び調査等作業の実施。

■ ■ ■

　私ごとです。1964年25歳の時に新潟地震、1995年56歳の時に
阪神大震災に土木コンサルタントの社員として災害復旧の技術
支援に携わった経験が有ります。地方自治体等技術支援に1週
間程度ならポランティアが可能と思います。しかし、72歳の老体
を受け入れてもらえるかが心配です。健康には自信が有るつもり
です。夏山を5・6回/年登れることの目標で週に３回6ｷﾛ程/回歩
き、一昨日は、手賀沼一周約20ｷﾛ程4時間で歩いてきました。
　被災の受けた自治体がこのようなポランティアを受け入れてく
れるかですね。

3221701

別添資料の通り，東京隅田川にも津波が襲来して
います．今回規模の地震，津波が関東で起きてい
たら，隅田川沿川でも越水し，徒歩帰宅していた群
集が津波に呑まれたり，首都機能が麻痺した可能
性があったと思われます．
東京で多くの人が地震直後から徒歩で帰宅してい
ましたが，地震直後の社員等の帰宅は津波がおさ
まったことを確認してからの方がよいと思われます

・地震，津波の停電で，都市機能が麻痺したとき，バック
アップシステムである自家発電の燃料やガソリンが不足す
るとは思いませんでした．電力に偏りつつあるエネルギー
システム（例えば電気自動車）のバックアップを考えておか
ないといけないのではないでしょうか．
・また，今回の原発問題の輪番停電で混乱していいます
が，東西連携（50Hz地域と60Hz地域の変換機器）は喫緊
の課題であろうと思います（東京電力さんはこれまで東西
連携を断っていたと聞きましたが・・風評であることを願って
います）
・福島第1原発は廃炉にならざるを得ないでしょう．電力エ
ネルギーの政策転換が迫られてくると思います．　とはい
え原子力発電はこれからも必要と考えます．技術士会とし
ては電力エネルギー政策の技術的支援が必要になってく
るのではと思慮しています
・また節電についても法の網を被せるべきだと思います．
派手なネオンが消え，24時間営業も自粛しているようです
が，誰も困っていません．我々の生活スタイルを見直す絶
好の機会だと思います．節電の法規制を提言して欲しいと

■ ■ ■

お疲れさまでございます．
つたない回答で申し訳あり
ませんが，別紙添付の通り
返信します．
なお，併せて　東京隅田川
の津波痕跡も添付します．
仮に東北地方を襲った津
波が東京に来ていたら，徒
歩帰宅していた多くの
都民が津波に呑まれ被災
した可能性があります．
避難と防災・減災のあり方
に課題があったと思ってい
ます．

3221702
・日本は如何に緊急時に弱いか愕然とする。我々
はもっと「非定常時の技術及び体制も含めたインフ
ラ」を研究する必要がある。

・関係者ががんばっているので直ぐにはないと思う。しか
し、我々の中期的課題は多い。

■ 義捐
金への応
募（技術
士会義捐
金募集を
準備中）
→既に他
機関を通
し実施し

た。
これは技
術士会本
来の活動

ではな
い。

■　調査
結果まと
めに関す
る支援
→但し、
各団体と
は別な角
度からの
中期的検

討、提
言。

（その他）
　　「技術士は公衆の安全・
安心を本当に補完してきた
か」という命題に立ち、技術
士会全活動とする。
（１） まず、自部門の安全・
安心の問題点を抽出し部
会毎に研究会を立ち上げ
る。
（２） 次に、技術には複合
領域があるから、部門横断
的研究チームに発展させる
（技術士会の特徴）。
（３） 検討結果を官庁、企業
団体、学会等に提言し具体
化させる。
これができなければ、国民
は技術不信、技術者不信
になり技術士そのものすら
無くなっていく。

3221708

私は、原子力の専門家ではありませんが、「技術
士（原子力・放射線部門）」の専門家が福島原発の
窮状に関して、経産省原子力保安委員会や東京
電力又は、国に対して、原発危機を救う具体策（危
機脱出後は、今後のクリーンで安全な新エネル
ギー開発）に関する技術士会としての具体的提言
を行うことが、一番必要と考えます。

①放射能汚染の具体的範囲（立ち入り禁止地域、汚染農
作物等）の具体的見える化が、復興のために必要と考えま
す。
これなくして、国内第三者(被災されていない方)や諸外国
関係者の支援を受けにくいと考えます。
②次に、被災地で必要な具体的物資のリスト、その受付先
(住所、電話番号等)の明示が必要と考えます。

■ ■

⇒まずは、メーリングリストに参加させて戴き、その内容を見て、
各状況で自分にできる具体的支援・行動を検討し、実行させて
戴きたいと
考えます。

3221712

技術者として正確な情報発信の方法と体制を整え
る必要がある。今震災では、ツイッターをはじめと
する、新たな情報交換ツールが活用されているが
原発、津波、道路や新幹線の崩壊、ライフラインの
状況等さまざまなデマや憶測が飛び交っている。
技術者集団として世間の質問に答えたりする体制
を整備するべきである。

今災害のようにあまりにも広範囲で大規模な災害復興に
際しては、各県単位で一律復興を図るのは資金的にも人
材その他の資源的にも困難を伴うことが予想される。
国、県、市町村がそれぞれの役割を分担すると資金や資
源が分散することになるので、一元管理をする組織が広域
かつ広範囲（地域や機関）な復興計画を作成する必要があ
る。

■

・測量業務に関する事項（近県であれば現場作業も可）
・砂防施設の詳細設計
・道路施設の詳細設計
・土地境界に関する資料まとめなど

3221712

報道機関（民放）は、各局が同じような報道をせず
役割分担して被災者に真に役立つ報道すべき。た
とえばＮＨＫは政府情報、ＴＢＳは交通情報、フジ
は避難所情報、日テレはインフラ情報など。これを
直ちに政府主導で行なうべき。

福島原発周辺の農業・酪農への風評被害に対する補償を
手厚くすべき。

■

義捐金は既に別の大体や
個人から実施している人が
多いのでは？
　（私も実施済み）。

3221719
(1)震災名は，地震名でなく，東日本大震災[新
聞]，東北関東大震災[NHK]などどれかに統一しま
せんか？

(1)1000年間隔の災害を掘り起し，規模を再確認する必要
がある。
(2)復旧では，また，1000年以内に同じ大震災に遭遇する。
この機会に復興の計画として次のような事項を盛り込むの
が良い。
　(a)海から10m上にだけ家，工場，役所，学校などを作る。
　(b)電力融通のために，日本全土60Hz又は幹線だけ直流
送電に統一する
　(c)東北は，新幹線，東北自動車道を福島第二原発（第一
は廃炉と想定）から，80km遠い迂回路を準備する。3基同
時事故は，半径80kmが避難区域があり得ると見込む。
(d)M9.0は，あり得ると見込む。

■ ■ ■

3221720

自衛隊、警察、消防署の方は非常に責任感を持っ
て対処に当っていただきました。自治体も制約の
中対応しましたが、政府行動の一部に政局対応が
見えたように思います。目前の対応にまずは全力
を挙げて頂きたい。東京電力は対応の優先順位に
改善の余地ありで、PDPCなどで事前に手順を用
意しておいてほしい。

物流、燃料が寸断された状態で、各自ほぼ ストを尽くし
たのではないか。石油への依存度を再確認する事になっ
た。
買い占めに走る事は予想できるので、震災直後に特殊事
態を宣言し各店に販売方法の規制をかけるべきではな
かったか。
今後は数十兆円の復興費が必要となり、借金ではなく増税
で累進を効かせた国民総力であたるべき。

赤十字へ
十万円、
別件一万
円送金済

み

現地で操
業再開に
困ってい
る中小企
業などあ
れば支援

します

3221723

石油、ガソリン等については既に対策が打たれて
おりますが、これから本格的に必要になる日用雑
貨や購入する衣類等の手当のための対策が必要
かと思います。
１）物流設備の震災被害の早急な復旧、稼働開始
～　極力地元店、生協、等
２）そのための細かな交通手段の整備　～　細部
への配達道路の確保　・高速道路規制

住む家、ガス、水道、電気、資金、等の基幹インフラは国
家的に整備復旧に注力されることでしょうから、それ以外、
例えば上記の問題、他　下記が考えられます。
１）元の各家周りの片づけ
２）同上交通手段の補間　～　特に高齢者居宅
３）これからの就労（就職）
４）農業等に必要な器具・機械設備・労力の提供
５）精神面でのケア



3221726

太陽光発電および手回し発電などによる電源確保
と通信回線の確保が重要な課題である。携帯ス
マートホン利用によるスカイプ及びSaasBoard、そ
の他のシステムによる情報伝達。

電気電子部門と情報処理部門の技術士が提案を
纏める必要がある。

被災地における救援物資情報など不足による災害地の混
乱を低減する情報伝達システムの確立

電気、情報、上下水道、環境、農業、応用理学、機械、その他の
部門
新潟地震、阪神地震などの教訓が生かされてないので早期提
案が必要。
災害発生後の避難場所との確実な通信システムの確立が遅れ
ている。
簡易移動型ソラー発電システム、小型風力による照明、通信確
保、テレビ、ワンセグ電源確保(技術は確立している)、モンゴル、
その他の国で実用化している。
飲料水の被災地に於ける簡易飲み水製造システム(技術は確立
している)
簡易トイレ処理システムの提供(技術は確立している)
簡易紫外線殺菌システムによる伝染病気の低減(技術は確立し
ている)
津波警報装置が半数が壊れて再度の警報できない、そのバック
アツプシステム

3221730

情報開示不足につきると思われる。少なくとも開示
しないことが不安をあおるような対応が今後ないよ
うに考えるべきである。客観的事実は速やかに公
開し，より多数の協力，提案を快く得られるように
すべきである。

災害復旧事業は原則として原形復旧となるが，これほど甚
大な被害を受けた地域に，これまでのような原形復旧，改
良復旧といった事業を適用するのがはたして適当なのかと
思う。
　さらに我が国は人口減少，高齢化社会に入り，相対的な
国力の低下が著しい中での震災であり，これまでの復興事
業のあり方を踏襲したのでは大きな財政的負担を将来に
残すだけである。
　今後目指すべきは，危険な地域に居住地域を設けない，
集団移転といった対策ではないだろうか。またひじょうに防
災意識の高かった地域でもこれほどの被害を受けたことを
考えると，さらに役立つ防災情報の速やかな伝達手段，防
災訓練，地域の連帯感を高める工夫が必要であると思わ
れる。長年住み着いた人の説得は困難を極めるでしょう
が，そろそろ新しいモデルによる復興を考えなければ，頻
発する自然災害に対応できない国になる恐れすらありま

■ ■

3221733

１）宇宙リモートセンシング画像データーによる広
域被災エリアの把握、未踏被災地域分析に活用
　　；JAXAでは「だいち（ALOS）」衛星等で取得した
画像の提供を実施中
２）内閣府「情報収集衛星（IGS）」の画像公開を強
く要請　←　22日現在未公開
　　；米国商用衛星画像が多く参照されているが
IGSは同レベルの性能では？
３）地上通信不通地域や未踏被災地域への衛星
通信の展開
　　；JAXA/NICTは「きずな（WINDS）」衛星による
超高速通信網構築をすでに展開済
　　；日本アマチュア無線連盟はアマチュア無線に
よる非常通信の展開ならびに通信機材/無線局免
許の現地提供中

１） 地震/津波等による地殻変動/地形変化の詳細把握、
地図修正等に「だいち」等の衛星画像や「みちびき」/GPS
測位の活用
；内閣府「情報収集衛星（IGS）」の画像公開が望まれる？
２） 携帯電話/行政無線等の通信インフラの被災に対する
補完に、アマチュア無線による非常通信を一層活用する仕
組みを再構築
３） 光ケーブル通信インフラの被災に対する補完に、超高
速衛星通信網を構築
；JAXA/NICTは「きずな（WINDS）」衛星による実験用超高
速通信網の実用化促進

3221739

今回のような発生確率が低く，被害規模が大きい
リスクは，リスク保有領域であるが，あまりにも災
害が大きい．地震大国である我が国は，地震から
逃れることは出来ず，今後も地震と共存していか
ざるを得ない．発生前のリスク管理による十分な
対策と，発生後の危機管理による迅速な活動とを
心がけるべく，全国土において，日常の防災訓練
を強化する必要があると考える．

（問題点・課題）：国・地方公共団体など，迅速な対応がな
されている一方，マスメディアの誇張した情報により，国民
が動揺している場合が多く見られる．計画停電，放射能漏
れ等により物資の買占め（食料，ガソリン）や被爆と判断し
た産物の過剰廃棄などが発生している．フィルタをかける
など情報の管理が必要である．
回答（提案）：技術士の専門部門が的確な解釈を行い配信
しては如何かと考えます．放射能であれば原子力部門，電
力であれは電気部門，建造物破損であれば建設・機械部
門等．

■ ■ ■
既に防災会議で実施されておられると思いますが，関係する部
門の技術士が集まり，技術的な対応具体策を洗出し，国・地方
公共団体・企業と共同で実施する．

3221739

災害時の緊急対応については、国の場合、災害協
定業者に指示。建設業協会の場合は、国からの要
請に対して協会としての支援する。技術士会として
の支援は？と考えた場合、明確に国からの要請。
という形、(協定？)をまず整えなければならないと
考える。
でないとあくまで個人、業務としての支援になって
しまう。

① 津波堤防高さ及び居住地について 今回の1000年
に1回規模に対してのﾊｰﾄﾞ対策には限界がある｡○年確
率規模を対象とするかはこれからの課題であるが、太
平洋沿岸部に居住地を置くことは難しい。港としての
機能は維持。居住地は安全な山手に移住する。居住地
と仕事場を分離することになるため、ｱｸｾｽ道路､ｲﾝﾌﾗ
整備の選択と集中が課題である。

■ 公務員技術士としてはﾃｯｸﾎｰｽとして、現地支援に行きたい。

ご苦労様です。甚大な被害
映像を見るたびに技術屋と
してなにかしたい。
と思っています。全国の技
術士が専門分野において、
支援の力を発揮で
きれば。と思っています。

3221743

今回は想定外の津波によりきわめて甚大な被害
に至りましたが
その後の避難者たちも餓死凍死一歩手前の状況
にされされております
どのような大規模災害においても、まず道路が寸
断されていることを前提に、
救護活動を展開できることを平素より準備する必
要があります。

ラジオ発信機、携帯ラジオ、水、傷薬、寝具、非常
食、工具など10人×5日間程度を収容したコンテナ
を
平素より10万個×３箇所（北日本　中部　西日本）
で在庫し、有事に飛行機やヘリから散布する
配布したのち、人がコンテナを開くと到達したこと
を通知するラジオ配信を行い、生存確認と2次的な
救難に役立てる

コンテナ重量想定：２５Kg　大型ヘリなら１回に８０
個　中型ヘリなら１０個　自衛隊輸送機なら２００個
可能
大型ヘリ２０機　輸送機２０機　民間輸送機２０機
２日間で５往復　でおよそ８－１０万コンテナの散布
が可能

この設備開発をNPGOであり、中立な技術専門職
集団である技術士会で行い、
特許を取得し、自衛隊、官公庁の装備に提供して
はどうでしょうか。

特許は私企業の技術独占を防ぎ 技術を海外に

１．代々木公園、豊洲、晴海の空き地
　　相模原補給廠跡地などに大規模な仮設住宅を早急建
設して10万人規模で受け入れるべき
　
２．被災地の復興はいったん避難民を関東以南に受け入
れて対応すべき
　　東京圏　横浜圏　中部東海地方　阪神地方　など

３．復興労働の創出
　　国家事業で避難者の仕事を含めて
　　・仮設住宅の建設
　　・汲み取り等事業
　　・配送事業
　　・住居清掃事業
　　・家具設備斡旋事業（首都圏から中古家具を国が買い
取り提供）
　　・家具設備の修理再生事業

４．東北諸地域をこの際あらためて都市計画し、再移植の
形で受け入れてはどうか
　　土地を持っていたものについては一定額で補償
　　（すでに土地の付加価値も無いので政府買い上げとす
る）
　　（墓地などについては時間をかけて３-5年で移転集約）

救難コンテナの設計、活用、リサイクル（水や食料の交換）の具
体化提案
　　防衛省へは人を通じて多少コネクションも有る

3221745

・ 建設部門の会員が、どのような対応・活動が行え
るのかを、ある程度リストアップされていれば、ス
ムーズに具体的な活動・行動・参加に移せると考
えます。
・ 現在は海外赴任のため、募金活動くらいしかでき
ておりません。

・ インフラ関係の詳しい情報（例えば被災地近辺のどこまで
道路が使用できるのか等）が把握できない。地図等でタイ
ムリーに掲示されていれば分かりやすい。
・ どのようなことが被災地で求められているのかが、物資
以外の点では、はっきり把握できない。

■
（海外赴
任中のた

め）

（海外赴
任中のた

め）

自分の勤めている会社に、技術士会で求められていることを紹
介し、参加者を募る等。

3230746

1.主要基点に発電機付き衛星電話または無線機
を配置し通信遮断を回避する。（消防車）
2.ヘリ搭載の病院船を太平洋と日本海に配置す
る。
3.上陸用舟艇、ホーバークラフトを活用する。
4.遠隔操縦のヘリコプターやブルトーザーを用意す
る。
5.全国2カ所に災害用資材、物品を国費で備蓄して
おき、活用する。

1.1000年耐える地域計画、都市計画を地域に応じて早急
に立案する。
2.私有地を国が買い上げ、地域計画で造成した土地を払
い下げる。
3.津波常習地は原則居住地とせず、漁港には岸壁近くに
高層建物を建設し利用する。
4.津波用防波堤の高さは3メートル程度とする。
5.大震災の復興資金は全国民の拠出金と、無利子国債を
活用する。
6.大震災復興企画院を創設し、文官、技官の壁を外し、一
丸となって企画・実施する。
7.技術の壁を外して活動できる日本技術士会を活用する。

全技術部門の技術士を包含した分科会を多数並列に作り、フ
リートーキングの結果を
持ち寄り課題をしぼり、提言する。次いで、テーマ別の分科会で
論議し提案を作成する。これら分科会を至急立ち上げたい。

資源工学部会の中藤で
す。
アンケートを添付しますの
で御査収下さい。
調査票は別頁か、添付とし
ていただければ
宜しかったと思います。
お手伝いすることがあれば
ご一報下さい。

3230909

非常に広範囲にわたる壊滅的被害と原子力発電
所の冷却停止失敗が重なり、大きな混乱をしてい
る。国、地方自治体、東京電力それぞれの責任分
担を早い段階で明確にする必要があった。沿岸部
へのアクセスは道路の復旧を待っては時間がかか
るので、海上自衛隊や米軍の力で海上から支援す
ることにもっと力を入れても良かったのではない
か。なお、計画停電は市民生活も生産活動も壊す
最悪の対策、早急に見直しが必要。

復旧・復興は国としての明確な方針のもとに進めてもらい
たい。「コンクリートから人へ」という掛け声では結局人の命
も守れないことは明らか。より確実な防災対策をベースにし
た復興計画が求められる。政治家の力量に託すのはリス
クが高いので、政権中枢と別組織の「復興院」の様な機関
（cf:関東大震災後の帝都復興院：後藤新平総裁）がイニシ
アチブを取るようにするのが良い。技術士会も政治的に中
立な専門家集団としてここに貢献できるのではないか？
原子力発電への抵抗は強まると思うが、国の発展のため
に必要なのであれば、今回の失敗の原因を明確にし、考え
得る安全対策と、想定を超える事態でも人の安全を守れる
対策を明示して進めることが必要。

■



3230915

地元のボランティア団体の活動支援ボランティアを
行っています。

原則的なことになりますが、この際、脱原発、石油と電気に
依存したライフスタイルを抜本的に転換すべきと考えてい
ます。便利な生活を科学技術に求め続けてきましたが、世
界的な工業化進展、人口爆発を考え、資源の公平な分配
を考えなければなりません。
　日本の国土の地に足のついた資源を活用した国の在り
方を考えなければなりません。昭和20、30年代を参考にし
た、江戸時代のような環境に優しい循環型ライフスタイル
を構築すべきです。そのためには、農林水産業を再興し、
衣食住自給率100％を目指した国にする必要があります。
人々の欲望を煽り続ける昨今の経済社会システムを根本
的に変えて行く必要があります。
　埼玉県の面積にも匹敵する休耕田を最大限活用した地
域再構築、新しい循環型地域構築を目指して欲しいと思い
ます。さらにマイカーは自動車から自転車に、市民農園・屋
上菜園等の展開と拡充が必要です。また、国内林の活用・
活性化をベースにした林業再生が不可欠です。そこから大
量の雇用が生まれてきます。
辛い悲しい農林水産業から生産性の高い工業品貿易立
国、工業化することにより皆が幸せになれるという幻想か
ら解放されなければなりません。農林水産業をベースに、
そのインフラを守る建築土木業務を大切にした国の在り方
に戻す必要があります。
四方を海に囲まれた自然の美しい日本では農林水産業を
ベースにした観光立国が最適な国の在り方と感じていま
す。この際抜本的な国の在り方を皆で見直したいと思いま
す。

10.10.20お江戸観光エコシテ

3241221

我々年寄りグループは手間といにならないよう金
銭面で支援することに徹するがよい。
働ける層の方は会社の業務があり、なかなか支援
には手が回らないと思われる。さりとて年配者は口
は達者であるが体力的に行動が伴わない方が多
いと考える。（口害、老害防止）。しかし避難所に居
られる特に老人対策特に要望を聞いてあげること
が必要（聞いてあげ、慰めてあげ隊）。いずれにせ
よボランティア活動には体力がいる。また自身で
食料、防寒、防埃、いざとなれば寝具を持参しなけ
ればならない。（行ってあげ隊）

実際に現地で被害状況を見た上で判断すること。300キロ
も離れたところでは分らないことが多い。原発事故のＴＶで
見ていても解説者、専門家で本当に現場を見た上で話して
いるのか不明である。推定、推量でものを云っているような
感じがある。
提案はいくらでもできるであろうが、それが本当に役立つ
のか否か問題である。
とにかく手間といにならないような配慮が重要となる。
まず本当のニーズを知る。それには現地の技術士がまず
取りかかるのがよい。何が直近で最も必要なのかを知らし
める。
中国で行われたような「対口支援」（被害県に対してある1
県が積極的に対応する。特に姉妹都市を結んでいる場合）
がよい。
とにかく早く取りかかることが重要である。

■

私は最優先に義援金応募に賛成（すでに日赤には出していま
す）
技術支援も前述のように口だけはさむのはだめ。この際「べき
論」は不要である。
調査結果の分析業務（例えば放射能測定の結果から安全か、
許容範囲内か等の判断に協力する。協力する分野が限定され
る。対象品以外の青果物の積極的購入＝悪い風評打ち消し隊）
次は福島産魚介類に及ぶことは必至である。
情報収集共有する意義をはっきりさせること。今後の対策に役
立てるのであればよいが単にこのような情報を収集し、こんな報
告書にまとめただけではあまり意味がない。
われわれ食品関連企業に携わっている人で可能なことは、緊急
食糧援助を行う（すでにかなり実施されてはいるが早期製法、配
達、など流通面の工夫などを行う）
また避難所での食事の栄養バランス配慮（乏しい配給食品任せ
では困難ではあるが）
エコノミー症候群対策（とにかく体を動かすこと）の実施。

3231005

地震発生以来の交通マヒやその後の流通システ
ムの渋滞に危機感を感じます。
　また原発がアッサリ機能喪失したことには驚きま
した。
しかし想定を超える規模の地震発生ですから、止
むを得ないことでしょうか…
支援については、自分のできる範囲で協力したい
と考えます。

まずは交通の復旧を急ぎ、流通システムを確立することが
急務でしょう。
　具体的な復旧対策や復興計画については考えが及びま
せん…特に津波の被害を受けた各地をどう復興させるか
は難しい課題と思います。町を０から再建するのであれ
ば、
　この機会に高台に移すことも検討して戴きたいです。
　原発については、早く外部電源を供給して本来の非常用
システムを復活させることが事態収束への最善策と考えま

■

サラリーマンですので、現地に駆けつけてボランティア活動とい
う訳にもいかず、義捐金への協力くらいしか思いつきません。な
お義捐金は、小額ながら既に郵便局にて一度お送りしましたが、
今後も継続して協力したいと考えます。

3231010

この巨大地震の被害発生に対しては技術士会の
防災支援委員会や下部機関の減災WGが何も緊
急支援などができなかったことに無力感に悩まさ
れている。
抜本的な体制の見直しが必要でないかと思う。

復旧対策及び復興計画について
東北地方の太平洋沿岸の大津波は想定外のものであった
といわれる。
このため避難場所や防波堤は役に立たなかった。
結果として既成のハザードマップや訓練は役立たなかった
ようだ。
提案
復興計画は市、まちや村の立地、地形条件、外力として地
震震度、津波条件などから
複合条件を組み合わせて総力で取り組むことが大切であ
る。
技術士会は効率的効果的な災害情報の共有化や技術の
集積及び提案方法を確立することが必要である。

■ ■

首都圏の千葉県の地震被害は甚大であった。東北地方の地震
被害や福島原発事故が優先され地元の震災情報が分からな
かった。
個人として3月15日、18日両日　東京湾埋立地の千葉市美浜
区、隣接習志野市、浦安市JR新浦安入船など周辺の液状化被
害の現状調査や市民の声を聞くことができ被害の大きさを実感
した。
しかし災害の情報共有化システムの必要性を感じています。
次に災害アドバイザー制度の創設が必要です。

ご苦労様です。
連日の震災被害報道に無
力感だけが残ります。

3231017

１． 緊急対応、ニ次災害の防止の提言
技術士会の貴部会での提言は度重なる災害で既
に緊急時対策として事前に準備されているので
は？と思います。先ずホームページ等で過去の緊
急対応、二次災害防止の提言を今回用に見直し
それを公表すればよいと考えます。
今から提言や緊急時の対応を論じるのは遅いと考
えています。新たな事項については
追記で提言すればよいと考えます。
なお提言及び対応策は具体的に以下の分野をわ
けて分かり易く説明する必要があります。
１） 一般的な緊急対策（建築、橋、道路、鉄道、電
気、ガス、水道、食料、衛生、輸送等）
２） 原子力発電の緊急対策（設備、システム、人体
影響に関する放射線強度・放射能量、現地での放
射線防具、食品の安全性等）
３） 追加対策は現地状況を調査の上提言する。

復旧活動
何時も国内外の災害が発生しても技術士会の実際の行動
や活動が遅く参加人員も少なすぎる。緊急に災害援助登
録者を募り専門チームを編成し、政府、地方自冶体、NPO
等に具体的にやれる活動を働きかけ支援する必要があ
る。
防災委員会が主導し、いつも行動が遅く効果が上がらない
組織にならないよう綿密な計画や支援方法を考え行動願
います。

■ ■ ■ ■

技術士会の有志を募って
早急な現地支援を実施す
るようお願いします。

3231020

専門家集団である技術士会として、緊急時に現地
で対応できる「タスクフォース」的な組織を平常時
から作っておくことが必要ではないかと思います。
今からでも遅くないと思いますので、早急に検討し
て頂ければと思います。

学会等の調査団方式ではなく、技術士会としての対応では
被害調査や二次災害防止に関する実務的対応が重要で
はないかと思います。災害復旧や復興に関する実務的な
作業に関しては、おそらくコンサルタント会社等が中心にな
ろうかとは思いますが、それとは別に被災自治体、特に専
門家のいない市町村を対象としたアドバイザー的役割を果
たせるような組織を現地に派遣したらどうでしょうか。

■ ■

3231028

・現在の復旧段階での対応については、行政、
NPO等の機関が主体となり動いています。
・そのNPO等に技術士会員が個人の資格で多数
参加しています。
・技術士としての専門性を活かし、大きく貢献でき
るのは、今後の復興の段階からと考えます。

・技術士会として、住民からの認知度が低い中で、住民か
ら信頼され、どのような立場で復興段階に参加していくの
かがわかりません。
・行動する場合の前提として、国、地方公共団体に対し、
専門集団の技術士会として、支援を惜しまないというア
ピールをきちんと出し、行政機関から認知されることが必
要であると考えます。

■ ■

東北は生活が不安になり、
ガソリン、灯油など
十分ストックしなければ、安
心できない精神状況にある
ようです。
（感じていること）
・復旧段階において技術士
会としては、フットワークが
重い。
・今後の復興計画策定時に
おいて、まちづくり、道路、
防災などの専門家集団とし
て貢献できるとものと確信
しており、行政から必要とさ
れ、要請され参画できる環
境を、組織としてしっかり構
築する必要があると考えま
す。

3231033

まとめた提言をどこに発信するのかが分かりません　国交
省でしょうか？
今　この時期に何が必要か、何が現地で可能なのか、考え
る必要があると思います
震災後、本州の一部コンサルタントでは震災関連の業務
受注のために開発局発注業務のエントリーを辞退する業
者さんも出てきました
インフラ復旧のための技術者の絶対数が不足する事態
が、近々に生ずるような気がします
この部分に何らかの支援活動が必要ではないかと思いま
す（基礎自治体の崩壊、自治体技術者の不足等）

■ ■ ■



3231103

① 今回の震災を大別すると、地震被害、津波被
害、東電原発事故、原発風評被害、の４つです。ま
た、長期的には“全国規模で、日本の原発を推進
すべきか否か”という議論が沸騰するものと思わ
れます。技術士会として対応するには、それぞれ
の対応策が必要です。
② 緊急時の対応は、先ず情報収集が先決と思い
ます。正確な情報なしに、やみくもに動き回ること
はむしろ現場の迷惑となります。若干の時間を要
しても、本部で情報を集約し、次に技術士会として
確実に何ができるかをまとめることが順序と思い
ます。（今、まさにそれをやっているのだと思います
が）
③ 支援活動について、企業内技術士が会社を離
れて支援活動をすることは困難と思います。災害
地に比較的近く、時間のあるOB技術士などを募っ
て支援活動を進めることが得策と考えます。

① 技術士会として、「やるべきこと」を明確に外部へ公表す
るべき、これが提案です。
② 先に挙げた4点＋αについて、“住民を守る”活動をす
べきです。例えばニュースで報道されている放射線のベク
レムやシーベルトなどの説明は、一般住民にはまったく理
解困難な説明です。ここでは住民に対する「原子力・放射
線」技術士の“通訳”が必要です。
③ 今回の原発事故で、地元福島（県と住民）の電力会社
に対する姿勢は相当に硬化すると考えられます。また、再
処理の六ヶ所を抱える青森（県と住民）、女川原発を抱える
宮城（県と住民）、更には全国の原発を抱える地方自治
体・住民の不信感が一挙に増幅してくることが予想されま
す。従来の国策によって、電力会社が札束で地元を説得し
ながら原発を建設していく、という進め方は大きく変更せざ
るを得なくなるはずです。“発電時には温室効果ガスを排
出しない”などといった単純な話ではなく、日本としてリスク
を取り込みながら原発を今後も推進していくのかどうか、国
民投票に測るくらいの問題となります。今後原発をどうする
か、技術士会として早急に回答を準備しておく必要があり
ます。

① 今後に生じるであろう「原発を推進すべきか否か」という課題
について、推進側（国）と反対側（地元住民）の中間に立つ“技術
士会の一員”として、討論会へ参加することは可能です。

3231123

政府の対応が良くないと思います。無理やり政治
主導にこだわり，専門家の意見判断が取り入れら
れていないように思います。行政機関の壁を超え，
情報を一元化し，専門家に分析，判断，実施計画
をさせないとスムーズな支援，復旧はできないと思
います。

津波の被害が大きく取り上げられているためはっきり判断
はできませんが，今回の震災では地震による施設被害は
少なかったように思われます。もともと地震が多い地域な
ので，それなりの対策は出来ていたようですが，それでも
建物施設の損壊は多数発生していると思います。復旧片
付けが進む前に調査が必要かと思います。それらをデータ
ベース化し，今後の整備に反映できるよう公開すべきだと
思います。
大規模災害のときは，なにか一つ復旧・支援対策を行なう
にも通常のインフラが破棄されている状況では実施でき
る，できないの判断が難しいと考えます。今回の震災では
情報伝達がうまくいっていないように思われます。500人ほ
どの各専門家が入り，全ての情報が視聴できる防災対策
情報センターの設置を計画すべきです。現在，省庁別，自
治体別にありますが，行政の枠を超えて現場の情報を直
接得ることが必要です(行政組織のフィルターがかからない
情報が大事)。
あと，大事なことは今回の教訓をもとに震災にあわなかっ

■ ■

3231133

・原子力安全保安院の説明がなにを言っているの
か、本当に安全なのか問い合わせを受けました。
要望があれば情報を分かりやすく解説することで
不安の軽減や対策の一助になるのではと感じまし
た。
・放射線医学総合研究所が影響程度について見
解をHPに掲載しています。広く情報提供できるの
は利点です。一方、基本的に公式見解を引用して
おりますが、将来にわたる責任範囲を考えると悩
ましい対応ではあります。
・こういう災害時に現地に行く、情報を発信する社
会的な権限を持っていない技術士（原子力・放射
線）は緊急時の対応はできないのが事実と感じま
した（平穏時に粛々とよい技術を目指すのが技術
士の役割でしょうか）？

・放射性の塵等の測定結果にタイムラグが大きいため、農
産物の不安を増大していると感じます。目の前で野菜が測
定されて問題ないことが分かれば安心だと思います（しか
しながら体制、規模とも現実にどうやって実行できるのか
私自身分かりません・・）

■ ■ ■

原子力の損壊した機械設備の安全維持のための修理方法、工
事方法は前例のないものになると思われます。それらの技術的
妥当性または計画の妥当性を検討することが可能です。
（しかし・・・依頼があるとも思えず、会社をとおしての仕事でしょ
うか？？）

3231134

不明あるいは孤立被災者の確認作業への支援
（被災地区技術士の現状把握）
ガソリンスタンドなど燃料供給設備、ビル内電源の
安全確認作業への支援（教会へ）
放射線被ばく者への安全説明支援（避難者収容
地ほか）
被災したインフラ設備の現状把握作業への協力
（自治体へ）
学校理科教室の被災状況把握
情報環境の被災状況把握
津波の到達時刻マップの作成

21世紀のためのインフラ再構築への提言
21世紀のための農業復興への提言
原子力発電所の規制強化への提言（地震対策に気をとられ津
波を忘れていた）
２１世紀のためのエネルギーシステムの提言

3231134

緊急の対応、支援活動は、要請もなく動く事は避
けるべき。また、こち
らから提案をすることも
　　緊急対応の邪魔になるだけなので、控える。

　　企業、事務所で業務をするという事が、技術士
であることの前提であるの
で、ボランティア的な
　　事はしない。土木コンサルも多いと思うが、各
行政から、コンサルティン
グ依頼が来たときに
　　費用をもらわない、即時回答ができるよう、現
状の東北だけでなく、世界
各地の過去の事例の
　　情報収集に努める。

　　対応、支援をすべきは今ではない。

建設においては、今まず、必要なのは瓦礫の撤去であり、
そのための道路の確保と瓦礫の処分方法である。業者が
災害にあたり、不当な利益を得ないために、経済的にそれ
らを行える方法についての提案が求められる。また、技術
士においては、東北地方にも拠点を持つ企業であれば、業
務の中で鋭意努力をしているだろうから、それらの人員を
さかないよう、種々の業務から開放する。また、当然、その
他の地域の業務を遅滞なくこなしておく事が今後の支援に
対して重要であるので、技術士会から業務を出さないよう
にする。
　　特に、働き盛りである青年技術士が便利に使われる事
のないように注意されたい。調査などで現地に赴くのは、
体力のある年齢層に限る。野宿もいとわない事が望まれ
る。少なくなった輸送インフラ、宿泊施設を使用する事だけ
でも邪魔でしかない。
　　東北地方の復旧は他に任せて、その他の地域の問題
解決、噴火による被害対応などスポット的に注目され、現
在では忘れ去られているかのような問題に対して、活動す
る。震災対応での地元行政からコンサル業務などを請け負
う場合には、安く請け負えるよう技術士会から、コンサル事
務所に補助金を出す。日韓交流など、インフラやエネル
ギー、費用を使う活動は、当面自粛する。

赤十字な
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化して、
各人で募
金をする
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もかから
ず、効率

的。
　

技術士個
人に対し
てのみ行
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現在の業務を遅延なく行い、東北支店からの支援要望があれば
いつで
も動けるように
　　　　覚悟を決めておくという事が何よりの支援活動になると考
えております。

阪神大震災で、私自身が
被害の大きかった神戸で被
災し、また、復旧対応に
も微力ながら
　関わりました事を前提に
回答いたします。
（MLによる情報共有に関し
ての意見）
技術士の性質上、守秘義
務範囲の一般の人が知り
得ない情報は流
れてくるとは思いません。
情報インフラについても、
帯域を出来るだけ空ける事
が重要ですので、メーリン
グリストなどでネット上のト
ラフィックを多くする事は望
ましいとは思えません。各
技術士の専門分野におい
て、学会等で情報は流れて
いますので、その紹介だけ
で良いかと。専門分野以外
の情報や、その人が業務と
して請け負う内容以外に関
しては、一般の人が興味を
持つ程度の話であり、技術
士として共有するものでは
ないと考えます。また、現
時点でそのような情報を持
つ口がない技術士各位に
つきましては 業務として震
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緊急時の対応は、基本的に行政（消防、警察、自
衛隊等を含む）サイドが実施するべき事で、技術
士会として出来ることは少ない。支援活動を実施
すべく、現地に立ち入る場合は、例えば登山でも
する時のように、自前の食料を携帯し、それらを調
理する道具や燃料も携行する必用がある。また、
テントなど宿泊設備も自前で準備する必要があ
る。そうでなければ、むしろ現地全体の支援活動
の障害になりかねない。支援に行った者が、逆に
支援されるようなことになれば、物笑いになりかね
ない。
　上記のような準備をして、現地に入ったとして、
現時点でできることは被災地の瓦礫の片付けや避
難民の方々への物理的な援助（食事や風呂の準
備等）であるが、これは技術士会としての活動とい
うより、個人的な活動になろう。

今回の災害では、役場や市役所など行政サイドの方も多く
被災されたり、亡くなられたりしている。復旧・復興に際し基
本になるのが罹災証明書であるが、これの発行に多くの時
間を要することが予想される。罹災証明書の発行自体は
行政の権限であるが、それらの書類の準備を手伝うことは
可能と考えられる。
　現地への立ち入りが可能になった時点では、津波の痕跡
調査や地盤や構造物の被災状況等の現地調査が必用で
あるが、それぞれ他の専門分野ごとの学協会があり、当然
精力的に活動すると考えられる。技術士会にもそれぞれ専
門家がいるし、それらの方々はほとんど他の学協会とも重
複しているが、技術的な提言となるとそれらの専門家集団
の方が早く技術レベルも高い。
　今回の津波は、予想を大きく上回るもので、防潮堤が
あったり、防災教育が進んでいた地区でも被害が大きかっ
た。それでも常日頃防災教育を、机上の教育だけでなく行
動にまで進めていた地区では、そのために助かった人が
たくさんいた。技術士会としては普段の防災教育にもっと
注力すべきではないかと考える。

■ ■ ■ ■
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・技術士会でなければならないことは何か？　よく
分からない。
・企業内技術士は、会社への各方面からの応援要
請に対応するのが精一杯である。

・救助、復旧対策が優先
・今までの災害でも学術調査が、いろいろな機関でばらば
らに行われて、現地では邪魔になっている。
・他の機関と連携し、少なくとも地元の迷惑にならないよう
にすることが必要である。

■
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報道の重要性を考慮して頂きたい。直接生命に関
わるもの以外の誤った報道に多くの方が迷惑をし
ているという事実を認識して頂きたい。またボラン
ティアセンターの対応について、その場まで足を運
んで受付できる人のみという対応を改善して頂き
たい。各県庁にて状況把握を行って、「即この地域
へ行って下さい」といった、迅速な対応をお願いし
たい。

情報が乏しいのではないかと。どの地域で何が復旧して、
避難所がどのようになっているのか。テレビで見る限りで
はあるが、避難所にも差がありすぎるように見受けられる。
ライフラインの復旧が最優先であるにも関わらず、一部の
心無い「悪」によって犯罪も横行している。警察はもっと人
を動員して災害復興よりも犯罪対策を徹底して頂きたい。
また、自衛隊についても10万人動員とありますが、全国に
何人いるなかの10万なのか疑問を抱きます。
また、被災地から県外へ逃れて生活している方たちへの、
就職支援についての募集等は目につかないが、どうなって
いるのであろうか。余計な心配かもしれないが、例えば民
宿やホテルなどの難を逃れた方は、その宿泊先で可能な
限り労働しても良いかと。
また、多数労働を受け入れることが出来る企業に対しての
国からの補助（例えば被災地にバスで労働希望者を迎え
に行く）等の事実が報道されれば、ある程度の活力になる
と思う。

今回の震災は、国、企業、
全国民の心が一つになって
「復興」を行わなければなら
ない、最大の局面と認識し
ております。
いち技術者として、復興に
対し全力で取り組む所存で
あります。
義援金への応募とあるが、
年会費の何％かを義援金
として加えればよいのでは
ないか。
義援金募集は早急に行っ
て頂きたい。
技術支援は全国の企業が
待っていると思います。
調査についても、全国の企
業が待っていると思いま
す。
技術支援や調査について
は、技術士会・正会員の方
がいる企業様から、中小企
業に対して広く協賛を呼び
かけて頂きたい。
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１． 緊急時対応としては、現地状況の把握が必要
です。機動性に富むヘリコプターを使用した、映像
による情報収集が重要になると考えます
２． 短い時間で、適確な情報を収集する仕組み
（実施の方法）を確立しなければならないと考えて
います
（１） 国、地方自治体、NHK、ならびに民放等のヘ
リコプターを一元的に管理し、運用する仕組みを確
立することが必要であると考えます
（２） 情報収集するエリアと時間を分担することなど
が考えられます

１． 東京電力福島第一原子力発電所の復旧対策について
述べます
原子力発電所が復旧できるとした場合、下記の対策が必
要と考えます
（１） 地震・津波の被害があっても、炉心と燃料プールの冷
却ができていれば、今回の事故にはならなかった可能性が
高いと考えています
（２） 冷却システムの津波対策（設置場所と浸水防止対策）
を取った上で、尚かつ、散水用の移動式車輌（生コン打設
用ポンプ車等）を常備する必要があると考えます
（３） 発電所への常備と地域単位での配備が必要と思われ
ます

２． その他
　　　現在稼動中の原子力発電所に対しても、同様の仕組
みが必要と考えます

■
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1.世界最大級かつ我が国でも類のない大天災でありながら、国家危機管理

体制と指揮権の発動が遅すぎる。（今でも危機管理体制の動きか不明瞭だ

が）

2.そのため、復旧資金が気になる展開（東電）の民間自主復旧行動に任せ過

ぎ後手後手の対応となり被害を拡大した。最近やっと日本のエキスパートの

知恵ある技術対応が活用されて、復旧の目処が立ちはじめている。日本の

技術対応力からみて当初３日間程度の原子炉トラブルへの対応がお粗末

で、放射線の漏洩を拡大し、対応を難しくしてしまったように感じている。（東

京消防庁や、自衛隊などのエキスパートの力、装備力は素晴らしく、それの

出動が遅れた責任は、政府の危機管理意識と指揮能力の低さであり残念で

ある。

【その２】

1.国土交通省等の災害対策関係のエキスパートの動員

３／１１　１５：１４　緊急災害対策本部設置（本部長：内閣総理大臣）となって

いるが、その後に打たれた福島原発での設備災害防止対応の内容がお粗

末すぎて、本当の災害対策のエキスパートが実質的な活動をしているとは

考えられない状況である。

　冷却水対策の遅れ、水素爆発（２号、３号）時の対応、災害状況の空から

の把握対応等、対応の遅れが目にあまるところです。

　今朝のＴＶ報道で、アメリカから、無線操縦式のロボットの提供の申し入れ

があったと聞き、またしてもかと残念な思いで一杯です。

工業用ロボットや、遠隔無人操作機器で世界をリードする日本が、なぜ、無

線ヘリコプター（例添付資料１）による被災状況の接近観察や、ラジコンによ

る原子力施設近傍の被災状況調査や、瓦礫除去（例添付資料２）をもっと早

く実施できないのか不思議である。（これらは、すでに動員されているが、報

道のまずさで目に出来ないだけかも知れません。）

これは、災害対策能力に疎い原子力保安院を中心に対策指揮をとらせてい

るからではないかと、推測してしまいます。

別添に有珠山爆発時に活躍した北海道開発局保有の無人ヘリや、無人調

査機の例を添付しましたが、全国レベルでは、もっと高級高性能の各種無人

災害対策機械が多数あるのではないかと推定されます。

原子力反応の専門家だけでなく、防災設備に関する知識の豊富な国土交通

省や防衛省のエキスパートをメインメンバーに取り入れて、外国から言われ

る前に有効な対策を打っていただきたいとの思いで一杯です。

２．北海道の防災対策用機械に関する情報

　別添資料１　防災対策

　　　　　２　災害対策用機械の紹介

　　　　　３　小型無人ヘリコプター

　　　　　４　無人災害調査車

　　　　　５　災害対策用機械の出動に関わる連絡伝達図

　　　　　６　北海道開発局　防災対策用機械配置図

1.国家危機管理体制の発動

第一に、大地震発生で被害規模が相当レベルと認識出来た時点で、発生地域限定の国

家非常事態宣言を発令し、国家危機管理体制組織の下で、原子力発電トラブル対応、

被災者捜索活動、支援物資の物流対応、医療支援対応、インフラの復旧対応他、総合

的な災害復旧対策を国の指揮命令下で日本の技術者の粋を集合して実施すべきであ

る。（各界の口先だけでない実力者の知恵を総動員し、全体観のある実施体制が必要）

　今後予想される東海、関東大地震でも同様である。現在は、愛知や東京都知事に頼り

すぎの面があり、今回の事例を今後の国家危機管理にぜひ生かしてもらいたい。

沖縄の基地問題でも同様であるが、国家戦略レベルの事態を地方知事レベルの判断や

自衛隊出動要請待ちしているようでは、円滑な国家運営が出来ないと考える。

2.民間の自主支援との連携

ＴＶ等で、民間各界での自主的とも見える支援対応の動きが報道され、感激するところで

もあるが、自主的がために重複や不要な困難が多くなっていると予想される。やはり、国

家非常事態としての統制ある対応が重要であり、民間各界はそれに積極的に協力するこ

とこそが必要である。

3.復旧対策資金

復旧行動には必ず莫大な資金が必要であり、その保障をまず国家レベルで負った上で、

復旧後、原因企業等には応分の負担を義務付けるように、平常時に事前に費用負担シ

ステムを法制化しておくことが重要である。（金のことを考えたら積極的な対策を決断でき

ず、今回の東電的な対応を生むことになる。報道に現われなかっただけかも知れない

が、原子力設備関係メーカーの出動も相当遅く感じられた。）

官房長官の東電の費用負担を前面に押し出した報道は、良好な復旧対策の採用を遅ら

せることになる。今は危機を如何に短期間に脱するかが最重要であり、費用負担は国家

に任せよとして実行部隊に全力を投入してもらうべきときである。（勿論、復旧後の東電の

負担は重いのが当然だが）

４.国土交通省等の災害対策関係のエキスパートの動員

３／１１　１５：１４　緊急災害対策本部設置（本部長：内閣総理大臣）となっているが、その

後に打たれた福島原発での設備災害防止対応の内容がお粗末すぎて、本当の災害対

策のエキスパートが実質的な活動をしているとは考えられない状況である。

　冷却水対策の遅れ、水素爆発（２号、３号）時の対応、災害状況の空からの把握対応

等、対応の遅れが目にあまるところです。

　今朝のＴＶ報道で、アメリカから、無線操縦式のロボットの提供の申し入れがあったと聞き

工業用ロボットや、遠隔無人操作機器で世界をリードする日本が、なぜ、無線ヘリコプター

これは、災害対策能力に疎い原子力保安院を中心に対策指揮をとらせているからではない

別添に有珠山爆発時に活躍した北海道開発局保有の無人ヘリや、無人調査機の例を添付

原子力反応の専門家だけでなく、防災設備に関する知識の豊富な国土交通省や防衛省の

５．北海道の防災対策用機械に関する情報

　別添資料１　防災対策

　　　　　２　災害対策用機械の紹介

　　　　　３　小型無人ヘリコプター

　　　　　４　無人災害調査車

　　　　　５　災害対策用機械の出動に関わる連絡伝達図

　　　　　６　北海道開発局　防災対策用機械配置図

既に、個
人、会社
で実施済

み

■ ■ ■

◎原子力発電施設等重要インフラの非常設備強化対策につい
て
　本来、非常時に確実な作動が求められるバックアップ設備が、
未曾有の大津波でまったく使用不能になってしまったことが、今
回の復旧遅れの最大の原因である。今回を良い試練として、
バックアップ設備の信頼性向上対策を完璧なまでに実施すべき
である。
そのため、国内のすべての原子力発電、火力発電設備を総点
検させ、そのバックアップ設備（ポンプ、非常用発電機含む）の完
全密閉化、高強度化対策を緊急に実施させることが重要であ
る。それにより、我が国の原子力発電設備の信頼性は格段に向
上し、世界各国への普及が可能となる。地球温暖化の切り札で
ある原子力発電設備を安心できる設備にする良いチャンスに変
えていくことが重要であり、原子力保安院の強力な指導力を期
待したい。
◎50/60Hzの一元化
　今となっては、緊急性は低下したが今後の東海、関東大震災
の可能性を考慮すると周波数の一元化を政治英断を持って実施
すべきときかも知れない。

復旧が順調に進まずイライ
ラしていたこともあり、この
時期に必要な提言ではなく
今後のあり方への意見（苦
言）となってしまいました
が、ご査収願います。

3231333

・今回の地震に対して、現地調査を行い、実態の
把握に努める必要がある。
・地震の被害を分析し、広い見地から整理し、とり
まとめを行う。
・特に情報について安否確認が遅れた問題など特
に問題となった点を取りまとめ、提言を行う。

・被災地の復旧対策・復興を早期に実施する必要がある。
・早期に対策を行うための問題点、課題、提案を整理し、
取りまとめる。
・今回問題となった津波の問題(予想を上回る津波の発
生)、原発の問題を中心に、今後の復興にむけた提言を行
う必要がある。

■ ■ ■ ■

3231447

かって、我が国では関東大震災という未曾有の大震
災を経験しています。今回の東日本大震災は、規模
的にもそれを遥かに凌駕しています。そして、その規
模は、他県市等に跨る災害を引き起こしています。関
東大震災の折、東京市は、帝都復興事業を起こし、
政府における帝都復興計画を立案し、予算化を図り、
実施しました。それが現在の東京都のまちづくりの土
台となって現在にいたっています。
　さて、現在の東日本大震災に関しての復興事業に
ついては、民主党が復興庁を立ち上げ、被災地の復
興事業を起こすと宣言しているようですが、今の民主
党の現状ではなかなか困難ではないかと思います。
そこで、当技術士会がまちづくりの骨子案を提案して
は如何でしょうか。まず、まちづくりを提案するとして
も、以下のとおりの問題があります。
① 各被災地の現状を把握する必要がある。図面等で
把握し、整理する。
② 各被災地の大量のごみの撤去をどうするか。その
方法
③ 各被災地の盛土造成工事、護岸、堤防、河川等を
どうするか。旧来同様にするか否か
④ 河川事業、道路事業、橋梁事業、土地区画整理事
業等の促進の方法は、誰にするか。
⑤ 各地区のまちづくりを行う場合の国が負担するが、
どこまで負担するか。
⑥ 工事は、各被災地が同時平行して進めるべき必要
があるか。
⑦ 事業主体を誰にするか。などを早急に洗い出し対
応する必要があります。
何れにしても、復興庁を立ち上げるのであれば、その
中身を技術士会でフォローするか何らかの提案を行う
べきと思います。現在の民主党、政府では、限界があ

今回の被災地は大規模過ぎます。まちづくりを行うとして
も、各市町村ごとに対応しなければないと思います。事業
手法は、震災復興土地区画整理事業になると考えます。
事業主体は、通常は、各被災地の公共団体施行になるも
のと思いますが、今回は、大臣施行震災復興土地区画整
理事業又は県施行の震災復興土地区画整理事業になりま
す。何れにしても、被災地の地方公共団体に施行を促して
も、困難でしょう。また、被災地の公共団体に財源捻出を
求めても、現状では困難でまちづくりは、全額国が負担す
ることになるものと思います。

■ ■ ■
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・原子力安全保安院の説明がなにを言っているの
か、本当に安全なのか問い合わせを受けました。
要望があれば情報を分かりやすく解説することで
不安の軽減や対策の一助になるのではと感じまし
た。
・放射線医学総合研究所が影響程度について見
解をHPに掲載しています。広く情報提供できるの
は利点です。一方、基本的に公式見解を引用して
おりますが、将来にわたる責任範囲を考えると悩
ましい対応ではあります。
・こういう災害時に現地に行く、情報を発信する社
会的な権限を持っていない技術士（原子力・放射
線）は緊急時の対応はできないのが事実と感じま
した（平穏時に粛々とよい技術を目指すのが技術

・放射性の塵等の測定結果にタイムラグが大きいため、農
産物の不安を増大していると感じます。目の前で野菜が測
定されて問題ないことが分かれば安心だと思います（しか
しながら体制、規模とも現実にどうやって実行できるのか
私自身分かりません・・）

■ ■ ■

原子力の損壊した機械設備の安全維持のための修理方法、工
事方法は前例のないものになると思われます。それらの技術的
妥当性または計画の妥当性を検討することが可能です。
（しかし・・・依頼があるとも思えず、会社をとおしての仕事でしょ
うか？？）

3221739と重複発信

3231519

・山崩れ、地割れ、橋･道路の復旧等で技術的なこ
とへの対応。
・技術士会として復興後の都市計画、建物計画、
工場計画への助言。
・技術士会として、水、薬等を支給する。又支援金
を集める。

・当面の問題点は住む所、食事、電気、ガス、水道、病院と
思うがその後は精神的な支
え（特に身内や友人を亡くした人への）、町村の復興、離散
住民の戻りが課題。
・工場、漁業、農業等の地震以前の仕事をどこまで再生さ
せるかが重要。

■ ■ ■

3231523

(1) 技術士会への要望情報を積極的に収集する。
（政府、自治体、企業への窓口の設置）
(2) 防災支援委員会による要望の整理と技術士会
の使命と全体バランスに基づく採択
(3) 選択されたテーマ（要望）ごとに「専門チーム」
の結成と、各チームによる推進
(4) 防災支援委員会による全体のガバナンス

技術士会の総合技術力により下記の支援を積極的に行う
ことが望ましい。
(1) 東北地方太平洋沖地震をベースに東海・東南海・南海
地震も想定した、日本全体の防災基本方針の再構築（地
震リスクの抜本的見直しと地震対応基本方針の抜本的な
再検討。例えば避難所ネットワークの安全性の再評価と今
後の展開の基本方針の検討）
(2) 上記の基本方針に整合する復旧と復興の個別計画と
推進

■ ■

(1) 上記の質問１の回答で提案した「専門チーム」への参画
(2) 東北地方太平洋沖地震をベースに、個別企業に対する事業
リスクの再評価とBCP（事業継続計画）の見直しや対応計画と実
施の支援

協力させていただけること
がありましたら、ご返信くだ
さい。

 



3231529

技術士会としては、①技術/学術上の支援と、②経
済的支援とが可能と思います。①は、防災対応、
原発事故再発防止など、今後の対策としては有意
義であるが、緊急を要する今回の事態において
は、②の方が適切ではないか。義捐金を募るべき
と思います。

今後、暫くの間はエネルギー事情が逼迫するため、専門技
術による貢献として、
例えば、「現状比、30%のエネルギー代替/or削減」を政策
提案してはどうか。

■

【提案】
家屋が全壊した家庭や、家
族を失った若年層に対し
て、緊急支援として、奨学
金を供与できないでしょう
か。（返済なし）
中学生、高校生を対象に、
一人100万円×100人に供
与＝１億円
技術士会から10,000人の
賛同があったとして、一人
当たりの義捐金10,000円に
相当。

3231616

回答―防災支援委員会は、会員、非会員、一般被
災者とありますが、何を対象にするのか。対象者
は、特定せずにかんがえると順番から考慮しなけ
ればならない。
まず第一に、会員の安否確認をすることが大事で
す。その後の具体的な対応が
次に、技術士会施設や会員の被災状況の把握。し
かるべき対応。
三番目に一般被災者となる。ただし、これは、ほぼ
同時でも良い。

どこの組織でも、組織員の安否が先である。会員、会員ご
家族の安否確認がどうなっているのかをまず確認すべきと
思う。そのための、調査を先にすべきと思うが。会員・非会
員の被災状況など名簿も無いので殆ど把握できないので
はと心配している。名簿を一定の条件の下で公開すること
を検討してはどうか。
被災地域の復旧対策、復興は、技術士にかかるものに絞
ることが必要と思慮する。
　福島原子力発電所の破損・復旧について、技術士の技
術が生かせたらよいと思う。どなたかいませんか。

■ ■
被災市町村の防災計画審議に技術士会の選出として参加検討
しても良い。

3231616

1. 道路の確保
2．水
3．廃棄処分場
の確保を早急に計画実行する

1.1000年に一回の震災が想定外から想定内になったこと
で、ハザードマップは航空写真で一目瞭然である。住民の
皆さんと今後の生活拠点を高台にすべて移住するか集合
住宅として中層構造物へ移住するかをゼロベースから詰
める。
2.産業復興の観点から今後の産業について継続するのか
廃業か取り決め街づくりを進める。
3.廃棄物処分は、近場でオーバーキャッピング工法で遮水
する。
4.原発新設は廃止、水力発電用ダム、地熱発電にエネル
ギー施策を変更する。

■

3231651

応急復旧であれ公共災害であれ、土木工事である災害復旧事業に直接携

わるのは建設業及び建設関連業であろう。確かに今回の東北太平洋沖地震

は大災害であり被害も甚大であるが、我が国の災害復旧に関するシステム

は、技術士会や土木学会が直接的に「災害復旧」に携わるシステムにはなっ

ていないように思う。したがって、緊急時の対応や支援活動は、建設に関連

する企業に属する場合はその企業を通して、技術士として公益確保に努め

ることになるであろう。私も、今回自治体などから災害復旧事業を受託した際

は、全力で取り組もうと思う。

２．しかし、これではあまりに消極的であるので、日常より災害に関する官庁

（国土交通省、都道府県）と協定などを結び、災害の発生の際は技術的アド

バイスを行える技術士を派遣できるよう、事前に調整しておいではどうだろう

か。災害現場には確かに警察、自衛隊が駆けつけ救助などを行う。これら救

助のプロに対して、例えば斜面の安定や河川の増水、余震に伴う地盤の変

状などに的確にアドバイスできるのは、専門技術者である技術士などに限ら

れると思っている。

３．上記協定はおそらく現在締結されていないと思われるので、今回の東北

地方太平洋沖地震に関する初動には、残念ながら間に合わない。私たちも

災害時には危険に立ち向かい、公益を確保するよう努めるべきではないだろ

うか。

４．福島第1原子力発電所には、地震に伴う被災で原子力技術者が決死の

覚悟で事態収拾にあたっていると思う。彼らの中には技術士もいるだろうし、

彼らは個々の技術士として作業していることと思う。職務に対する誇りや責

任感をモチベーションに作業に当たっていることでしょう。彼らは敬服される

べきです（これは技術士に限ったこてではないが）。

５．放射性物質に関する間違った情報が、マスコミによって誇大に垂れ流し

にされている。健康被害などに関する情報を、農業部門の技術士や原子力

部門の技術士は、世間に対して正確な情報を発信していただきたい。身の回

りの親しい人や友人知人でも構わない。少しでも誇大な、偽情報を取り消る

よう努力をしていただきたい。なお、現在はツイッターや掲示板、ブログといっ

た手法で、インターネット上において容易に情報発信できる。技術士界のＨＰ

に、原子力情報、放射線に関する知識を（原子力部会？から、となるだろう

が）掲載するのもよいだろう。専門技術者として発言すべきではないだろう

か。ＩＣＴを大いに利用することは、かなり効果的であると思う。

６．地震災害に関しては、今回の東北地方太平洋沖地震があまりにも巨大な地

１．津波被害地域は被害が広範囲で、かつ甚大である。公
共災害のような「原形復旧」はナンセンズである。まちの再
構築、の思想で復興すべき。後藤新平の帝都復興計画が
非常に参考になると思う。帝都復興計画のように壮大でな
くとも良いが、折角国家の財政を投入して復興するのだか
ら、思い切ったものであって欲しい。
（色々思うことがあるが、考えがまとまらないことから今回
は割愛する）

２．津波被害地域の被災のイメージが大きいが、実際は津
波被害だけでなく、土砂災害、液状化被害も生じている状
況である。こういった被災は、いわゆる原形復旧となるの
であろうが、「原形復旧」原則はもっとフレキシブルに運用
願いたいと思う。例え小規模復旧でも、原形をグレードアッ
プした復旧もあってもよいのではと思う。

■
■自治体
から声が
かかれば

【感想】
私自身は被災地域である
福島県に在住している。で
るからこそ、今回の地震災
害に関しては、何かをしな
ければならない、という思
いが強くある。私は企業内
技術士であるから時間も活
動も制約されている。本当
は、インフラ構築に関わる
技術士の一人として、たと
え過酷な現場でも一助とな
りたいと思っているが、先
にも申し上げたとおり、現
在の災害復旧の枠組みの
中で技術士として公益を確
保するしか方法がない以
上、この枠組みの中で存分
に公益確保する所存であ
る。

3231709

１．今回の災害に関する必要な認識

　　　今回の災害は、その被害規模の大きさ、多数の災害の複合性、被災地

域の広域性に加えて、復旧復興の主体である市町村の行政機能の喪失、国

の出先機関の被災など、従来の災害とは様相が大きく異なっており、過去の

経験や、従来の市町村を主体とする災害の法体系や仕組みをなどがそのま

ま適用できない。従来とは全く別の災害であるとの認識が必要である。

　２．基本的な対応の考え方

　　①　地震、津波という自然災害と原発対応は別の次元での対応が不可欠

であり、分離すべきである。

　　②　原発対応は、災害とか事故といった認識ではなく、いわば国家的危

機対応として、まずは6基の廃棄といった大方針の決定が必要であり、その

上で、防衛大臣か専任大臣の指揮下で、自衛隊、警察、消防など総力をあ

げて対応すべき課題である。今なお「原子力災害対策本部」と「原発事故対

策統合本部(東電)」といった２つの本部（いづれも経産相が担当）があるが、

こうした体制整備の問題を含め、すでに初期対応を誤っている。関係者の命

がけの活動には頭が下がるが、原発を見る国内外の目は厳しい。今後のミ

スは許されない。

　　　　技術的には、例えば、建設業者に協力を要請すれば、雲仙普賢岳で

見られた無人操作や遠隔操作が可能なブルド－ザーなどの作業機械によっ

て、散乱するコンクリート塊などをもっと早い時期に除去でき、パイプ敷設で

海水の連続送水も可能になったのではないか。散水車などの作業がスムー

ズにできたのではないか。また、ポンプコンクリート車の散水活用やカメラを

取り付けての状況把握などはもっと早くアイデアとして提供されたと思われ

る。

首尾よく事故としては沈静化できたとしても、農水産物、観光などへの風評

被害は相当長期にわたることが懸念され、別途の対策が必要となる。さら

に、電力の安定供給や国際的に失墜した信用の回復など、大きな課題が残

されている。

　　③　地震津波の災害対応は、被害規模の大きさや広域性はあるものの、

防災担当大臣か専任大臣の指揮下で、国・県などの行政部局が一体となっ

て対応すべき課題である。早急に、現地に対策本部を設け、各県対策本部と

の情報の一元化を図ることと、未被災県のグループ化による支援のネット

ワーク化（例えば、岩手は、秋田がサポート窓口となり九州ブロックが支援。

宮城は、山形が窓口となり関西で支援する）が必要である。

　　　　当面、行方不明者の捜索などが大きな課題であり、また、道路やライ

フライン、ガソリンなどの確保などに優先的に取り組むことになるが、災害発生

　　　　住宅の喪失などから住民の遠隔地での避難が長期化することは避けら

　　　　一方で、被災地域の主要な産業でもある農林水産業関係の早期復旧は

１．国が主体となった体制の整備
　これまでの経験を超えた災害であり、従来のような特定の被災自治
体からの要請に応じて対策を考えるといった対応では無理があり効果
的でない。早急に知見、経験豊かな専任大臣を選定し、国が主体とな
り、未被災地方自治体をブロック化した支援体制を築くなど、前例にとら
われない対応が必要である。
また、個別の復旧対策についても、広くアイデアを募り、それらを織り込
んだ特例法を制定するなど新たな法体系の整備を図ることが必要であ
る。
２．基本的な考え方
　　当面のライフラインや農林水産業の生産の復旧・復活をめざす対応
と、多様な要素を踏まえて検討に時間が必要な地域再生計画の策定
など将来の復興に向けての対応を分けて考える。
３．当面する技術的に大きな課題
当面する大きな課題は、大量のがれき、木材、ごみ、土砂の処理方法
である。全てをごみとして処理するには相当な場所、時間を要すると思
われ、とくに木材については資源としての再利用の検討が必要である。
今回、避難場所でも見られた薪ストーブも一つのヒントであり、CO2削
減との関連の検討が必要ではあるが、仮置きした木材をペレットとして
燃料化することが検討されても良い。
なお、ごみや土砂の処理について、中越地震での長岡では、現地での
簡単な分別がその後の処理に効率的であったとの事例がある。
４．電力の安定供給対策
　　柏崎原発の被災事故後において電力の安定供給のための具体策
がどのように検討されたのかを知らないが、今回の災害を機に、①変
電所の増設による融通システムの強化、②既設ダムなどを利用した水
力発電の強化については、直ちに取り組むべき課題と考える。同時期
に起きている中東の政治情勢は石油資源の安定供給に楽観を許さな
いとの認識が必要であり、既設ダムの嵩上げや農業水路を活用した水
力発電の強化と、送電ロスの減少対策にはまじめに取り組むべきであ
ろう。今回のような事態を踏まえれば原発の発電単価は従来のような
安価ではなくなり、相対的に水力発電単価は下がることにも留意すべ
きである。
　　　　さらに、薪ストーブの利用や菜種油の燃料化などで、ローカルエ
ネルギーの脱石油化に資することも検討すべきであろう。

■ ■
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Subject: 電力問題について
近畿支部殿
これからの復興で問題は東日本の電力不足です。場合によれば西日
本への人口移動が起きるかもしれません。しかし、西日本に来ても学
校も病院も不足し、だいたい仕事がありません。だから、東に留まって
復興するしかないと思います。私は、この際電力周波数の統一をしては
どうかと思います。例えば関東を60Hzにするとか、あるいは現時点で落
ち着いてる西日本を50Hzにすることが何故難しいのでしょうか。もしそ
うすれば、東日本の再建はかなりやりやすくなりますし、将来へのエネ
ルギー安保にもなります。私は関西の家電メーカの出身ですが、家庭
電化製品で周波数が変わって大きな不具合のあるものはもう少ないと
思います。古い電子レンジなどは考えられますが、もともと大きな危険
性は排除されていたと思います。ある程度、危険な製品を事前に周知
すれば、問題は少ないと思います。産業界は専門家がいるので日程を
決めてすれば、大きな問題なく出来るのではないでしょうか。電力会社
の事情は分かりませんが、ある程度準備すれば出来るのではないかと
思います。発電・送電・変電の事情は素人の私にはよくわかりません
が、このあたりの事情を専門家に聞きたいと思います。専門家が、難し
い、難しいと昔から言ってきたのは金がかかる、しても利益がない、縄
張り意識・・といった面があるのではないでしょうか。あるいは危険性を
意識し過ぎてるのではないでしょうか。近年の日本ではチョッとした事
故が大事件とされ、安全第一が絶対的なものになってます。この意識
ではいつまでたっても周波数の転換は進みません。多少の事故が起き
ても思い切ってやったらいいのではないかと思います。事故直後テレビ
で女子アナが危険な現場に作業員を送るのは問題があるなど言ってま
した。しかし危険を承知で現場に飛び込んだ人たちがいて、なんとか危
機を回避しつつあるわけです。周波数を統一しないと、日本の産業は沈
没します。社会も持ちません。周波数統一の問題は何なのか、資金
か、安全か、どうしても出来ない技術的理由(あるとは思えない)なの
か、それらの程度はどうなのか。これらを全部解決するのは、おそらく
従来の倫理感では困難なのでしょう。しかし、安全・危険を絶対視しな
いで、国家の安定維持を優先して考え直すべきと思います。どんなに危
険であっても社会的意思と計画的工夫があれば、被害を最小限にする
ことが可能ではないでしょうか。以上は技術的素人の意見ですが、技
術士会から震災後の電力問題解決に専門的提言があるといいと思いま

【意見】
近畿支部経由



3231746

緊急時措置として、やはり、ライフラインや住居が
損壊した方への災害援助として、支援物資や避難
所居住施設の改善（仮設住宅あるいは受入れ体
制が整っている自治体への移転）が第一です。こ
れまで多くの市民や自治体、NPOなどから支援物
資が収集・搬送されています。現状では、ほぼ行き
とどいた状況と見ているようですが、今後は、被災
者の必要とするニーズが多様化するものと思わ
れ、これらに関して即時の物資収集や配送のシス
テムを作る必要があると思います。
　被災者からの要望等は、各避難所にPC及び携
帯を設置し、インターネットで双方向のやりとりを行
い、各団体（自治体、NPO）の物資状況を整理し、
スムーズに配送できるようにするのが良いと思い
ます。もう既に取りかかっているのかも知れません
が。

　復旧対策・復興については、社会資本の復旧という観点
では建設業界が主体（建築学会、土木学会や地盤工学会
からの提言）となって国や地方自治体と連携して行っていく
と思われます。技術士会が関わるとすれば、多岐にわたる
各部門の視野で復興に向けた提言を行って、建設業界と
は違った角度からの提言を示すことも可能ではないでしょう
か。
以下に、問題点、課題、提案について記しますが、ごく一般
的発想です。
問題点
　今回の被害は、大津波による村単位で壊滅的な被害を
生じている。
課題
　村単位での復旧となると、がれきの撤去、整地、用地境
などの測量、地権者立会、住宅再建など非常に時間がか
かることが予想される。
提案
　ある程度孤立した村単位では、村ごと受入れる自治体に
移転し、整備を進めるのが効率的かつ、支援活動も行い
やすい。これまでの、埼玉アリーナに移転した事例もあるこ
とから、各地方自治体に村単位で移転するのが良いと考
える。その場合は、就職先の斡旋も自治体で考慮する必
要がある。
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【感想】
その他具体的な内容につ
いて記述下さい。
技術士として何ができるか
といわれると、非常に難しく
返答に困ってしまいます。
現在、私に出来ることは、
義援金と支援物資を自治
体の窓口へ持っていくこと
だけです。被災者の救助な
どが一段落して、復興に向
けた被害調査を技術士会
で行うなどあれば、一週間
程度は、ボランティアとして
有休休暇を取って参加でき
るかもしれません。
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東京電力福島原発災害対応に対する意見
１） 会社のﾄｯﾌﾟは、災害発生後直ちに、GE・日立･
東芝等のﾒｰｶｰのﾄｯﾌﾟに
技術者の派遣等の支援を要請する必要があった
のではないか。
２） 制御室の電源は移動用発電機(１日あれば運
転可能)　を設置し、ﾒｰｶｰの技術者を総動員して、
復旧する必要があった。
（制御･計装電源の容量は小容量のため、移動発
電機で対応できる）
３） 仮設電源工事は、最重要の作業であり、災害
発生後直ちに材料手配等を実施し、早急に完成さ
す必要があった。
　　　　（本来なら、非常電源として予め設置する必
要があった）
４） 災害発生後直ちに、設備の点検･試験･復旧は
ﾒｰｶｰの技術者を総動員して実施する必要があっ
た。
　　以上、事故の対応には、設計上の技術が重要
で、ﾒｰｶｰの設計者の協力が必要である。　　迅速
に、安定的な安全を確保したうえで、今後の復旧･
復興作業を考慮し、最善の方法で対応すべきだと

１． 漏電対策／照明等の安全上必要な緊急対応作業は
最優先に対応する。
２． 今後の復旧･復興には、幅広い視野に立って方針を決
めて実施する。
３． 電気機器の調達
　　　1）　電気機器の浸水等による絶縁低下対応のため、
重点箇所に電気機器
乾燥機を手配する。
２） 電気機器の検査・試験機器を手配する。
３） 動力盤･制御盤等のスイッチ類・制御部品の品切れを
防ぐ。
４） 電気工事材料の品切れを防ぐ。

現地での支援協力で、工場関係の電気設備・計装･制御設備の
復旧対策／復興計画等の指導･支援
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安全地域への避難・誘導と当面の生活支援（食
料・医薬品・暖房等）や、二次災害の防止が何より
重要か。
震災自体もさることながら、原発対応の不備が更
なる危機を招いている。
原発対応については、初動のまずさは今や後の祭
りであるが、今後はとにかく情報公開を迅速に行
なうこと、避難などの危機管理についても慎重かつ
迅速に行なうことがとても重要だと考える。放射性
物質は人体に対して有毒であることは言うまでもな
いが、リアルタイムでの数値情報を出すことが必要
だ。現状の安全報道の行き過ぎには不安を感じ
る。短期安全と長期安全があるが、放射性物質は
微量であっても将来的に人体に与える影響は確実
にあり（米国科学アカデミ委員会）、その点も十分
に情報公開しなければならない。国民は正確な情
報を受ければ、パニックにはならない。
技術対応は専門家を全面的に信頼し、最悪自体
に至らない事を祈っている。

避難住民の居住確保のほか、ライフラインの復旧が最優
先であり、被災規模が広域にわたるため、隣接地域との整
合を図る上で情報交換を密にとりながらの慎重かつ迅速な
計画・実行が必要なのはいうまでもない。
とにかく、被災規模がこれまでに経験のないほどに甚大で
あるため、国を挙げての全面的な対応が不可欠で有る事
は誰もが認めることであり、国家事業として最優先に取り
組むべき事案である。全国の技術者を可能な限り結集させ
て対応するべきで、個人的にも全面的に支援したいと考え
ている。
そのためにも、予算の迅速な決定と配分を早急に行なうこ
とが重要で、政府や与野党の政治化が一致団結して行動
するべき時である。

■ ■ ■ ■
土木構造物（斜面・液状化等含む）の安全点検、復旧計画など、
必要があれば現地対応も行ないたい。
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・ リモートセンシングと画像認識などの技術によ
り、状況認識、緊急出動をさらに早くできれば、救
命率を上げられた可能性がある
・ マニュアルの想定内での訓練レベルは非常に高
かった反面で、少しでも想定を超えたときの脆弱さ
が気になった。治水での超過洪水対策のような考
え方を各分野で整理する必要があると感じた
・ 陸路の寸断時の海空からの強力な機動力に驚
き、予め防災業務計画や事業継続計画に盛り込
んでおく必要を感じた
・ 大胆な西日本への移住策などが必要
・ 往路で救援物資、復路で災害弱者の疎開などロ
ジスティックスの専門家の技術を早期に導入する
とよかったかもしれない

・ 迅速な復興事業のため、権利関係の整理が必要
・ 西日本に集団移転してもらって、その間に短期集中で効
率的にインフラ整備をおこなう仕組みを考えてはどうか
・ 震災前から衰退傾向にあった第一次産業を、自律的に
まわっていく形で再興する仕組みを考えるべきである
・ 人口減少の近未来を先取りするような形になるかもしれ
ないので、集落や農地の集約とインフラの集約、里千里山
里海の再生のモデルとすべきである
・ 中尊寺(重要文化財)や野蒜港跡(近代土木遺産)なども被
害を受けており、こうした文化財の保存も被災者・国民の
心の復興に重要である

■ ■

原発を除き、自然災害では、救助→被災者支援→復興とフェー
ズが移る中で、廃棄物やサニテーション(安全な水、排水処理)の
対応から、長期的な視野に立った資源の有効利用や環境汚染
の防止、持続可能な社会システムの構築(低炭素社会など含む)
にニーズが変わっていくので、一歩先を見据えた意見の集約な
どでお役に立ちたいと考えている。
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現状の早期回復を願う被災者目線、復興に携わる
行政、自衛隊他の関係者の立場にたった復興や
支援のプロセスをしっかりと聞き届けた対応が重
要。現場を混乱させる支援等は厳に控える必要が
あると思います。

被災地に居る者として、まずは現地に散乱する膨大な量
の家屋等破砕物や倒木、車両の片付けが優先されます
（早いご遺体の発見と復興への第一歩として）。また、余震
が続く中、倒壊の恐れがある建築物や山地の点検が急務
と思います。そして速やかな復興に向けた今後の都市計
画や自然環境の回復に向けた適正な人的資源配置が重
要となると思います。
これだけの被害を受けてしまった以上、復興に際してはい
ままで「人間中心」だった土地利用も少子高齢化に合わせ
て再開発し、豊かな自然回復ができるように配慮した計画
を期待したく思います。

■ ■ ■ ■
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理想の例を以下を述べます。
地震発生直後に、インターネット・e-メールにより
各技術士に連絡が入り、その内容に従い技術士
が県庁、オフサイトセンター、市役所、官公庁に出
向く。あらかじめ技術士に分担されていた役割を
果たす。例えば、県庁の職員の補佐として専門的
なアドバイスを行い、緊急活動のサポートをする。
原子力・放射線部門であれば、県庁や国や消防、
電力、報道機関などに伺いあらかじめ分担されて
いた役割を果たす。技術士はあくまでもサポートに
より、主たる組織がより効率的に機能するように活
動する。
これは、あらかじめ防災計画、組織、役割分担、そ
して定期的な訓練、顔つなぎがいる。
今回の震災でもし1人の技術士が5人の専門家を
つれて各組織にサポート活動に乗り込めていた
ら、混乱は多少はへるのではないか。
できることを事前に抽出して分担を決めておくこと
がいるのではないか。ただし、企業内技術士にお
いては、企業側に業務より優先することの法的な
活動根拠を整備することが活動には不可欠と考え

技術士の地位向上の話題があったが、地震直後のもっとも
専門家が必要なタイミングにおいて技術士会の活動が十
分なされたのかがよくわからない。
日常での活動はとても大事であるが、専門家が事故等で
手を取られて動けないようなとき、つまり助勢が必要な時に
速やかに活動に参加できることが本来は必要なのではな
いか。簡単な作業であっても、デマから住民を守ることなど
ができるのであればそれは価値のある活動ではないだろう
か。

■
・原子力学会での活動に協力（一般向け説明の原稿作成の助
勢）
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現地への交通網が寸断され、多くの漁港も使え
ず、最初の数日間は、救助に当る自衛隊や消防
以外の人は迷惑だったようです。その中で、北上
川の堤防が数日で応急復旧されたのは感心しまし
た。津波に対して避難できた人と逃げ遅れた人の
体験談は早く報道され、救援には役立ったようで
す。内陸部の建物被害、地盤被害は地形、土木建
築等のMLから伝わりました。強震度や、斜面崩壊
が生じやすい地域は津波による被害が大きかった
ため、だんだん報道されなくなってきましたが、要
注意です。
防潮水門が地震後に電動閉鎖できず、閉めて回っ
ていた消防団の方が逃げ遅れて亡くなったケース
も結構あったようで、電気使わないセンサー等一
工夫必要かと思いました。
緊急地震速報ですが、高所作業中の人や化学薬
品を使っていて亡くなった方には、役に立たなかっ
たようです。テレビを誰もがいつでもつけているわ
けではなく、携帯配信でもしないと意味ないでしょ
う。車で避難した人も多かったようですが、車で津
波に巻き込まれた人が、車自体はそれほど大破し
ていないのも多いですがどの様にしてどの位の割
合で亡くなっているのかもあまり報道されていませ
ん。

防波堤や河川堤防が超過水位に対しても破損せず、越水
しても減勢効果を持つ工夫が必要と思いました。また、津
波などの水圧に対して、家屋がバラバラにならないで形を
留めると生存の可能性もあるようなので、もし、水流の当る
角度に関係があるなら、堤防に対して斜めに、高台に真直
ぐ向かえる様に街路を再興するのも一方法かと思います。
奥尻島では人工地盤上に復興したとのことですが、今回の
浸水区域より高いところだけで生き残った人が皆住めると
も、人工地盤で可能だとも思えません。もし、浸水区域にも
仮設住宅を作らざるを得ないのなら、二次災害防止のため
にも早急に検討すべきことかも知れません。
現在地震も気象庁の管轄で、気象業務法では地震予知は
気象庁の定める方法に限るとありますが、電波（北大の森
谷武男氏の本を読みました）や地下水（産業創業研究所の
でみた）による方法など、他機関との連携で短期予知技術
の開発に全力を挙げて、想定外含めた減災に努めるべき
でしょう。避難路の確認をしたり、建物の応急的な補強策
に支出する気になるなど減災効果や、短期予知の精度が
なかなか上がらず予知したより大したことなくても、避難訓
練の効果はあるでしょう。大きな余震の予知に、このような
研究がどの位当るのか、緊急地震速報の他に、公開して
みるのも良いかもしれません。
原発事故では沈静化と放射能汚染が問題になっています
が、その対策さえとられたら、今後も原発を稼動すべきか
どうかを考えるのに、放射性廃棄物の最終処分問題があ
ります。技術士会の講演会で、地震の発生に岩盤の摩擦
力が変化するアスペリティが重要だということを知りまし
た。また、最終処分をプレートがマントルに潜り込む日本海
溝で行い、世界中から引き合いのある事業にする案があ
るのをみたことがあります。日本海溝への処分が実験でも
なされると アスペリティに影響して 地震を誘発する可能

△ ■ ■

奈良大学地理学科GISゼミの学生さんと、被災地の復興に関す
る調査を一緒にやる予定です。その中で、私の専門である河
川、海岸の構造物の破壊や、関心を持っている家屋の向き（あ
るいは築年、構造か？）と破壊程度、水系や表層地質、地形分
類と強振動（建物被害の実態）などについてもとりまとめていき
たいと考えています。その結果、防波堤や堤防の構造や、土地
利用や街路配置などの提案についても、出る幕がありそうなら、
参加したいと思います。

3232308

・東京本部／支部／県支部／・・・の情報網の確
立。
・そこを通しての緊急事態を知ること／緊急要請事
項・物質等を知ること
・対応部署／支援活動部隊の組織化・人集め →
上記の対応／支援活動の具体化
・情報の無い処を調べ、優先順序をつけてそれぞ
れへ出かけて、調査する。

・被害の程度／大きさにより、自治体が決める、復旧か／
復興かについて、意見具申／提言を行う。(支部／県支
部・・・の役務となろう。本部は、そのバックアップ／支援)
・上記に関し、本部に各部門からなるバックアップ／支援体
制を作る。
(安全／環境／省エネ／・・・等を都市計画に織り込んだス
マートシティープラン等、日本技術士会としての都市計画
マニュアルに相当するものありや）

■ ■ ■

【その他の意見】
・今回の災害を参考に、各
地域で天災／人災に遭遇
した時の被害想定をし(リス
クアセスメ
　ント)、それを防止する、又
は、被害をより小さくするた
めの対策を夫々異なる部
門で
　(違った視点から)考え、そ
の中から経済性／実現性
／・・・の観点から、ベストな
ものを
　選ぶ作業を技術士会とし
て行い、提言すべきではな
いか。
・今回の災害でも、“想定
外”との発言が多いが、家
が流される被害を想定し
て、対策をた
　てることは経済的に考え
て非現実的であるので、防
波堤を超えてきた津波を想
定外、と
　言うのは判るが、発電設
備等が水を被って機能不
全になったのは、原因が津
波とは言え、
　対応／対策は立てられよ
う。これを“想定外”で片付
けるのは安易過ぎる 想定

3232314

会長殿　防災支援委員会　幹事長　小澤明夫殿
私は建設部門の技術士会員ですが、3月11日以降の福島
原発事故の政府・東電・保安院報告やこれを解説する学識
経験者等の危機対応報道をジレンマを持って見聞きしてお
ります。今日3月23日になっても黒煙が再発し従業者が避
難するなど、放射能漏れ事故の現状と行く末、今後の炉の
再生可否等の展望が国民に提示できていません。放射能
の発生源や測定点位置における計量とその拡散範囲、拡
散ルート、時間的変化の提示はもっと計画的に組織立てて
実行すべきだし、放射性物質の汚染度に応じての対応が
イマイチ無知な国民に理解できていません。一方炉内の諸
施設の事故後の変化は不明で、汚染物質は止まる事無く
放出されており、このままでは世界中からその処置の悪さ
を指摘され非難を受けると思います。今日のNHKでの保安
院発表時に会場から多分技術士の方でしょうが「汚染がど
んどん進む。早く判断して廃炉・封鎖などの方向は考慮さ
れているか」の質問がされてましたが、返答時に枝野氏の
別の報告に切り替わった為見れませんでした。私も平素考
えていた事であり、この質問に大いに同感いたします。そこ
で会として、日本のために国に技術の総合的部門を俯瞰
できる技術士会の立場で、この廃炉・閉鎖の検討と実行を
一刻も早く着手する様提言・援助するのが使命の一つでは
ないでしょうか。今は学問の教材とするときではないと思い
ます。　　ご検討ください。
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3232321

緊急時の即戦力となることは大切であると思う。し
かし，建築物の耐震性の検証・評価，津波対策，
避難先での衛生管理，原子力に関する正しい知識
の展開，放射線による農作物への風評被害を防ぐ
ための客観的評価など，今回の災害の教訓を根
付かせる活動をすることこそが，技術者集団として
の力を最大限に発揮できるのではないかとも思う。

（１）放射線による農作物への影響を評価し，科学的に正し
い情報を発信する。
（２）原子力発電の安全性の検証・評価

被災地域向けとは限らないが，
（３）今夏は電力不足が予想されるため，エアコンを使えず
熱中症にかかりやすい環境になると思われる。→熱中症を
防ぐ方策を提言。

■ ■ ■
身近な人と技術に関する知識を共有し，効果的なエネルギの節
約を促す，農作物の風評被害を防ぐ，といったことに取り組むこ
とで，被災地域の復興を促す土台を築く

3232323

復興工程表の作成：住民の最大の不安は先が見
通せないことであるため、災害発生から復興に至
るまでの具体的なスケジュールを示す
支援体制の構築：上記スケジュールにあわせ、医
療、介護、物流、建設、まちづくり等に必要な体制
を国が中心となり構築する

課　題：迅速な復旧対策と住民合意による復興計画
問題点：被災者が多いため以下のような問題点が生じる
復旧工事における地権者の確認や了承などの手続きに時
間を要する
　　　　　　復興計画策定のための住民合意をどのように得
るのか検討が必要
提　案：地権者の事後承諾や多くの不明者がある場合の
住民合意の方法を現時点から検討し法的整備を行う

■

現時点で具体的なものはないが、今後、自分に出来ることがあ
れば協力していきたい

3232350

被災者に対する早急な救援活動が最優先である。
同時に、長期にわたる地域復興への本格支援体
制づくりが急がれる。地域復興支援についてはま
さに技術士会のような専門化集団の組織的支援
が必要と思われる。生活インフラを中心とした公的
施設・仕組みの復旧と、個別企業の再建、地域経
済の再活性への両面支援が必要と思われる。こ
れだけ広範囲な、甚大な、深刻な被害に対して
は、高度な戦略性と、多分野の高度な技術が必須
と思われる。

効率的復興活動には組織的展開が必要である。技術展開
ニーヅの集約、適切な技術者派遣、派遣技術者フォロー等
のシステマティックな活動が必要である。
（復興支援活動の組織化に関する提案）
技術士会各専門部門代表からなる“復興支援連絡会”を新
設し、各部門に具体的支援活動会員を事前登録し、技術
士会全体での復興支援組織を編制。“復興支援連絡会”に
て、地域住民・行政、政府、企業との連携を図りながら支援
活動全体を管理・統制する。

■ 生産活動復旧支援



3240241

マスコミ報道が大災害時にも視聴率狙いのスクー
プ映像を求めているのにはあきれる。
複数のテレビ局があるのだから、各局で取材する
地域を分担し、またそれらの情報を統合して、情報
伝達の空白地帯を無くすべき。例えば、被害がそ
こそこ大きかった北茨城の報道は、関西ではほと
んど見聞きしない。

○津波被害で多量の廃棄物が出ると推測されるが、この
処理はどうすべきか。処理を進めることで、被害地域の復
興に役立つように地元の企業優先で処理してゆくのが良
いか。ただ、圧倒的に人手が足りないと思われるので、地
元企業でなかったら「ふるさと納税」等で地元にお金が落ち
るような策も必要ではないか。
○福島県の原子力発電所周辺では放射線量が通常回復
後も風評被害が懸念される。その対策として、専門の技術
者が一般人に分かりやすいように安全性を説明し、信頼を
得ることが必要である。よく分かっていないコメンテーター
などに、推測でものを言わせない。もちろん、情報の透明
性が最重要課題である。
○過疎集落や交通の便が悪い集落がたくさんあるため、
全ての集落を均一に復興させるのは困難と考える。この
際、物資の輸送が行い易い場所に複数の集落を集めて
（コミュニティー丸ごとの引っ越し）、復興を進める大胆な対
策も必要ではないか。ただし、一律的なやり方は反感を招
くため、地域住民の意見を良く聞き、尊重させることが必須
と考える。
○関東以北では、計画停電等で不要なエネルギー消費の
節約が求められている状況であるが、それ以外の地域ま
でも萎縮して経済を停滞させてはいけない。無駄遣いを推
進するわけではないが、今まで通りに経済活動を行い、余
裕ができたら震災復興に回すべきである。
○最終的な復興は、普通の生活ができるようになった上で
の産業の回復であるが、震災対策はどうすべきか。千年に
一回と言われている今回の津波の規模で対策を行うべき
か。結論は出しづらいが、津波の威力を押さえ込むのは困
難であるため、避難経路（高台や高い丈夫な建物）の確保
と各家庭への緊急連絡網（有線の通信装置など）の確保

■ ■ ■

3240516

三菱重工㈱の原動機に勤めています。今、当社納
入の火力発電所の被害状況を調査し、被害の少
ない方から優先順位をつけて復旧支援を行ってい
ます。重要な点は如何に多くの電力を出して停電
を最小にするかです。なお復旧に関しお客様から
他社製のボイラへのチューブ借用依頼があった場
合でも対応しています。

１）問題点は火力発電所までの道路が不通な点です。早急
にメンバーを送り復旧工事を実施したいものの道路が遮断
されて現場に行けません。ヘリコプターをチャーターして現
場に入るも点検に必要な人間しか送れていません。
２）このような時は復旧資材が大量に送れるように、まずは
現地までの道路の復旧を優先すべき。
３）また東京という支援後方部隊の機能を維持するため
に、民家の停電は仕方ないとしても通勤に使っている電車
の停電・停止はすべきではない。電車が動かないため人が
集まらず後方支援が遅れ勝ちになる。
４）くれぐれも残念なのは50Hzと60Hzの周波数変換設備が
小さく融通電力が100万ｋＷに限られていること。被害の無
かった西日本では電力の余裕を東日本が活用できない。
1000万ｋＷ（西日本の総電力の約10％）あれば、時間をか
けて火力インフラを整備できる。同じ50Hzでも泊3号が運開
した北海道と本州の連係電力容量が60万ｋＷでは小さす
ぎる。

■
会社では地震直後に対応体制を整えて組織で東北・関東地区
の自家発、エンジン発電を含む電力の復旧に対応しています。

3240859
現状以上のものは、特にありません。
  

このたびの地震には長周期成分が含まれるが、高層建築
で壊滅的な被害はなかった模様であり、その評価と、今後
の東海、東南海、南海地震等にそなえての対策検討。

■ ■

現地技術支援は体力的に無理なので、近畿支部防災研究会幹
事として、後方支援にあたることとしたい。

3240944

・技術面での調査等の支援は可能でしょう。足、燃
料、食糧、宿泊地等持参できるような状態でない
と、被災地へ迷惑をかけることになることがTV放
映などで明確になった。自己完結型、兵糧持参自
助行動が基本でしょう。

・ 問題点必要事項は質問1に回答のとおり。
・ まず民生部門の支援が第1でしょから建設部門としては、
もうしばらく時間が経てからと思います。自然災害の復旧
に視点を置いた支援になるかと思います。その面に関して
は、会社業務としての対応も行うことになると思います。
・ 災害状況の調査、建設部門の復旧支援となると思いま
す。

■ ■ ■

・ 現地支援は、会社業務があるので難しい。
・ 地質系なので、調査結果などの資料が出てくれば、東京での
検討会へは参加可能。
・ 「防災会議メーリングリスト参加」は可能。是非お願いしたい。
私見を述べることなどで協力可能。

3240953

1. 支援と言ってもその内容は多岐であり、どのよう
な支援が出来るか範囲をしかるべきである。
2. また、緊急時と復旧期間となればその内容も変
わってくると思われる。

1. 国の公共土木施設災害普及制度では、現状復旧が原
則となっていると思われるが、今回の復旧はそれでよいの
か？
・ 例えば津波の想定高を今回以上に上げる。
・ 従来と同じとし 避難の方にウエイトを置くなど。

■ ■

歳はとっているが（７２歳）体力には自信があるので、力仕事は
出来ないが復旧の技術面で協力したい。
（国の災害査定業務（災害検査官）に６年間従事した経験あり）

3241001

防災支援委員会　殿
この問題は、防災支援委員会だけの問題でなく、日本技術
士会全体の大問題としての緊急な
課題である。一刻も早く支援を行うべきである。そのために
は
①　「緊急理事会」を開き、取り敢えず日本技術士会とし
て、義援金を5千万円位は、贈るべく
　　提案する。
②　5千万円については、後ほど各支部、本部に割り当て
て、会員を問わず、登録した技術士
　に呼びかけ、全国の駅前で募金活動を行い、5千万円を
徴収する。
③　このくらいのことをしないと、「日本技術士会」の意味が
ない。
④　私は、3月12日に○○会からの呼びかけに対し、駅前
で2時間ほど2日にわたり、義援金の
　　ための募金活動をしました。

防災支援委員会　殿
アンケートがもどってきまし
た。
アンケートの趣旨
①　日本技術士全体の問
題として早急に対応すべき
ものと思う。
②　緊急理事会を開き、取
り敢えず5千万円位義援金
として、日本技術士会の名
前で送る
　　ことを提案する。
③　5千万円については、
後ほど各支部、本部に割り
当て、会員を問わず登録し
た技術士全員に
　　呼びかけ、有志を集め
全国の駅前等で２～３日募
金活動を行い、5千万円を
徴収する。
④　この位のことをしないと
「日本技術士会」としての意
味がない。
⑤　私は、3月12日に○○
会からの呼びかけに対し、
駅前で募金活動を行いまし
た。私自身も
　　年金暮らしですが1万円
を募金として投函しました。

3241021

１．第一線の技術士はともかく，独立技術士・自営
技術士は余震が収まり，放射線の影響が低減した
のちに現地に赴く。
２．全体像がはっきりする一か月後をめどに，会と
して会員としてどのような支援ができるか集約して
おく。

１．震災の評価，復興計画作り支援について，建設企業・コ
ンサル企業に対し，また自治体に対し協力できることをア
ピールする。
２．そのために会として会員として可能な技術を出しあい，
これを防災委員会に集約しストックしておくこと。（各部会に
も協力依頼する）
３．随時協力要請の内容を公開すること。

■ ■ ■ ■
①水産部会での「支援」の具体化（漁港・漁船・養殖加工施設・
港湾環境）

3241037

・     この問題は、防災支援委員会という範疇の問
題ではない。「日本技術士会全体」いや
　技術士という名称を使っている技術士全体の問
題として下記により提案する。
①       日本技術士会として「緊急理事会」を開き、
取り敢えず日本技術士会として、5千万円位は立
て替えて早急に送るべく提案する。
②       5千万円については、後ほど各支部、本部
に割り当てて、会員を問わず登録下技術士にも呼
びかけて、有志により駅前等で募金活動を行い、5
千万円を徴収する。
③       この位のことをしないと、日本技術士会とし
ての意味が無い。
④       私は、3月12日に○○会からの呼びかけに
対し、駅前で2時間ほど2日間募金活動をしまし
た。私も1万円募金しました。

こんなの
んびりし
ている状
況ではな

い

3241118

・政府が中心になり、一日も早く原発問題に決着を
つける。
・地域の住民は、地域の課題を広く国民にアッピー
ルしつつ、自助、共助、公助の原則にしたがって行
動する。
・技術士は、専門家として、巨大地震の全体像及
び今後の見通し等について、地域住民と意見交換
して、お互いに励まし合うとともに、とりあえず個人
としてできること（義捐金への応募等）をおこなう。

・政府は、巨大地震の発生を受けて、日本の持続可能な成
長の方向を示す、国の長期計画（国土計画）を策定し、地
方自治体の意見を勘案した、日本国土の復興方針を定
め、それにしたがって復興に着手する。
・その際に、地方自治体が、復興事業を実施することが困
難であるときは、政府は、広く官民から人材を募って、国の
復興機関（たとえば、「復興院」）を設置する。
・日本技術士会も加盟している「災害復興まちづくり支援機
構」は、東京都と連携して、災害復興まちづくり支援に、積
極的に取り組むべきものと考える。
・技術士は、専門家として、地域住民と、国及び東京都等
の地方自治体との間にたって、復旧、復興について、科学
技術コミュニケーターの役割を果たす。

■ ■
「災害復興まちづくり支援機構」の一員として、地域住民と、東京
都等の地方自治体との間にたって、災害復興まちづくりに協力
する。



3241459

１．被災地及び被災技術士への義援金活動を行い
ます。
２．被災された方が切実に必要とする案件に、現
在、技術支援を緊急に要するものがあるか疑問に
思います。被災地では安否確認、生活物資、医療
衛生、居住空間確保でまず、通信、流通、ガス、上
下水道、電気等のインフラ整備が優先されている
でしょう。これらは国をトップに地域末端までの一
致団結協力のもとなされるものですから、技術士
会活動はその中に組み込まれるものでなければな
らないと思います。とにかくまず生活支援の中で、
技術士活動は、安全・安心に直結する面で行うべ
きと思います。
３．後方支援になりますが、被災地の地震前後の
産業活動の調査解析を、緊急に情報収集し、まと
め、インフラ整備後の経済活動支援に資するよう
にしておくことも重要と思います。
４．阪神大震災のときの対応を参考に、技術士会
の活動指針を提示するのもよいと思います。
５．以上提言で、２項、３項の具体化は、各技術士
会の部門ごとに案出されるものですが、会の方針
が明示されていなければなりません。

１．インフラ整備は、被災地の実情と再生計画により個々
様々になると考えられます。また長期に渡って検討される
課題もあると考えられ、それらに対し技術士の参画の在り
方を模索していくことになるのではないかと思います。特に
土木、建築、上下水道等部門の方々の対応は熟議し、決
定しておかなければならないと思います。
２．被災地での生産活動の回復が待てず、中部以西への
生産拠点移動あるいは海外移転がありうると思います。こ
の場合の技術移転に対し、技術士会の支援が有用と思い
ます。

■ ■ ■
１．企業内技術士は現業業務への専念がつとに求められるであ
ろうから、それ以外の技術士（専任者、リタイヤ者）が活動するこ
とが必要かも知れません。

3241127

１． 直接の災害でも大変なことなのに、風評による
二次災害がおきています。風評は、高度の専門知
識を持つ技術士が発言することで防げるはずで
す。防災支援委員会の日常活動の強化（広く協力
者を組織する等）が必要と思います。
２． 放射線漏れなどの技術問題では、わかりにく
い表現が、風評被害を拡大しています。日本技術
士会の平時の活動として、例えば、放射線量のわ
かりやすいランク付け等、わかりやすい説明マニュ
アルを作成する必要があります。
３． 上記の緊急対策として、災害発生時には直ち
に日本技術士会本部（東京が被災した場合には
大阪とか）に緊急対策本部を設置し、まずは、自分
のホームページで、風評防止の広報をすべきで
す。

１．被災地域からの避難が優先とは限りません。現地に留
まりあるいは現地に駆けつけて対応することが優先のこと
もあります。政治的判断を軽視するものではありませんが、
高度の専門知識を持つ技術士の判断が重要であると、日
本技術士会として意見を出す必要があります。
２．避難するとしても、避難の順序が問題です。老人や病
人を避難させると、その途中で健康を悪化させてしまいま
す。むしろ順序は、乳児、幼児、若者が先で、老人は最後
でよいはずです。とくに放射線漏れに対しては、避難順序
のマニュアルを作成し、日本技術士会の技術的見識の高
さを示すべきです。
３．復旧、復興については、現地に留まった住民を中心に
行うべきです。現地の事情を知らない外部の者は、かえっ
て復旧の妨げになることもあるからです。現地に行って調
査することも、現時点では現地の大きな負担になりますの
で、防災支援委員会が一元的に管理し、個人的に行かな
いようにアピールすべきと思います。
４．復旧、復興については政治的活動が非常に重要と思い
ますが、日本技術士会は政治的活動は得意ではありませ
んので、政治団体にお願いした方がよいと思います。もち
ろん、高度の専門知識を持つ技術士の提案を作成した上
でのことです。

■
自分の専門事項では被災地域に直ちに役立つ行動は困難と思
いますので、間接的な支援になります。

3241144

発災後１２日が過ぎようとしていますが、行方不明
者の人数が増え続けています。通信手段の不足
で、安否確認が十分出来ない状況です。避難所で
の安否情報も避難所間で情報のやり取りが全く出
来ない状況が続き、家族を捜し歩く被災者が多く、
被災者の肉体的・精神的な負担が非常に大きく
なっています。そこで、次の提案をします。

１．携帯電話が一日も早く使用できるよう通信各社
に要請する。
２．避難所の安否情報を共有化するべく避難者・
死者のデータベースの構築と公開

復旧対策の課題
　１．甚大な被災状況であり、被害の全貌把握に時間を要
し、復旧対策の条件設定にも時間がかかる。
２．新たな法整備が必要である。(多方面に亘る)
３．住民のコンセンサスが得られるのか
復興における課題
　１．技術全般に関する総合的な調査と検討に基づく対応
　２．街づくりの基本方針の考え方
３．原発の安定化
　４．今後の減災、防災の考え方(東海・東南海・南海地震
に向けて)

3241639

首都が比較的実害が少ないにも関わらず帰宅難
民など大混乱した為に本来の被災地への支援活
動に支障が出たと思う。特に交通機関は施設被害
が無ければ速やかに運行再開し、輸送ロス挽回に
全力を尽くすべきであった。もし運休節電で経費余
剰が出るなら本来はサービス受益者へ還元すべき
だが、明らかにして義援金として拠出すべきかと思
う。

先ずは政府・自治体のニーズを確認し各部門の緊急支援
チームを結成し支援表明すべき。
“想定外“という発表が繰り返されているが、官、民、共に、
日ごろのリスクアセスメント（マネジメント）が不十分である
ことを痛切に感じた。事が起きてからでは遅いのだが、行
政、公共サービス機関のサービスマネジメントを再構築す
べき。もし復興省が設立されるのであれば、被災していな
い原発や交通機関などの技術監査も含め、復興のドサク
サを許さないモラールの監視役など実働部隊として技術士
会の寄与範囲は広い。また復興はとかく建設重視となりが
ちであるが、スマートグリッドや光無線通信、分散型の創エ
ネ、植物工場など、災害に強い社会システム構築の絶好
の機会である。首都機能の一部移転等を含め大規模な地
域再開発のチャンスと捕らえ、新技術を積極的に展開すべ
きであり産官学の触媒として技術士会が活動できないか。
また、最短期間に限られた人材（人財）で復旧を果たすた
めに、経験、技術、資格、老若男女含めた合理的な人財評
価基準を示し、中核人財を適材配置して日本再生のチャン

■

医師や弁護士と違い個人で完結できる業務は少ないと思うの
で、被災地自治体のニーズを調査した上で、場合によっては会
員が所属している企業連携も巻き込めるよう、日本技術士会名
で募集しプロジェクト組織的な支援活動を計画してはどうかと思
います。

3241337

太平洋戦争の敗戦に次ぐ日本の存亡がかかった
危機であります。戦後、安岡正篤先生の提唱され
た「萬燈行」、この精神で立ち向かう必要があると
思います。
萬燈行
内外の状況を深思しましょう。
　このままで往けば、日本は自滅するほかはあり
ません。
　我々はこれをどうすることも出来ないのでしょう
か。
　我々が何もしなければ、誰がどうしてくれましょう
か。
　我々が何とかするほか無いのです。
　
　我々は日本を易（か）えることが出来ます。
　暗黒を嘆くより、一燈を付けましょう。
　我々はまず我々の周囲の暗を照す一燈になりま
しょう。
　手のとどく限り、至る所に燈明（とうみょう）を供え
ましょう。
　一人一燈なれば、萬人萬燈です。
　日本はたちまち明るくなりましょう。

福島原発事故に対する緊急対応に、普賢岳の災害復旧工
事などで推進された無人化施工技術がなぜ積極的に提
案・採用されないのか？福島原発の原子炉建屋の爆発で
飛散した瓦礫が散乱して燃料プールへの放水・給水作業
が困難であったという東京消防庁の作業にあった方たちか
らの報告がありましたが、ブルドーザーなどによる無人化
施工技術で対応できていたら建設分野に対する評価の向
上や信頼性の回復などにも役立ったであろうに、と残念に
思いました。同様にロボットを高レベルに汚染された可能
性のある建屋内の調査・把握に活用できていたら上海万
博での出展以上に評価が上げることのできた機会であっ
たのに･･････そんな思いを致しました。
インフラ、特に道路や堤防などの復旧工事は、緊急を要す
るのですが、その場凌ぎで対応して復興に向けて改めてや
り直すような遣り方をしては費用が余分にかかってしまい
ます。応急措置が次の段階の復興の事前工事になるよう
な方法・構造を考えて対応しなければならないと思います。
土工事関係であれば、補強土工法の積極的に効果的に採
用して欲しいと思います。兎も角、復旧や復興が目的だと
云っても、一旦出来上がった構造物は、今後数十年の耐
用期間を有するインフラとなる訳ですから、きちんと計画性
を持ったもので、品質とその管理も「応急対応仕様の間に

■ ■ ■

3241254

私も茨城県ひたちなか市で被災しました。幸い、自宅
の損壊はありませんでしたが、停電や断水の影響を
受けました。翌日には、実家の横浜に避難しました。
停電すると照明による暗さ、食料が制限されることは
分かりません。でも、情報入手手段が限られてしまう
ことが一番困りました。防災無線も意外と機能してい
ません。電気やバッテリーに依存していることが原因
です。それと、支援活動において被災者自身が普段、
地元に関することに対して疎いほど、避難先を知らな
い。周りとの協力が出来ずに孤独で対応していること
が見受けられました。
また、避難所に関する衛生状態です。空気の悪化も
あり、避難所ではなく、安全でスペースがある建物で
避難する事例もありました。そして、避難所には認定
されていない場所へ一時的に身を寄せました。それ
は、大病院です。なぜなら、非常時に発電をしており、
そこでテレビの情報の入手、携帯電話のバッテリー補
充が出来るからです。また、地震の被災が強いとロー
ソンやセブンイレブン以外のお店は機能を麻痺して、
発生当日は営業休止になりました。翌日からは青空
市で必要なものを売ってきました。それ以上に、メディ
アの問題は、大きな課題です。茨城県においては残
念ながらＮＨＫにおいては、地元のテレビ局がないこ
と。在京のテレビ局の地域でもあり、被災地域から忘
れ去られていることも見受けられました。このときに、
インターネット媒体の発信は不可欠です。おまけに、
官と民のののしりあい、インターネットでは上げ足を取
るようなことが見受けられます。お互いに正しい情報
を分かりやすく提示し、共有し、双方向に行うことが不
可欠ではないかと考えられます。支援活動に関して
は、阪神淡路大震災の教訓は生かせていますが、今
回は広範囲 被災の程度が明らかに甚大で未経験の

弊社の復旧において、建物の復旧も大切ですが、実は「パ
ソコンやプリンタ」等の電子機器や情報機器の被災が一番
の足かせになっています。そのため、自宅待機だけでなく、
給与の減少にもつながる恐れがあります。弊社の話は、他
山の石です。今後は、企業においても、企業城下町のよう
な集中型だけでなく、地域を移転して、バックアップ機能を
強化するようなことは必要です。特に、日立やトヨタはその
傾向があるもので、そして、正しい情報をどのように出して
いくか、今回の事象をどのように記録するかが大切です。
地震に関しては、「お墓」の被災状況を撮ることです。地震
の傾向が分かります。また、原子力や食料に関しては、内
容が難しく、分からないことによる不安があるので、余計に
不安が蔓延っています。こちらに関することは、正しい情報
を日本技術士会でも提言し、決して一部の教授や准教授
だけではなく、お近くの技術士に相談をする。技術士補は
それをサポートする体制を取っていくのは如何でしょうか？
また、企業での復旧、復興活動も不可欠ですが、それ以外
で出来ることを自らが探し、技術士会が一丸となり、それぞ
れの強み、専門性を生かした様々な活動を柔軟に対処し
ていくことが必要です。まずは、ネットワークの拡充と確認
です。それこそ、組織にいらっしゃらない方には、優先して
行動をしていただくことを切に願います。

■ ■ ■ ■

特に、調査結果に関するまとめでは、データの分析や収集は、
貢献可能です。

そして、正しい情報を立ち上げるサイトの収集は可能です。な
お、そのサイトの立ち上げは、専門家に任せます。

茨城と神奈川、サイバー上で活躍できるように貢献いたします。
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① 義捐金活動は優先（物資は中々ミスマッチが多
そう）
② 再使用可否の判定（廃棄作業からの分離）・残
存機器・建築部品の仮復旧支援、復旧部品の調
達支援・・・
③ 避難生活の向上に役立つ機器支援・・・早速
シャープ・神鋼が太陽電池給電を送られたが、散
乱している資材からの活用技術の提供、一例とし
てはメーカーで素子在庫と散乱している自動車
バッテリー、ＬＥＤ活用等、その他のアイディア展開
④ 各メーカーの余剰在庫品での資材集め（阪神で
は仮設住宅向けに建材を提供した）
⑤ ソーラークッカー（足利工大＆協会＝アルミ箔と
段ボールの反射板ないし金属板等）での調理熱
源・・・紙と箔メーカーの支援必要

① 復興後の姿を想定したグランドデザインの早期提案
② 廃材の将来再生資源化に向けての地域を定めた処分
処理場の早期設定、折角の資源を数十年かけて再資源化
すればよい
③ 1000年に1度の災害と見るか、今回を基準として再興す
るのか、
高度の新基準で再興⇒創造するか・・・話は進まないであ
ろう
現状の復興として、もし再度災害発生の時のリスクを組み
込むか
⇒資産保全を含め地域再開発計画と機能再配置計画の
立案
④ 原子力は反対はしないが困難⇒再生可能エネルギー
での日常生活関連エネルギーの充足（ZEH、ZEB）と、石
油・鉱物資源の使用範囲を生産材・ストック資産へ（フロー
（消費）とストック（資産））
⑤ 原子力災害での水と野菜のリスク判定があまりの大雑
把・・・一般人が納得できる範囲でのリスク防止技術のアッ
プ、報道は過激すぎる⇒不安の増長、また住居・ビルでは
多分建築基準の問題もある・・ＴＶでの解説は！、技術士で

■

既にリタイヤして2年、軽金属協会のアドバイザーとして時に動
いている範囲内での、過去の関連企業へのマッチポンプは可能
だが、今少しづつやってはいるが中々それぞれの企業の事情も
あり簡単には行かない、技術士会としての動きとして活動集約に
協力が良いと感じている

3241545

１． 災害に強い通信手段
広域の停電、通信線断線、基地局の機能不全時
にも“最低限の通信”ができることが課題である。
①普及率が高く平時にも頻繁に利用し、各人が差
別無く利用できる装置、機器である、②双方向通
信である、などの特徴から携帯電話機能の強化が
考えられる。非常時と判断される場合に①安否確
認、災害警報などを優先し不要・不朽の通信を後
回しにする仕組み、②基地局機能のバックアップ
体制強化（法律などで規定する）などの対策を熟
慮すべきであろう。
２． 被災者情報の共有化
避難者情報、避難所の物資調達情報、非難指示
など必要不可欠な情報の共有化が必要である。今
回のように複数の自治体をまたぐ広域災害を想定
した規模で運用可能でなければならない。①誰に
でも簡単に利用可能、②速やかに開設できる、③
正確さと迅速さを両立した情報、④プライバシーに
配慮しているなどの課題がある。

東京電力管内で行われている計画停電に対する需要家の
対策に関して提言します。
１． 着眼点
地球温暖化対策を目的とした「省エネ」「エコ活動」と、今回
の電力供給能力不全を起因とした（計画停電を回避するた
めの）「節電活動」の相違点は、電力需要という視点でいえ
ば、目的の要因、つまり背景だけである。
２． 思想
これを機に、地球温暖化を目的とした「省エネ」活動を促進
すべき。不便な生活に慣れるのには時間と根気を要する
が、逆は容易であるからである。
３． 現状の「節電活動」における課題
① 節電の目標が与えられていない。総量として不足の場
合は「停電実施」となる。
公平性が無く、効率的ではない。
② 最適化されていない。例えば、パチンコ屋の営業継続と
街灯の消灯、又は、駅エスカレータの停止とデパート商業
施設の営業継続など、安全性・公共性の確保と省エネ効
果を最適化すれば、結果は自明だと思うが、現状は異な
る。
４． 私の提言
①公平性と安全性の確保
過剰な電気設備（照明、空調、搬送・・・）に対する超過料
金の徴収。「○○割引」と反対の発想で、設備能力と例え
ば床面積や建築用途による基準を策定し、超過設定をす
ることで、過剰設備による無駄を排除する。法的整備が必
要になるかもしれない。
②『見える機能』の充実
　需要家ごと（一般家庭も含む）に節電活動と節電効果を
確認・検討・選択・理解できるようなシステムを整備する。
ユーザが理解できない場合には 例えば電気事業者が無

■

3241608

巨大津波による広域的な人的、物的被害が余りに
も大きいこと、緊急対策本部となる拠点が失われ
たこと、地域交通インフラの機能が失われたことな
どにより、通常の緊急対応が取れなかった。また、
津波災害の教訓が風化し安全確保が疎かにされ
た。広域・複合災害における国、県レベルの情報
収集及び支援行動が後手を踏んだと思われる。
地域の防災情報の発信が極めて遅かったと感じ
る。

津波警報が出された場合の避難行動がとりやすいまち造
りが重要である。そのため、海岸に近いところでの再開発
は、津波に対する避難所となりうる拠点の配置を中心にま
ち造りを考える。

　「自分の安全は自分で守る」という教育を小学校低学年
から継続して実施し、地震、津波、洪水、竜巻等に対する
危険から身を守る感受性を高めることが必要である。

■ ■ ■

現地における支援活動が困難なため、上記の丸印に参加いた
します。
　なお、調査結果のまとめ作業には週2日程度参加できるように
考えております。

3241639

首記の件に関し下記のとおり考えます
１．日本技術士会は全国組織ではあるが地方支部
を構成単位としているので
　今回の大震災のごとき主に関係する地方支部と
して東北支部が具体策を立案
　本部へ相談するという形をとるようにする。このこ
とを本部から東北支部へ依頼する。
　神戸大震災でやっていないので、今回が前例と
なるからぜひやってもらいたい。
２．具体案の内容は、当面は有能なボランテイヤ
の派遣ではないかと思う。
　　東北支部から、各県、市、町村の担当部署と連
絡し、復旧に関する、建設、輸送、
　　電気工事等のコンサルタントを必要とするか需
要を聞き本部へ連絡する。
３．本部では直ちに全組織に手配し、需要に応じら
れる技術者を応募し、自費で
　現地に出かけ活動してくれるよう説得する。
４．情勢は刻々変わるので、そのときに合わせた
需要を的確に把握して、迅速に相談するよう
　東北支部に連絡する。

3241640

時間とともに被災地の要望は変わってきます。
技術士は公益の立場での活動を要求されますが、
企業技術士は時間的な制約があり
現地支援は難しいです。どうしても後方支援となら
ざるを得ません。
まずは、地元技術士からの要望を受けての活動を
進めてはと思います。

今回の被害ですが、地震被害と津波被害は区別する
必要があると思います。
２． 今回の被災の特徴の一つに街全体が流され、行政職
員までが被災者の一員になっています。
行政資料も流失して支障をきたしているとのことです。積極
的な行政出身のシルバー技術士
による支援をお願いしたいところです。
３． 復旧・復興には被災者との痛みの共有が必要です。生
活再建の為の仮設住宅・インフラ整備等は
最優先の課題と思いますが、わかりやすいハードの世界
の他に、現行法での対応・新法制定・
税制面での対応等、ソフトの世界も重要であり、行政側と
の協同が必要となります。
日常業務の中で県・市区町村の行政側に技術支援してき
た地元技術士の交通整理を
お願いしたいところです。
４． 被災状況を記録し、今後の防災啓発活動資料にする
のも、事前防災の一環として重要に思う。
５． これから発生が予想される、南海・東南海地震や首都
直下型地震に対する防災対策の見直しも
必要になってくると思う。被災直後の通信途絶、家族安否
確認、帰宅難民、計画停電等で、
我々も間接的な被災者であると思います。
６． 復興支援として現地に向かうことは、企業技術士には
難しい。
技術士は技術の街医者であるならば、地元での復興相談
会などへの参加は十分に可能と思う。
回答には責任が伴いますが、痛みの共有も生まれると思
う。
７． 津波の高さが想定外との意見をよく聞きますが、謙虚
な気持ちでの検証が必要に思います。

■ ■ ■

復興支援は息の長い作業となる。被災地の調査とその結果報
告だけでは自己満足の世界で終わって
しまうように思う。調査した現場とのその後の交流が生まれれ
ば、時間的制約のある企業技術士
であっても活動の場が生まれる。是非、このようにして欲しいで
す。

3241659

原発非常用発電機故障による炉心溶融など、｢想
定外｣の事象への処置について冷静かつ正確な情
報提供・技術的提案を行って欲しい。（既に行って
いると思うが、技術士会がバックアップ体制を立ち
上げることを社会的に認知され役立てられること
が必要と感じる。）

今後、大量に発生した瓦礫処理、構造物修繕の方法につ
いて、迅速・経済的・環境への配慮を踏まえた具体的な手
法を提案して行く必要があると感じる。
  特に、ノウハウを持っているメーカー等出身の技術士を
キーマンとして行えるのでは
ないか。

■ ■ ■

弊社設備復旧対応として現地技術支援はインハウスで行ってお
り、
  すぐの被災地域支援は難しい状況です。

3241709

① 緊急地震速報を信頼できるものとする。（初動
体勢をとれる）・・・ケイタイ、TV、ラジオ、町内の緊
急放送、公共移動機関のニュース速報（デジタル
のテロップ）など。
② 被災地救援の専門チームの組織化。ボランティ
ア活動は専門性が薄れてから実行、またボラン
ティアの活動内容と拠点の充足具合をWEBで開示
し閲覧、ニュース報道する。
③ 拠点毎に非常用品備蓄をシステム化（HPでの
情報開示、備蓄品の管理体制）
④　孤立避難場所に避難している方々の救助は、
所属市町村の住民であるという制約を取り外して
行う。

① 闇雲に復興しない。被災地域で広域連携を取って、30
年先の地域ビジョンを若い人達に意見を聴き、都市計画に
反映する。岩手、宮城、福島の独自性と地域活性化、北海
道と関東以西との立地上の役割などの観点から将来の姿
を描いて見る。
② 公共性がある建造物および地域コミュニティーなどは国
家の責任で復興する。
③ 海岸沿いに防潮堤を建てる。集落を高波から守る為に
１５ｍは必要か。田老町に見られたように2重の防潮堤が
必要な地域もある。

（原発に関する意見）
今回の原発事故を省みて、原子力発電にたいする厳しい意見が
多い。しかし、原発の安全神話に安住していたに過ぎない。現在
実施できている安全はまだまだ未熟である。電力会社（特に、東
京電力）は、ここで原発政策を後退させないことが肝要。今回以
上の地震にも対処できる安全体勢を講じることが、クリーンなエ
ネルギー確保に不可欠である。世界中の原発事業者に参考とな
るステップを歩んでもらいたい。



3241718

以前に東北地方に赴任した関係もあり、設計した
ダムやアンカーなどがどうなっているのかすぐにで
も行ってみたいが、交通機関が壊滅状態なので行
くに行けない状況にある。
　
・まずハード関係では道路・橋梁の点検を始め、運
送手段を確保すべきである。
・技術士会で早急に出来ることは義捐金の募集で
ある。これを一日も早くやるべきである。（被災後
二週間も経過しているのに振込先も分からない）
・支援活動に関しては技術士会として何が出来る
のか明確にしておくこと。

被災地に散在する瓦礫の処分をどのようにするのか？
・大量輸送できる鉄道の普及はいつ出来るのか？
・東北地方には外国の船舶が停泊できる港が少なすぎる。
今後は港の整備と開発も必要となるのでは？
・東北地方には高速道路が少なすぎるうえに太平洋と日本
海を結ぶ道路が少ない。このことも今後の課題となるので
は？
・被災者の今後はどこが（誰が）教育・指導していくのでしょ
う？

3241722

支援活動として、具体例を以下に記します。
当該海域は水産分野では極めて重要な、海面養
殖に海域です。津波後、海域（海底地形）がどのよ
うに変化したかの調査（概査で可）を行うこと、養殖
対象種（牡蠣等）の稚貝の放流の試行。少しでも
漁業者に先の展望を持ってもらうための実施を企
画します。

今回の災害、津波がインパクトとなり原発問題が表面化し
ました。国内の他の原発（44基と理解します）の津波対策
の現状の見直しを早急に行うことを望みます。福島第一は
津波で大きな被害を受けましたが、近くの女川原発は被害
が生じていないとされます。違いは、原発設置場所、海面
からの高さの違いが大きいようです。この点を考慮します。
四国・九州地区は、フィリピン海プレートによる巨大地震発
生の危険度が高いとされています。福島第一原発は取水
管を短くしたために、あのような被害を受けたといえるので
はないかと推測します。

■ ■
本来ならば、現地で漁業者・県レベルの担当者との話し合いを
重ね、上に述べた企画を試みることが重要と理解しています。た
だ、体力に自信が持てないことから、上記項目としました。

3241736

緊急時の対応
①人口の集積が低く広範囲に分散している地域を
カバーしきれない。
②市町村合併で縁辺部での行政サービスが低下
し地域力が低い。
③被災者を被災者が救援している。
支援活動
①岩手県は関東、宮城県は中部、福島県は近畿
のように支援の一元化を図る。
②被災者をきめ細かく支援するのではなく、支援
拠点に被災者を集積させる。
③被災地では場当たり的に仮設住宅建設に踏み
切っているが対処療法の支援はかえって無駄にな
る。

問題点・課題
①被災地は岩手沿岸に５市４町３村、宮城沿岸に９市７
町、福島沿岸に３市７町あり、３０万人を超える避難者がい
る（３／２１現在）。
②津波被害により現地での復興は困難と考えられる。
③被災地＝可住地だが、現地復興（可能な範囲）のみなら
ず現地以外での復興など被災者及び避難者の長期的な
復興策が早急に必要である。
提案等
①国民的合意のもと東日本大震災の復興計画づくりを早
急に行う
②特に被害の大きい岩手・宮城・福島や東北地域を道州
制とするような国土ビジョンの構築、復興区の指定。内閣
府に復興院を創設。
③居住区の許可制。従来の都市計画の概念を大きく上回
る地域地区制度の実施。（例：常磐道、三陸道の海岸側は
非可住地とするなど。）
④災害対策基本法などの抜本的見直しと復興基本法の策
定。
⑤被災建築物・被災宅地応急危険度判定のスポット対応
以外に、被災地の各ゾーンを安全・要注意・危険などに
ゾーニングし復興する法的措置の整備。
⑥港湾活動域でのシェルター、避難タワー、５階以上の防
浪施設の設置。

今回のアンケートは切り口として緊急対応を掲げていますが、と
もすれば断片的な意見集約の恐れがあるのではないでしょう
か。
未曾有の事態にあって、復興（するのであれば）には早急な政策
づくりが必要です。
被災地での復興は大きなリスクがあります。被災後も原発問題と
合わせ震災が同時進行している状態にあり、リアルタイムな対
応が求められています。
先の震災では、悲しいくらい昨年の津波やチリ地震津波の教訓
は役に立ちませんでした。被災された方の多くは自力で避難で
きなかったのでしょう。地震規模は想定外でしたが、地球温暖化
などの要因を考えれば、海岸部の沖積地での居住は避けるべき
だと考えます。
被災地、被災者には申し訳ありませんが、被災地付近の安全な
地域での居住区、被災地以外（他県も含む）での居住区を創設
する必要があると思います。
このことは、今後災害が想定される全国各地の海岸部のまちづ
くりにも活かされなければなりません。
現下の経済状態で満遍なく復興を行うのは極めてきびしいと思
います。
かといって、この問題における国民理解や合意形成も困難でしょ
う。
このことから、安全な国土構築のため、実効性・実行性のある復
興計画づくりが早急に必要と思われます。

復興の基本的考え方
①国土バランスを考える（被災地から都会へ。被災地から過疎
地へ）。国民が多く持つ永住意識、土地意識を緩和し二地域居
住などリダンダンシーへの意識転換を図る
②既存ストックを十分に活用する（公共公営住宅の再編や被災
地団地制度の創設）

3241814

1.まず、国や被災した地方自治体にニーズを確認
するべきと考えます。
　2.尚、思い付くのは以下の項目です。（ジャストア
イデアです）
a仮設設備、構築物の計画の支援
b.道路等輸送計画策定の支援

1. まず、国や被災した地方自治体にニーズを確認するべ
きと考えます。
   2. 尚、思い付くのは以下の項目です。（ジャストアイデア
です）
     a.被災物、被災設備の被害調査、診断の支援
b.復旧、復興計画策定にあたっての計画作成支援
c.被災設備再生(応急的な対応を含む)にあたっての助言、
支援等
  　 d.被害状況を踏まえた、新たな基準や指針作成の支援
　　3.原子力事故については、今後の安全基準検討に資す
るための、被害状況の詳細な調査や震災直後からの各部
署の対応等の調査を専門家が実施すべき。（国や電力、
メーカがすると思いますが、技術士協会として支援する）
　　4.長期的、世界的視点に立ち、福島第一原子力発電所
を原子力災害・防災・減災研究開発センターにする等、事
故現場の有効な活用を提案する。（どこまで世論や近隣住
民の理解が得られるかがポイントでしょうが）

■ ■
原子力関係の仕事に従事しており、業務を通じた原子力関係へ
の支援も考えられますが、現状未定です。

3241827

　➀　緊急災害対策本部の設置・運営　: 正確で迅速
な情報分析、判断の出来る責任者
　➁　情報インフラの迅速な復旧　: 〇確実な情報収
集、分析と正確な伝達の対応として、
　　テレピ、ラジオ、FM地域コミニュテー放送等の活
用、〇安定した通信の確保として、
　　通信の集中をさける伝送回路の多ルートや経路分
散の対応、
　➂　人命救助と避難先の確保　: 〇大被災地での確
保が困難であり、広域的に対応、
〇家族、親戚、友人等の安否確認対応、〇自衛隊等
応援要請、〇仮設住宅の確保など
　➃　救援物資の確保　: 日用品、食料品、ガソリン、
灯油、等これらに関する付属品
　➄　医療体制の確保　:　医師、看護師、医薬品、医
療機器及び医療機関の確保
　⑥　ライフラインの確保　:　電気、水道、ガス、電話、
下水道等の対応
　⑦　緊急輸送手段の確保　: 道路、電車、自動車、
船舶等の確保対応
　⑧　遺体安置所の確保　: 大災害の場合の火葬が
困難であり広域的な対応
　⑨　避難者子供達の教育　:　避難先学校への転入
学の対応
　⑩　被災地のがれき等の除去　:　建設会社、自衛
隊、等に依頼
2,　支援活動
　➀　人命救助・捜査支援、　➁　避難先の提供支
援、➂　避難物資の支援、④　生活必

需品及び日常生活の支援 ⑤ 生活資金援助等

1,　復旧・復興対策

　1) 被災地の復旧

　①　被災地域の復興計画の策定　:　市民総意による、災害に強く美しい街つくり策定

　②　ライフラインの復旧　:　水道、電気、ガス、下水道、道路、等の整備

　③　暮らしやすく安全な住宅の整備　:　個人住宅、集合住宅、賃貸住宅、等

　④　区画整理の整備　:　安全、安心な土地区画整理等

　⑤　農用地の整備　:　田畑等の土地改良の整備等

　⑥　被災地インフラの整備　:　道路、河川、高潮対策の海岸、等

　⑦　防災体制の見直し改善　:　再発防止計画の確立、地域防災無線等の情報管理の

確立

　⑧　被災者の資金支援　:　国、県、等の援助、補償等の資金検討、金融機関の支援

　⑨　被災地域のダメージの防止　:　物的、精神的なダメージを払拭する広報運動等

2,　国、県、等の復旧・復興対策

　①　情報インフラの整備　:　安定した通信機能の確保として、通信伝送回路の多ルート

　　　　　　　　　　　　　　や経路分散等の整備、テレビ、ラジオの情報統一化

　②　物資流通基地の分散化　:　東京一極になっている流通基地を各地方に分散化対

応

　③　インフラ整備の促進　:　道路については、幹線国道、地方道の整備復旧、河川につ

いては、災害に強い堤防等の整備復旧、海岸ついては、高

潮対策、住宅については、耐震住宅と資金の融資支援、等

　④　インフラ整備の設計基準の見直し　:　今回の地震災害を教訓に全面的に基準・仕

様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書、規則等の見直し改善等

　　⑤　危機管理体制の見直し、改善　:　未曾有の災害対応管理体制を見直し、マニュア

ル

化して市民に徹底・啓発等

　⑥　物資の買占め防止対策　:　支援物資が無くなるなど物資の買占め防止と風評対策

　⑦　避難基地の確保　:　大規模災害ついては、国、県においては事前に避難基地を確

保

　⑧　被災者の雇用の確保　:　被害甚大で倒産多く経営できなく解雇、働き場の確保

3,　問題点・課題等

　①　法規制の見直し問題　:　各対策を実行するにあたり法、条例、基準等の見直し必要

　②　土地の権利者の課題　:　復旧にあたり地権者の同意必要、説得と補償の問題

　③　復旧・復興資金の問題　:　国・県の莫大な支援援助、融資制度の確立等

　④　人的資源の確保の課題　:　技術者・技能者不足と作業員不足の問題

　⑤　社会環境管理の課題　:　地球環境問題の中、がれき等廃棄処理や水環境の問題

　⑥　民間人災害救援体制の確立　:　自衛隊、地域消防隊のみでなく医療部隊や民間部

を確立して民間人を登用する。人材養成を国レベルで教育する必要がある。

■ ■
本県における災害業務に携わるとともに災害専門官として技術
指導する。時間あれば可
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１．ゴミや糞尿の放置は深刻な精神的ダメージを
住民に与えます。また、伝染病対策の
面からも、廃棄物処理・安全な飲み水の確保など
は重要であり、衛生環境の整備は可及的速やか
に行わなければならない命に関わる重要な対策で
す。
２．並行して瓦礫の山の対策は二次災害防止に不
可欠な対策です。

放射性廃棄物以外の廃棄異物処理について
１．緊急対策：
１）官民施設のストックマネジメントによる能力施設の増強
とそれら施設の有効利用による暫定的広域圏の形成
２）排出基準等の特別措置
（日本の各種規制は厳しすぎるので、一時的な排出基準等
の緩和措置）
３）最終処分場の再生
４）産廃・一廃問わずに特管物（感染性・爆発性・有害性）
の適正処理

２．恒久的な対策：
国交省を中心とする都市計画は重要なのは十分理解でき
ますが、従来と同じものを復旧しようとすると膨大な手間と
時間がかかりますので、効果を最優先に考えていく必要が
あると思います。
たとえば、下水よりも浄化槽やし尿処理の適正な配置など
（※水洗化は必ずしも下水道を必要としません）を行い、総
合有機性廃棄物処理等の合理的な方式の導入。
また、官民のダイナミックな提携を行い、今までできなかっ
た大広域化での静脈産業と動脈産業のコンバインドや老
朽化が指摘されている廃棄物処理施設のダイナミックな統
廃合が可能である。
たとえば、BGPや廃棄物発電施設等により工業等で不足し
ているエネルギー（電力・熱・燃料等）の安定供給などのメ
リットも見込める。

■
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１．名称：「東北地方太平洋沖地震」に関しては
種々の名称が使われているが、決定的な被害をも
たらした巨大津波を取り入れた名称はまだない。
後世に津波が最大の被害をもたらしたことを明確
に伝えるため「東日本大津波巨大地震」とでも命
名したらどうか。

企業のBCMに関して
今回の「東日本大津波巨大地震」に関しては2万人を超え
る死者、行方不明者と言う悲惨な大災害のため、これに多
くの人の視点が集まるのは当然である。一方で、被災企業
の多くも2週間経っても、大企業でさえ、多くは事業再開の
目処さえ立たない状況にあり、中小企業は瀕死の事態に
陥っている。ここ数年、事業継続（BC）が企業にも浸透しは
じめ、大企業に中にはBCPはもとより、BCMSまでも機能し
ていると自他ともに認識する企業もある。しかし今回の大
津波、原発事故に伴う計画停電には全く対応できていな
い。BCP、BCM、BCMSなど事業継続戦略の無力さを感じ
ないではいられない。これは今回の事態が全て「想定外」
の事象であることに基づく。
　BCの基本プロセスのひとつである「ビジネスインパクト分
析」における業務プロセスの整理と重要業務の抽出など
は、全業務プロセスが流されてしまった今回の巨大津波で
は「全く想定外」で意味をなさない。もうひとつの「リスク分
析」も、ここまで巨大リスクになると「想定外」ということで機
能しない。
　今回の「東日本大津波巨大地震」のような災害にも対応
するBCMとするには、事業の「現事業全てのプロセスが消
滅」の事態まで想定し、「その時何を残すのか」を事業継続
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現地への交通網が寸断され、多くの漁港も使え
ず、最初の数日間は、救助に当る自衛隊や消防
以外の人は迷惑だったようです。その中で、北上
川の堤防が数日で応急復旧されたのは感心しまし
た。津波に対して避難できた人と逃げ遅れた人の
体験談は早く報道され、救援には役立ったようで
す。内陸部の建物被害、地盤被害は地形、土木建
築等のMLから伝わりました。強震度や、斜面崩壊
が生じやすい地域は津波による被害が大きかった
ため、だんだん報道されなくなってきましたが、要
注意です。
防潮水門が地震後に電動閉鎖できず、閉めて回っ
ていた消防団の方が逃げ遅れて亡くなったケース
も結構あったようで、電気使わないセンサー等一
工夫必要かと思いました。
緊急地震速報ですが、高所作業中の人や化学薬
品を使っていて亡くなった方には、役に立たなかっ
たようです。テレビを誰もがいつでもつけているわ
けではなく、携帯配信でもしないと意味ないでしょ
う。車で避難した人も多かったようですが、車で津
波に巻き込まれた人が、車自体はそれほど大破し
ていないのも多いですがどの様にしてどの位の割
合で亡くなっているのかもあまり報道されていませ
ん。

防波堤や河川堤防が超過水位に対しても破損せず、越水して
も減勢効果を持つ工夫が必要と思いました。また、津波などの
水圧に対して、家屋がバラバラにならないで形を留めると生存
の可能性もあるようなので、もし、水流の当る角度に関係があ
るなら、堤防に対して斜めに、高台に真直ぐ向かえる様に街路
を再興するのも一方法かと思います。奥尻島では人工地盤上
に復興したとのことですが、今回の浸水区域より高いところだ
けで生き残った人が皆住めるとも、人工地盤で可能だとも思え
ません。もし、浸水区域にも仮設住宅を作らざるを得ないのな
ら、二次災害防止のためにも早急に検討すべきことかも知れ
ません。
現在地震も気象庁の管轄で、気象業務法では地震予知は国
土交通省令の定める方法に限るとありますが、電波（北大の
森谷武男氏の本を読みました）や地下水（産業創業研究所の
でみた）による方法など、他機関との連携で短期予知技術の
開発に全力を挙げて、想定外含めた減災に努めるべきでしょ
う。避難路の確認をしたり、建物の応急的な補強策に支出す
る気になるなど減災効果や、短期予知の精度がなかなか上が
らず予知したより大したことなくても、避難訓練の効果はある
でしょう。大きな余震の予知に、このような研究がどの位当る
のか、緊急地震速報の他に、公開してみるのも良いかもしれ
ません。
原発事故では沈静化と放射能汚染が問題になっていますが、
その対策さえとられたら、今後も原発を稼動すべきかどうかを
考えるのに、放射性廃棄物の最終処分問題があります。技術
士会の講演会で、地震の発生に岩盤の摩擦力が変化するア
スペリティが重要だということを知りました。また、最終処分を
プレートがマントルに潜り込む日本海溝で行い、世界中から引
き合いのある事業にする案があるのをみたことがあります。日
本海溝への処分が実験でもなされると、アスペリティに影響し
て、地震を誘発する可能性も否定できないように思えます。原
発がないと信号まで止める計画停電しないとやっていけない

▲ ■ ■

奈良大学地理学科GISゼミの学生さんと、被災地の復興に関す
る調査を一緒にやる予定です。その中で、私の専門である河
川、海岸の構造物の破壊や、関心を持っている家屋の向き（あ
るいは築年、構造か？）と破壊程度、水系や表層地質、地形分
類と強振動（建物被害の実態）などについてもとりまとめていき
たいと考えています。その結果、防波堤や堤防の構造や、土地
利用や街路配置などの提案についても、出る幕がありそうなら、
参加したいと思います。

3242023

関西在住の会員です。報道等で被災者の方の避
難生活や被災地の惨状を見て、心痛める毎日で
す。「被災地に赴いて救援・復旧活動に参加した
い」という思いはありますが、発注者との関係で日
常の契約業務を淡々とこなしています。発注者に
おいては、不急の業務等は「一時中止」を指示して
でも、被災地への技術者の派遣をし易い環境を構
築すべきと考えます。

家族や財産を失った多くの被災者には夢も希望もなくす残
酷な言葉かもしれないですが、被災地を元のように復興す
ることは余りにも非効率的であると考えます。今震災と同
様のものが起こっても壊れることのないインフラを整備し
て、今震災を生き延びた人々を住まわせることは、巨額を
投じて限界集落的なものを点在させるだけです。これまで
と同程度の防災施設でも多くの命を失うことのないような
施策が必要と考えます。
やはり、居住地は海から離れた地域にせざるを得ないで
しょう。インフラは地域を縦貫する、道路、鉄道、港、これに
アクセスするための道路、それから用水路を整備し、平野
部については大規模経営が可能な農場を整備するような
発想の転換が必要かと考えます。津波にやられているの
で土壌改良等も必要でしょうが・・・。何らかの生産性がな
ければ地域に雇用を生み出せず、コミュニティーを維持す
ることができません。
同じような災害を受けても、命と違い、農場や用水路ならま
た造り直せばいいのです。競争力のある農業地域で、日本

■
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＜技術士会の支援活動＞　義捐金を集めるだけ
でなく、多くの技術士が現地で組織的に活動する
ことが大切と思います。

① 遺体の確認と埋葬処理
② 廃棄物処理計画（法律の改定を含む）（緊急性と環境対
応）
③ 地籍の確定調査　（震災による地盤移動が大きいので
問題である）
④ 特に海水が引かない地域の衛生問題と塩分残留の影
響検討
⑤ 津波およびＭ９に対する設計基準の改定検討
⑥ 過去の災害復旧は、災害発生前の社会基盤に復旧す
ることが原則であるが、壊滅的被害を鑑みると、津波に対
する都市構造の抜本的見直しが必要と考える。
⑦ 日本各地の原子力発電所の安全性検討と地域住民へ
の説明
⑧ 土壌汚染対策
⑨ 発生予想される東海、東南海、南海地震への津波対策

■ ▲ ■

災害時に被災地から求められる技術士組織（チーム）を作る必
要を感じる。
＊ 義捐金も必要であるが、技術士会独自の支援協力、メッセー
ジの発信が必要
＊ 支援物資を現地に届けます。（3/28～　大阪出発予定）

3242214

まずは技術士および各地方の部会の被災状況の
確認
被災した地方、県の部会を通じて必要な支援の把
握
支援活動を実施する

交通機関や宿泊施設の確保ができた時点で、調
査団を、岩手・宮城・福島に派遣する
福島には防災支援委員にはいませんが原子力部
会から人を選んでいただいて調査団に加えること
が必要かと考える

国のディザスターリカバリ計画の不備が目立った。
今後の後片付けや、金融に対する特措法が必要

東電にも原発のリスク管理の不備があった。今後政府・自治体。公共性の高い企
業についてはリスク管理・ＢＣＰ・ディザスターリカバリ計画は公開して、専門家か
ら意見を求める仕組みが必要である
企業の部分最適計画が全体最適でないことをしっかり考えて調整する仕組みが政
府には必要。
政府内の各省庁のＢＣＰは総務省のコピーで役に立たない。再度見直すべき

リスク管理には対テロ対応があるが、原発は今後対テロの計画がもっと真剣に必
要。外部電源と内部の発電機を破壊すれば今回と同様のことができる。１０名の
テロリスト２チームで可能である。警察や自衛隊を含めて計画が必要。対テロでは
中央制御室での対応を実施できない。遠隔の制御も必要ではないか。人質の命を
犠牲にする計画が必要になるであろう。
対テロの計画でもあれば、今回もっと対応できたはず。何も持ってないのが判明し
た。

ディザスターリカバリで、震災・津波・大火事・原発事故・物流停止・自衛隊の移
動・計画停電での生産停止など、現在計画がないのがないのが分かったから専
門家を集めて直ちに作る。東海・東南海地震に間に合わせる。

停電では夏に向けて、霞が関は冷房使わないでしょうが、ホテルを含めて、総量
規制を行う。契約電力量を大幅にカットする計画が必要
たぶん全く足りないと思います
大手町、丸の内は冷房停止ですかね。大企業が冷房で、電車は空調停止、周辺
都市で停電でぐったりではまず政治的にもたないでしょう
強制的に個々の事業所を大幅に電力量をカットする。照明とＩＴでいっぱいでしょう
ね
千代田区・中央区・港区の停電も夏は行わないと平等でない点から政治的に火を
噴く
放送局は涼しいですねとツイーとされたらどうなるか怖いですね

生産への対応が大切
自家発電設備について許認可を特例で許可する
海外から自家発を買える企業には買ってもらう
大手町や丸の内のビルもブランドショップを追い出して自家発が必要かもしれませ

■ ■ ■ ■
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かつて私が所属した「防災支援委員会」は緊急時
に何が出来るか（出来ないことも理解
した上で）を考えていたかと思います。今回の様に
想定をはるかに上回る災害に対処し
得るものではないとも思えますが、一応何を考えた
かを振り返っては如何でしょう。

問題点； 対象項目が多く、地域が広い、人口も大きい、
等々問題は多い
課題； 上記夫々に多岐に亘る課題がある。
提案； これらを系統立てて整理することが第一の課題。
この整理をする委員会が必要。（国の「中央防災委員会」
がこれに当るか？）
整理した上で工程表を作るのが第二の課題。そして、その
遂行が第三の課題。

■ ■

上記提案に記した課題を解決するに当り、老人技術士（また、今
年度迄は日英bilingual
のAPEC エンジニア）として、欧米応援団（技師団）とも共同でお
役に立てる（むしろ
立ちたい）と考えます。



3242343

当面の支援活動としては、物資の供給・避難所の
経営が求められている。これらの活動は体力勝負
であり、かつ、避難者の邪魔にならずに自己完結
できる人以外は、現地に行くべきではない。当面、
私たちが出来るのは義捐金の拠出程度である。
生活がもう少し落ち着いてきて、国や地方自治体
からの支援が行われるようになると、被災者が大
変多いので、自治体だけでは対応できなくなると思
われる。被災していない地域から、行政支援をす
ることが検討されているようだが、民間からの支援
が無いと到底迅速な対応は出来ないはずである。
我々技術士は、この段階になると支援出来るよう
になるであろう。
あせらずに、被害内容を把握して、復興の方策等
を検討しておくことに、力を注ぐべきであろう。

三陸海岸は、過去、地震の度に津波がおきている。６０年
に一度くらいの強い地震の際の大きな津波の度に大きな
被害が生じてきた。そのような土地柄であるが、津波災害
に対する心構えは、あまり高くは無かったように思われる。
すなわち、津波警報が発令されても自治体が住民に知ら
せなかったり、住民も避難勧告が出ても避難しない事が多
かった。今回の津波は、過去に例のない大きな物ではあっ
たが、地震発生と同時に襲来したのではなく、避難するた
めの時間は、それなりにあったと思われる。ただし、想定さ
れていたよりも水位が高かったので、折角避難したのに、
難にあってしまった気の毒な事例も多かったようである。
阪神淡路大震災の際と同様、復興の大方針を、住民だけ
でなく行政・学識経験者等あらゆる立場の人々の意見を集
約して決めるべきであろう。その、大方針が決まるまでは、
住宅再建などを着手するべきではない。
復興における私の考え方は、以下のとおりである。
従来の市街地が、津波に対して安全でないなら、市街地を
再建してはならない。
居住地、行政機関、生活支援店舗等は、将来、津波に対し
て安全な位置まで移す。
海辺には、港湾設備とそれに関連する市場や加工場、そ
れを支える諸設備をおく。
津波災害に関する正しい伝承が、伝わってこなかったきら
いがある。従来の居住地に、今回の被害者の慰霊の為の
「公園墓地」を設けて、全ての被害者の墓と同時に、その
家族達の未来の墓をも収容できるようにする。そこでは、３
月１１日には、関係者が集まって、亡くなった方の慰霊をす
るとともに、地震と津波災害について語り合って子孫に語り
継いでゆき、伝承を絶やさないようにする。

■ ■

3250015

①緊急時の対応
 ・被災者方々の健康管理に十分配慮する。
 ・避難先の各種情報を整理し、各避難先のネット
ワークを確立して、あらゆる情報を共有できる仕組
みを構築する。
 ・救援物資の搬入方法を確立し遂行する。
②支援活動
 ・津波で流出した世帯道具等を回収して、被災者
に届ける。
 ・家屋の後片付けを支援する。
 ・救援物資の搬送を効率の良い方法やルートの
選定を行う。
・自分が専門とする技術的な対応に参画する。

①復旧対策について
 ・今回は被害の規模が極めて大きく、また範囲が途轍もなく広いことか
ら、避難者を含め被災者を被災地から一時的に集団移動を行い、倒壊
した建物等の撤去とライフラインの復旧を急ぐ。
・避難者の受け入れは、各自治体が責任を持って行う。また、被災者
の地域の連帯感が欠落しないような組合せに配慮する。
・救援物資は、これまで被災地に向かって送るため、なかなか迅速に
進まないことから、被災者を分散することで、流通もスムーズに進めら
れる。
・被災を受けてない自治体に移ることで、社会基盤であるライフラインが
使用できる。
・被災地において、家屋の損壊を免れた被災者に対しては、ボランティ
アを有効に活用して、後片付けの迅速化を図り、早期に通常の生活に
戻れるような支援を行う。
②復興について
・日本の都市は、海岸に面したところに広がり、津波等による被害は避
けられない。今回の現状を踏まえ、新たな対策に取組む必要がある。
・今回の被災地域については、海岸線からある地域を「防災ゾーン」、
それから山側を「生活ゾーン」とし、防災ゾーンは階段状に地盤(標高20
～30m)を上げてゆき、そこからを人々が生活する都市基盤を作る。
・防災ゾーンは、津波のパワーを抑制させる構造を検討する。
・海岸線に近い既成市街地では、戸建ての住宅を移転させ、マンション
を含む丈夫なビルを主体とする。ビル群の1～3階(それ以上も)は、人
が生活しない。
・ライフラインは、液状化、道路崩壊等への対策を再検討し、耐震性能
を検証する。電力は、電柱を廃止し、地下埋設に移行して、復旧の迅速
化を図る。
・津波が押し寄せる場合の人々への避難方法について、その連絡方法
を見直す。繁華街では電光掲示板、地下街では棟内放送等、人々が
容易に緊急情報を得られる仕組みを作る。また、各通信事業者が契約
者に緊急情報を送り、迅速に避難できる処置を作る。
・地域住民が挙って、自然災害による避難の要領について、教育訓練
を行い、有事の際に冷静に行動できる体制を身に付けておく。
下水道施設を含め人孔の浮き上がり対策について 効果的な方法を

■ ■ ■ ■

①技術的な面からの支援
・施設の被災状況を確認し、現状を把握する。
・復旧の優先順位を決定し、設計書を作成して、早期に復旧でき
るよう貢献する。
・処理施設の損傷が激しい場合は、仮設処理施設の検討を行
い、住民の不便さを解消する。
 ・流下機能を有するルートを把握し、区域に位置する住民の生
活を確保する。
②ソフト面からの支援
・仮設トイレの設置個所のプランニングを行う。
・下水道復旧状況の情報提供活動。

3250100

1.支援活動等は日本技術士会会員及びその関係
先に絞るなど、焦点を明確にする必要があると思
います。
2.会員の被災情報を把握する。その為に情報提供
用アドレスを設定、情報提供を受け、随時更新して
ホームページで公表するなどが効果的であると考
えます。

課題を日本技術士会会員及びその関係先に絞って考察い
たします。
1.被災地が復旧、復興のために何を求めているかをきめ
細かく把握する必要があります。
2.その為には、被災各県技術士会が、その範囲で実情を
把握し、課題を抽出し、東北支部等で全体像を捉えて、会
員間で情報を共有化して、義捐金の配分等を含む対策を
立てることが必要と思います。

■ ■

１．八戸市内の被災企業の社長にヒヤリングしたところ、基本は
自助努力であり被害状況を確認しつつ対策を検討している、と
のことでした。
従って、被災企業が何をどのような形で求めているかを、きめ細
かく見極めて、自分の出来る範囲で協力いたします。
２．建設業界には「復興特需」が見込まれると思いますが、その
成果を被災企業に還元する対策を、関西大震災の復興特需等
を参考に考察したいと思います。

3250848

現在、目の前の事態に対する処方に全力上げら
れている事は理解出来ますが、長期的なグランド
デザインの策定も必要ではないでしょうか？
というのは、小生の専門では有りませんので、
間違っているかも知れませんが、福島原発の
半径Min.30km以内の土地は　当分の間
人は立ち入り出来ないでしょう。この地区の市区町
村は全部が新天地に移住しなければならないで
しょう。その為の情報の発信と移転のグランドデザ
インの策定を今から始めるべきと考えます。既に
政府関係で検討開始されているとは思いますが、
当技術士会の専門家による、集団移転・新都市造
りの構想を立案するのも
必要と思われます。
是非　検討開始頂ければ幸いです。

3250903

直近の対応として、やはり、物資の支援が大切だ
と思います。聞くところによると、忘れがちなところ
で、清潔な下着が不足しがちとのこと。避難されて
いる方々の声に耳を傾け、それに即した支援が重
要だと思います。

今後、どのような街づくりを進めていくかが課題のひとつだ
と思います。
大船渡市の三陸町吉浜では、昔の三陸大津波を受けて、
住宅の「高所移転」を進めるなどしたことが、今回、多くの
命を救ったと聞きます。
（http://www.at-s.com/news/detail/100012080.html）
被災された方々のさまざまな感情も汲み取りながら、上記
のような取り組みを行っていくなどすることで、安心して暮ら
すことのできる街への復興が大事だと思います。

■ ■ ■

京都市に在住していますが、出身が岩手ということもあり、何か
支援のお手伝いが
できれば嬉しく思います。

京都市に在住しています
が、出身が岩手ということも
あり、何か支援のお手伝い
が
できれば嬉しく思います。

3250911

①　緊急時の対応は、警察・消防・自衛隊・自治
体・企業など災害対応計画が組織化および訓練さ
れているところにまかせる。技術士会は組織化・訓
練されていないため無理。
②　メーリングリストを使って技術士会員の安否確
認を行う。

①　安全・安心に対してデマを防ぐため、専門家として一般
国民にわかりやすく科学技術を広報する。
②　各部門の専門分野について、復旧・復興段階で学会・
自治体・業界などの組織に入り、協働して調査・提言をす
る。

■ ■

義捐金は被災地域の技術士会へ分配し、使い方は現地の技術
士会にまかせる。
　　送金方法は技術士会本部の払込票を利用する。（本部から
会員へ払込票を送る）
　　メーリングリストは本部・各支部・各部会で持っているものを
利用して、
　　　　それぞれの団体で安否確認を行う。

技術士試験は難関です
が、技術士会は任意参加
団体なので、防災を職務と
する警察や消防に準ずる
行動力は乏しいように思い
ます。
　一般団体と同じような行
動では、技術士会の存在
価値がないと思います。技
術士の専門知識を生かし
て、専門情報を一般の方に
わかりやすく解説広報する

3250917

今後も強い余震が有ると思います。現在非難され
ている箇所も継続的に起こる地震の影響で施設や
構造物に見えないところで悪影響が有るかも知れ
ませんし、土砂崩れや地盤沈下も起こる可能性が
有ると思います。
すでに対策されていると思いますが、万が一に備
え、さらに非難できる通路等の確保と情報周知を
徹底して欲しいと思います。

被災地周辺は道路状況が悪いと聞いていますので、救援
物資の輸送等に必要な運搬路の確保が第一と感じます。
もう作業に着手されているとおもいますが、がれきを最低
限除去し不陸して通したり、アスファルト舗装の破損したも
のを路盤材として利用することも有効と考えます。また、
コンクリートも同様ですし、液状化した箇所に一時的に埋め
立てて地盤に強度を持たせることも可能だと思います。

■

3250930

要所要所で、懸命の活動が行われていて、申し上
げることは、ないのですが、
突発的に発生した、事象について、初期対応に欠
陥があったと断じざるを、得ません。
すなわち、予想もしなった、こととして、弁解してい
ますがー。
初動時に　自家発電のデイゼル発電機が、駆動し
なかったと、報道されています。
何のための「自家発」なのか、かえすがえす残念で
なりません。
　これさえ、稼働しておれば、「原発」の壊滅的破壊
は、防げたと、おもいます。
したがって、現存の他の「原発」につき、診断する
必要があります。

現状、当該機器につき、諸対策推移せざるをえません。
他の原発につき、シユミレーシヨンを実施し、さらなる未然
の防止策を、考究すべきと、 思います。

小生の一つの専門分野でもあります、「メインテナンス」体制につ
き、この際　総復習
をすべきかと。ただしこの件は、事業者の全面的協力が、必須で
あります。
　すなわち、現施設に関する仕様書、図面類など、全面的に回
示いただくことが、
第一条件であります。



3251105

被災地の自治体と連携し、どのような需要がある
のかを把握することが必要と考えます。
その結果を基に、プロジェクトを立ち上げ、会員か
らプロジェクトメンバーを集め、支援活動を実施す
るのがよろしいかと思います。また、メーリングリス
トやホームページを活用し、被災地のために必要
な情報を会員から提供してもらうのも一案だと思い
ます。

１， 被災地域の復旧対策、復興に関する問題点および課題

①津波による被災者が24万人を超えており、その方々への衣食住の手当が必要な状態である。

②地震により被害を受けた建物が相当数あるものと想定される。余震が続く中、早急な処置が必要である

と考える。

③津波により福島第一原子力発電所が被害を受け、レベル6クラスの放射能漏れを起こしている。そのた

め、国民の原発に対する不信が大きくなっており、原発のあり方そのものが問われる事態となっている。

④東京電力および東北電力管内の発電所が多大な被害を受けており、電力の安定供給ができない状態と

なっている。この局面の打開の為には当面の間、計画停電に頼らざるを得えず、インフラの確保や経済活

動への影響を最小限にする方策が求められている。

⑤想定外の津波が押し寄せたことで、従来のハザードマップが役に立たず、多くの被害を出してしまった側

面がある。新しい基準によるハザードマップの作成、災害に強い町作りのあり方を提案し、住民が安心して

暮らせる環境を整える必要がある。

２，被災地域の復旧対策、復興についての提案

上記の問題点および課題を踏まえて、短期的な対策と中長期的な対策を分けて提案するべきと考えま

す。まとめると以下にその内容を記します。

短期的な対策

① 復興に必要な募金活動

技術士会が中心となり募金活動を実施し、被災者に必要な資金の一部を確保する。

② 耐震診断活動

技術士会の中でプロジェクトチームを結成し、被災地域の建物の耐震診断を実施し、

建物の早急な復旧に協力する。

③ ホームページやメーリングリストを活用した技術情報の提供

放射能の被爆に関する情報や現時点での農作物の影響、各地域で使用する水道がどの水系に属するか

等の技術情報を技術士会のホームページ等を通じて発信する。

中長期的な施策

① 計画停電実施方法に関する提言

技術士会のプロジェクトメンバーで経済活動への影響が最小になるような計画停電の手法についてまと

め、電力会社への提言を行う。（工場の休業日を決め、時間単位では無く1日単位での停電を実施する。

停電は工場のブレーカを落とす等の方策で実施する。）また、信号機や病院など公共インフラに必要な電

力を確保する手法についてもまとめる。

② 原子力発電の安全性を確保する方策に関する提言

　　学協会と技術士会で協力し、原発の安全性を高めるための方策や放射線量の基準等の項目について

提言をまとめ、国民に安心を与えられるような情報の発信を行う。

③ 放射能による農作物の影響に関する情報の発信

農業部門が中心となり、放射能により影響を受けやすい農作物と受けにくいものに関する情報等をまとめ、農

④ 安全で安定した電力供給を確保するための方策の提言のまとめ

学協会と技術士会と合同でプロジェクトチームを立ち上げ、安定した電力供給を確保するための方策をまと

⑤ 災害に強い街作りに関する提言のまとめ

技術士会の異なる部門間で協力し、日本全国の地形から東日本大震災で発生した津波が到達した際の津波

□　技術士会のプロジェクト参加（プロジェクトの内容を見ながら
検討します。）
□　業務による鉄道信号設備の復旧
□　献血、その他物資の提供など

3251128

・防災・津波・復興・原子力関連の専門技術士を緊
急時支援的な観点から、行政等の防災・復興関連
委員会や調査団の委員、被災者相談の技術アド
バイザー等に推薦する。
・技術士会としての、防災調査団を派遣する。調査
結果、復興に関わった技術士の体験談を大学等で
非常勤講師をしている技術士を通じて技術者の卵
である学生に生きた技術として伝える。

・防災・津波・復興（都市計画等も含む）・原子力関連の専
門技術士をリストアップ、データベース化して復旧活用マッ
プを作成し、中期的観点から、行政等の防災・復興関連委
員会や調査団の委員、被災者相談の技術アドバイザー等
に推薦する。
・ 小学生に対しての理科授業、市民に対してのテクノロ
ジーカフェ、防災フォーラム等の講師として、地震・津波・防
災・原子力関連の必要知識を伝達する。
・ 全国大会の機会も利用して市民、学生に地震・津波・防
災・原子力関連の必要知識を伝達する。
・ 市民、学生向けの地震・津波・防災・原子力関連のテキ
ストを作成する。

■

3251220

今回の「東北地方太平洋沖地震」については、報
道を見る限り現地の情報網がきっちりと機能してい
たかどうかが疑問であります。緊急時の対応及び
支援活動についても、この情報網の機能向上が不
可欠であると思われます（個々の避難所で必要な
ものが違うような気がします）。

被災地の復旧対策については被害が大きく、且つ広域に
及んでいることから、復旧すべき地区（エリア）の集中・選択
が必要であると考えています。これには当然、放射能汚染
区域の確実なエリア選定が必要になります。
　問題点は被災者の広域移動による意志の疎通ができな
いこと、復興すべき地区（エリア）の集中・選択への不満や
反対意見であると考えています。
　課題は復興事業の資金拠出方法ということになります
が、義援金も含めた多くの支援が必要であるとともに、目
に見える形での復旧事業が何より必要になると思います。
　提案等としては、復旧事業の中心となるべき行政側組織
の確立が先ず必要であると考えており、技術士会ではその
ための支援や援助を行うべきだと考えております。

■ ■
行政側組織の確立のために必要な技術者の派遣（又はその把
握・対応検討）

3251237

まだ被災地では混乱が続いていると思うが、でき
るだけ早く技術者を現地に派遣し、地震や津波に
よる地盤の緩みや損傷を把握することが、新たな
地盤災害を防ぐ上でも重要と考える。

1.沿岸部における地盤沈下の現状を把握とその図化を早
急に行い、今後の復興計画における土地利用（住宅・農
地・重要施設などの再建）を考えるための基礎資料を作る
必要があると思う。
2.文化財の被災状況を把握し、その早急な避難および修
復を行う必要があると思う

■
GISを使った被災情報のデータベース化および地質・地形（地盤
標高等）と被災規模との関係などの情報集約

3251250

当面は被災者の生活支援、がれき撤去等が続き
ますので、今出来る事は義援金を出して、経済面
から支援して行く 事が主になる。義援金募金の活
動は広範囲で大勢の参加の方が集まりやすいが、
既に自分も含め寄付した人は多く、今後技術士会
で募金を始めてもそう多くは期待出来ないと思い
ますが、でもやらないよりはずーっと良い。

復興の最前線となる市町村は決定的に技術者が不足して
いる。 技術士会の半数近くを占める建設部門の会員が中
心となっての、技術支援が必要。

■ ■
技術士会が窓口となり、技術支援を必要とする自治体への派
遣。 基本的にはボランティアの形が望ましい。

3251320

ライフライン、宅盤沈下、海岸、道路、建物、土中
構造物などが壊滅的なダメ－ジを受けました。早
急に復興が望まれます。国土復旧に向け技術士
会防災部隊としても、今こそ技術を発揮して、日本
国民の為、国土復旧の為、故郷を愛する人の為力
を発揮し、
支援すべきと考えます。具体的には、専門分野の
技術士を現地に派遣、導入して、行政
の思索と関係あることから、職員とタイアップし復
興に向けた、技術関与、アドバイス
検証、調査、施工対策、積算、適正技術工法採
択、施工管理、品質管理などができないでしょう
か?
また、技術士会防災対策本部の組織を立ち上げ
現地と対応しながら業務支援が出来る体制を望ん

小生も現在、現役ですが、この技術支援はボランテア精神
の高い人間であることがのぞまれるものの、人間が派遣す
ることは、最低の費用が発生しますので、その費用等がど
こから支払われ、また、捻出できるかも問題でもあと考えま
す。勤める会社を離れるため、会社めへの理解と協力も多
少問題としてますが、とにかく技術士会の技術士が、何か
の役に立て事を願いたいと思います。

■

3251336

・巨大津波による超広域災害、原発被災の複合災
害であり、高齢化の進む地域に点在する集落、漁
村、地都市を根こそぎに壊滅させた。死者・行方不
明者は２万５千人を超え、2週間過ぎても被災の実
態も把握できていない。家族や地域社会が崩壊の
危機にある。遠隔地避難、生活再建、地域の復興
には相当の時間がかかる。 ・技術士会の支援は、
緊急時の現地対応には不向きであり、準備体制も
ないが、可能な対応は、被災の実態把握調査支
援、基盤施設復旧活動支援、広域避難地域自治
体への支援、復興課題への技術支援および原発
問題への提言が主となる。技術士会の多分野の
専門家の支援が求められている。 ・現地の被災調
査は各県技術士会の調査を支援する形が望まし
い。また、他の学協会の調査結果の活用などで現
地の重複調査、調査被害を与えないことである。

・復旧に向けた被害状況調査は、要請に基づくものであ
り、現状は、国や被災地域の自治体との協定はないが、広
域被害であり、圧倒的な人員が不足する。応援要請に向
けた準備態勢を整えることが課題である。復旧・復興は、
基本的な方針づくりが必要である。瓦礫処理は部分的に
始まっているが、現旧復旧の地域と全く新たなまちづくりを
進める地域がある。国、地方自治体、地域が一体になっ
て、復興方針を固める必要がある。復旧支援は、建設コン
サルタンツ業界、建設業業界が対応するが、技術士会会
員でも関係者は少なくない。人員体制の支援に対応できる
か。このための支援体制準備も必要である。 ・復興問題は
技術士会でも防災支援委員会が中心になって特別検討委
員会などを設けて、早急に検討を進める必要がある。視点
は、津波防災に適応するまちづくりであり、津波へのハード
対策と避難施設、情報体制などソフト対策が必要である。
夫々の地域の特性、コミュニティを取組んだ復興方針作
成、国の全面的な支援での推進とそのための法的な整備

■ ■ ■ ■
災害復興まちづくり支援機構などの他の分野の専門家とともに
被災地の無料相談会の開催

3251411

(1) まず心構えとして技術士である前に市民である
ことを自覚し考えて見るべきと思います。まず被災
者の方々の安全と避難生活支援を再優先に考え
るべきと思います。
(2) 被災者の皆様のニーズに的確に応える支援(必
要な物･情報を必要な時に必要な場所に必要な量
だけ届ける)であるべきです。そのためには被災者
と支援者のリアルタイム双方向の情報交換のしく
みが必要です｡佐藤委員が提案されているe防災
システムや専門家によるインターネットによる相談
コーナー等を、一刻も早く立ち上げて活用していく
ことに賛成です。
(3) 士業連携(災害復興まちづくり支援機構等)のメ
リットを今こそ活かす時だと思います。各団体の全
国的なネットワークをうまく活用し、被災者の方々
からはワンストップサービスになるような工夫が望
まれます。普及率の高い携帯電話の活用も有効と
思います。
(4) 過去の教訓を活かすことはもちろんですが前例
のない事態ですので、ゼロからの発想も必要なの
ではないかと思います。特に広域放射能被爆につ
いては、将来に禍根を残さないように、できる限り
の現状把握と考え得るあらゆる対策を検討してい
くべきと思います。原子力・放射線部会の皆様に
期待するところ大と思います。
(5) 調査団の派遣は必要と思いますが、調査目的
が被災者の皆様のニーズに合致するものであると
ともに迷惑にならないように留意していただきたい
と思います。
(6)技術士会の支援としては、義捐金、現地技術支
援 ボランティア活動の他 ソフト面(様々な相談に

(1) 基本は､被災者の皆様の声･意見をよく聴くことから始
めるべきと思います。ここでも双方向の情報交換のしくみ
が役立ちます。
(2) 士業連携(災害復興まちづくり支援機構等)を最大限に
活用し､各専門分野の知恵を結集していくべきと思います。
そのためのしくみを早急に確立することが必要です。
(3)今回の被災地域復興と同時進行で首都圏の対策も進
めるべきと思います。

■ ■ ■ ■
(1)ｅ防災の活用やITの活用等については、是非参加してお役に
立てればと思います。



3251420

１．政府の統制が取れてないように感じる。内閣官
房、原子力安全院、東電が別々に会見を開いてい
る。
２．NHKでは避難所に収容されている方のお名前
をWebで検索できるようにすることを行うことをはじ
めているが、このようなことは行政がするべき仕事
と考える。

通信と交通網の復旧が最優先と考える。
通信の途絶により必要な情報が伝わらず、交通の途絶に
より必要な物資を届けられない。

■

社会貢献委員会ではこの東北地方太平洋沖地震に対して会員
が行っているボランティア活動の事例を集めて会員に公開し、会
員各位がボランティア活動を行う際の参考に供したいと考えてい
る。

3251421

被災構造物を耐震診断し､再建､補修･補強する｡
･地震動を今後の東北･関東地方の構造物の耐･
制･免震設計に活かす｡
･2に記す様に国交省が首都機能移転の国土計画
を説明し､理解･非難者を将来､海面下にならない
中部･関東地方の一部等が受け入れる｡
･原子力発電について､福島第一原発事故で冷却
にも課題が有り､2に記す実情のため原子力に頼ら
ないことが必要と私は考える｡

原子力発電に伴って生ずるﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑは半減期が長く､発電
を止めても希釈するのに地球の海水の1/4程必要だそうで
す｡U採鉱時に被爆し､爆発した場合の被災を減らす立地
が実情である｡ 減のため､電力会社･技術士会は原子力を
推すが､ｸﾘｰﾝで安定した水力発電を見直し､ﾒﾀﾝﾊｲﾄﾞﾚｰﾄも
検討し､不安定な太陽光､水･風･波力等の自然ｴﾈﾙｷﾞにつ
いて､ある程度､進め｢高木:ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑの恐怖､岩波新書｣に
拠る｢ｴﾈﾙｷﾞ依存型でない文化をどう創るか｡｣に留意し､将
来に大きな禍根を残さないようにすべきと､私は考える｡
関東大震災から河角 広が唱えた69年周期が過ぎ､日本人
が存続しているか分らないが2000万年後に東北･関東地
方は日本海溝斜面が崩壊し海面下になると東大から公表
され (Newton､教育社､1998.12.)､当地震は過程で､例えば
政治の首都機能を東京からﾕｰﾗｼｱﾌﾟﾚｰﾄ上で比較的大地
震が少ない名古屋周辺の津等に移転すれば､｢八幡:東京
集中が日本を滅ぼす､1986.｣に拠り三菱総研のｱﾝｹｰﾄ結果
として上場企業に本社が東京に在った方が良い理由は行
政接触が20%だったため､移転する企業が出て､震災･建設
費を低減できる｡工業国として教育･工業地域まで 排出量
が少ない鉄道や道路整備等を進めるべきと考える｡これら
の国土計画を国交省が説明し､理解者は合わせ､それでも
残る者の住宅は復旧すれば良いと考える｡

■ ■ ■

･特に土木構造物の復旧､耐震診断･調査
･避難用に所持していたガスボンベ､ブルーシートの廉価販売も
しくは提供(前職に関して設計会社に間違え論文を出され､直す
ため一旦､進学し募金できないため)

3251428

まずは被災状況（人的、物的、自然環境変化等）
の把握が最優先。
これがないと、避難、復旧・復興の方向性やプロセ
スを考えることが難しい。

今回の災害においては、津波被害にあった沿岸部の復
旧・復興にあたって、耐津波性能をどこまで担保すること
が、社会・経済的に必要となるのかの検証が不可欠であ
り、これはまた、東海、南海、東南海地震による津波被害
が想定される東海から九州に至る沿岸部の耐津波性能の
向上のための指針ともなると考えられる。
これは単に沿岸・河岸堤防等の高さをどうするといった問
題ではなく、沿岸のインフラ整備のあり方や市街地・集落
の再編・移転等非常に簡単には対処できない大きな課題
であるため、社会、経済、科学、技術など総合的に連携す
るためのプラットホームを整える必要がある。

■ ■ ■ ■ 幅広い団体が情報共有できるシステムが必要

3251508

避難所での衛生状況が心配である。特に、屎尿の
処理が行われていない可能性が高い。トイレに溜
まりっぱなし、および屋外へ垂れ流しの状況である
と推測される。そこで、国家レベルの対策として、
日本中のバキュームカーを動員し、収集処理する
必要があると考えている。
通常時は、屎尿処理センターで受入処理すべきで
あるが、超法規的措置として下水道（震災のダメー
ジを受けていない）での処理を実施する必要があ
る。

復旧の第一段階として、廃棄物（廃家屋、廃自動車、がれ
き等）の撤去が挙げられる。通常時であれば、リサイクルさ
れたり焼却処分される。しかし、今回の震災では、被災地
域のリサイクル施設や焼却施設が機能していない事が想
定される。そして、近隣市町村の受入協力の限度量を超え
ていると考えられる。
　そこで、先ずは国家レベルで「廃棄物処理計画」を策定す
る必要がある。新たな焼却設備や埋立設備の建設も視野
に入れるべきである。

■ ■ ■ ■

3251543

（１） 情報を整理すること
（２） 他機関の動向と現場の状況に留意すること。
（３）現場対応は、東北支部防災研究会と整合を図
ること。

１． 今後のメンバーには、最低限建設、応用理学、水産、
農業、原子力、機械、電気及び危機管理の視点でシステ
ム設計の出来る技術士の参画、そして総力戦で対応する
事。
２． 北海道奥尻地震（つなみ）の復興手順を参考にする
事。
３． 拡大復興チームは、内閣府に正式に報告し認証される
ことが望ましい。
４． この経験を、復旧･復興に対応しながら、迫り来る南

■ ■ ■

（１）この地震は、自然がわれらに突きつけた大きな課題です。
特に、このレベルの災害を直接的に食い止めることは難しい。そ
こで、大切なのは人の生命と安心な暮らしです。それは、日本人
のよき文化であると人々との絆であると思う。それに照らし、ど
のような復興の基本が望ましいかをしっかり検討されるべきであ
る。
そのために、多分野の技術士の結集と多専門化との連携を図る
べきである。
（２）これから発信する提言書などは、わかりやすく簡潔であるこ

3251609

１．安否確認　２．被災地支援　３．現地調査　４．
現地調査報告会　５．現地調査報告書作成　６．緊
急復旧への実効性ある提言及び安心・安全の町
作りをどのような国土経営の体系で構築しなけれ
ばならないかという恒久復旧への提言

１． 人が死なない復旧対策がハード、ソフト両面から必要
であると思います。
２． 今後、防波堤、防潮堤の他建築構造物等を含めて、想
定外力の見直しが必要になると考えられますが、想定外力
の見直しを行ったとしてもそれで十分とは言えません。相
手は自然であるが故、見直し想定外力以上の津波や地震
力が今後さらに発生する可能性は残ります。したがって、
我々人間は自然に対して謙虚になり、ハード面だけではな
く、ソフト面での対応も含めて安全率を高める努力が必要
になると考えられます。現実的にはリスクと経済性のトレー
ドオフをいかにしてバランスを保ちつつリスク管理を行って
いくかが重要であると考えます。

■ ■ ■
緊急復旧への実効性ある提言及び安心・安全の町作りをどのよ
うな国土経営の体系で構築しなければならないかという恒久復
旧への提言

3251610

１）被災者の対応、支援者の活動、真に立派です
頭が下がります。
２）今回の緊急対応停電やり方について、公共
サービスとして不公平、無責任の極みです。また、
東電の事故、過去の問題点が活かされていなかっ
たと共に解決に全日本で対処しなければ解決でき
ない事件である等、トップの判断があまりにも遅く、
かつ不正確で残念です。猛反省して、是正を即行
い、事象を明確にしておき、次の時代、この様な対
応は絶対しない日本社会であってほしいと願う次
第です。
３）マスメディアで専門用語、専門的知識等の解説
がされているが、今回は御用学者的説明者が少な
く適切な解説が多い様に感じますが、これを機会
に、高度に技術的にも発展した社会、現実を正しく
理解しているバリバリの現役人材を登用し、一般
的マスメディアに対し一般国民が正しく理解できる
ことに徹底させる様に技術士会が進言すると共に
技術士会も日本の最大、最強力な技術集団として
分野毎の技術解説者リストを作成、推薦する等の
協力体制を確立しておくべきと提案いたします。

１）復旧、復興、について、まず人が2年以上住める仮設住
居、これを最優先、つぎは、文化、伝統、歴史等を大切にし
た天災等に絶対に負けない安全安心な社会創りを住民が
主体となり実現する。というコンセプトのもとで何事も行うと
いうことを徹底すること提案します。
２）財源は、市町村が１00年ローンとか起債で100％解決で
きると思う。新法律も必要ですがこれを解決できる政治家
はいると考えます。政策を明示させ選ぶのは国民です。
３）ローマは1日して成らず、それでも崩壊しました。古代
ローマ以上の街を創るチャンスが日本に与えられたので
す。日本の東北では実現できる民意は有り、心あるバック
アップで実現できると信じます。
４）まず市町村単位の都市計画を住民が主体で行う組織を
確立することを提案します。

■ ■

国難です。金融主体の弱肉強食の社会構造を日本人本来の技
術と和、そして自然と一体となった社会構造へとチェンジできる
チャンスでもあるのです。日本再生の起爆ともなるとも考えます。
技術士として協力、支援するにあたり、日本の最大にして最強の
技術者集団である日本技術士会として、PE、新聞等に会として
強力なる支援を行うというメッセージを発表し、今回の件で活動
するにあたり今回の支援協力・活動についての技術士会として
の理念・方針、組織、費用等を会員に対し明確することが、今回
の件で技術士会会員が活躍できる基本的事項であり、常識的事
項と思います。これをしっかりやらなければ真に貢献できる支援
活動は難しいとも考えます。これ等を申し訳ございませんが防災
支援委員会でまず仕掛けていただくようお願い致します。また、
技術士会が今回の災害支援活動・協力を行う当たり一時的な組
織を設け、事務局に専任の担当者を置き、参加する技術士に対
する連絡、議事録作成等の文書処理、参加者の交通費・日当等
の処理等の庶務的事項を担当してもらい、技術士集団が全知、
全能を国のため100％発揮して、より活躍できる環境にして頂
き、日本国再生の起爆、世界に範となる文化国家へと発展する
嚆矢としなければ、と念じます。

3251643

情報不足と言えども、（後で修正したとしても）全体
を俯瞰した支援計画を作成し、国民レベルまで情
報共有しながら実行すること。　新たな状況変化・
情報追加により、柔軟に見直しをしながら、常に
「迅速」かつ「全体最適」を目指すこと。

コンパクトシティ構想の具現化を目指すこと。　例えば、漁
業等の「職場」と「住居」を分け（隣接・近接の必要なし）、土
地の利用計画や権利関係の価値観を根本から見直し、
「戸建優先」「所有地優先」等と決別すること。　さもなくば、
その地域は、再び被災することも止む無し、との位置付け
に割り切ること。
自らで復旧をし得ない地域（ｅｘ．限界集落等）には、やや冷
たい施策かもしれないが、投資対象が増加し、されど財源
等が伸びない状況では、これまでの価値観を見直さないと
「立ちいかない」のが明白である。　少子高齢化等、現代の
問題点を招いたのは中高年世代全体の責任と受け止める
べきである。　　（限りあるリソースを有効かつ、不公平なく
活用するための方策として）

■

■情報通
信関係
で、新年
度以降発
生する見

込み

■

（ＮＴＴグループ等が主体的に実施すると考えられるため、属人
的・個人的に
行動することはないと思いますが、重要な要素として自身が寄与
できそうなものと
して記載します）
地域全体の復興計画の際、情報通信のグランドデザインの見直
し・策定やこれに
基づく地下設備の構想～基本設計、電線類の地下化計画作成
等

3251715

緊急時の情報伝達にソーシャルネットワーク（ﾂｲｯ
ﾀｰやﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ等）が非常に有効で
あることが証明されたが、復旧までお年寄りなどの
情報弱者への情報伝達支援は必須。
　避難場所の環境整備（空調換気・給排水衛生設
備）

終末処理場の機能停止による排水処理施設の

1.災害レベルの設定（耐震基準など）
2.都市部の被害状況の調査（耐震上、有効なものとそうで
なかったもの　など）
　　3.放射性物質により汚染された空気、水、海洋、土壌の
浄化
　　4.防災・エコな環境を持った街づくり計画

■ ■ ■ ■

現在愛知県在住ですが、6
月～栃木県に戻る予定で
す。
その時までに、状況把握と
何が出来るかを考えていく
所存です。

3251737

・ 会員同士のメーリングリストを作成し、情報伝達
を出来るだけ迅速に行う。
現地ではご高齢化の方も多い状況と思われます。
避難場所、支援物資の提供箇所、医療情報など
の広報活動を行うとともに簡易な健康チェック（話
しを聞くだけでも落ちつく）を施す。

本来、十分な事前調査を必要とするが、優先順位を決め、
調査の簡素が図れるものは過去の実績等を参考に復興支
援（道路、水道の整備）を行っていも良いと感じます。
　多くの技術者が参加できるよう、対策グループとの情報
共有を求めます。

■ ■
現地での支援協力は、行いたいと考えています。但し、どの程度
の期間適切なのかを職場、家庭とも相談したい。

3251751

1．被災範囲が広域で壊滅的であった。
2．停電，電力不足により情報の伝達・入手が断た
れ，不安を増幅した。
3．大変な状況下，略奪等のニュースはなかった様
子で，協力し合うモラルが
維持され国民として誇りに思う。

1．原発事故復旧に関し，しっかりした防護服や酸素マスク
使用が望まれる。
2．電力不足は企業活動に大きく影響し国力低下不安があ
る。東電の発電量増加
  施策が迅速に進むように行政として協力すべきと考え
る。
3．被災地へのさらなる燃料供給が復興のために必要と考
える。
3．被災地復興は，単なる再生ではなく将来を見通した地

■



3251802

１）福島第一原発対策は、国・東電・専門家等の見
解・指示に従う必要があり思います｡
２）地震・津波・原発災害避難民対策等では、現在
も余震が続きマスコミ情報では周辺の火山活動も
活発化しており､再度の地震の発生による津波等
の二次災害が絶対起さぬよう気象庁情報の他に､
現地での周知の徹底を図る事が2重に必要に思い
ます。

１）日本は、100を超す火山と四方が海に囲まれた列島で
あり、地盤的には太平洋､ユーラシア､フィリピン等のプレー
トが存在、地震・津波の他に台風の襲来、豪雪等々に加え
て世界で唯一の原爆被災国である災害国ですが、原子力
に関しては相当の経験・知識や安全対策が計られていた
のでしょうか。今回地震も津波も予想外の大きさであったた
め大きな災害となったとの事でが、1933年の三陸沖地震の
教訓はある所で生かされたと聞きました。今後はその地域
で従来発生した地震を考えた設計思想ではなく､世界的に
起きている地震等を基本としての設計や都市計画の必要
があると思います。
２）被災地域協力の調査結果と多少重なりますが、地震発
生時からある程度の終局までの経緯を分野ごとに整理し
て、復旧・復興のための参考指針を纏める。
① 地震・津波災害　②避難民対策（物流、連絡方法）③原
発災害、等々
３）特に連絡方法で、災害発生時に容量が混雑して一杯に
なり何時間(何日)も繋がらない状況は、小学生までが携帯
電話を所有している時代に、技術士情報部門？でも何とか
ならないのでしょうか。

□ 小生、現在健康を害して通院中ですが、自分が出来る事につ
いて記述しました。
（一般的な事で申し訳ありません。）
①買い溜めを行わない。②なるべく車に乗らず燃料を節減する。
③風評等に対して
　耳を傾けない。④技術士として放射線等の管理値等公表され
たデータは間違いない数字を認識して、人に尋ねられた時は国
の公表値を話す。⑤人へは不安感を与えない。
　⑥義捐金は他で既に対応しました

3251809

１、被災者側の情報収集機能が不足していること
を少しでも手助けするためには、通常使いなれて
いるアナログテレビ、ミニＦＭ等の活用が大事だ。
（アナログが必要）
２、デジタル化で市場から回収しているアナログテ
レビを現地へ投入出来ないか！
3、ミニＦＭ局の新設免許を、特例で簡易に免許を
与えるよう法的手続きを実施
4、太陽電池を活用した電源システム（AC100v系）
を現地への投入
5、無線ルータ（Wi-Fi）を現地に配布設置すること
で、多くのPC、携帯などから情報伝達ルートを確
保する（幹線接続ルートは既設の光・電話線・ケー
ブルテレビ回線・無線等を活用出来る・・・無線LAN
基地局の増設）
（情報はインターネット内に充満しているので、被
災者自らが必要な情報を簡単に（何時でも！）引き
出せる環境を作ることが大事）
6、被災地域などの情報発信は、現地にいる人（行
政に任せるのではなく行政から引き出すボランタリ
な陣容）が、被災者の意見を取り入れながら発信
する事が大事。
7、衛星電話の配備。既に配備しているが、地上の
有線・無線インフラの復旧までに必要なトラフィック
をまかなうための増設が望まれる

1、復興段階に必要な情報は、被災者自身が得られるよう
に、公共部門（公益部門）が環境を整備し、自由に使えるこ
とが大事と思う。従って緊急時対応の継続も必要。
2、遠地へ避難している人へ、行政情報を届ける情報伝達
システムの整備が急務。
公共情報コモンズ！を早く整備し、国レベルで共通のプロ
トコルで運用し、地域自治体の負担を増やさず、既設地域
自治体の現有システムを替えることなく運用できるシステ
ムの早期投入が望まれる。
3、各地に現存するソーシャル・ネットワーク・サービス（ＳＮ
Ｓ）と行政情報システム連携し、地域行政レベルの情報共
有を図る。このために、普及しているテレビなどと連携すれ
ば、今まで情報が届かない人たちにも伝える・取りに行くこ
とが可能になるのではないか！。
4，地域の復興は、地域の人のニーズが増えることから実
現する。ニーズを増やし易い情報ルートが必要だ。
5、将来的には、衛星通信ルートの増チャネルや、地上無
線システム（一般公衆電話回線）と互換性を有する飛行船
通信システム等の早期実用により、伝搬ルートの安定確
保が大事（電送ルートの冗長度確保）

■ ■ ■
メンバーの意見、現状認識
などの共有情報が有用と
思います。

3251842

1. 緊急時の対応

(1) 人的危機管理

　ア．災害現場側

① 災害対策本部立上げ確認

組織的活動有無の早期確認実施。未活動時は次の②項の実施。

② 災害対策本部間の相互人材補充

意志決定組織の早期立ち上げを目的として、都道府県庁職員、民間有識者

（ex. 自治体を定年した人材の再雇用者）を被災市町村の災害対策本部職

員として投入。

　イ．官公庁側

地方分権を行うパイロットシステム的な要素を含みゆえ、緊急に人材選定の

うえ、被災市町村の災害対策本部職員として投入。（一部実施中）

(2) 情報危機管理

ア．災害現場側

情報の電子化・振りわけ・優先度付け・共有化・情報公開。

イ．官公庁側

災害現場側情報より最優先事項を抽出し、トップダウンで課題解決策の実施

を実施する。潜在的リスクの模索を行い、その対応策の検討実施。

(3) 安全危機管理

　ア．人的な安全危機管理：被災地の防犯、個人情報流出防止、セキュリ

ティ確保。

（警察人員、被災者同士の警防組織立ち上げなど。）

　イ．情報の安全危機管理：素人でも周知できる言葉で説明。（ex.基準値の

設定理由）

　ウ．時系列マイルストーンの提示：災害発生～災害応急対応～復旧～復

興の段階別。

(4) 経済的危機管理

　ア．衣食住で不足している物資の最優先的搬入に係る費用の優遇措置。

　イ．輸送、医療、移動などに係る費用の優遇措置。

2. 支援活動

 (1) 市町村防災行政無線設備などの被災状況調査と暫定通信網の早期構

築

復旧に向け、給電経路、建屋・空調設備、鉄塔・空中線設備、電源設備、通

信設備、配線系統の現況調査を行い、被害規模及び修理可否の推定を行う

と共に、暫定通信網の早期構築が急務。（製造メーカのみでは人員不足で

対応無理なため。）

 (2) 今後の通信インフラのあり方の提言

ア．上記「(1)項」の結果を踏まえ、巨大津波に耐えうる通信インフラ規格を提

言。

イ．防災行政無線網の有機的な相互接続のあり方の提言。
回答

1. 緊急時の対応

(1) 人的危機管理

　ア．災害現場側

① 災害対策本部立上げ確認

組織的活動有無の早期確認実施。未活動時は次の②項の実施。

② 災害対策本部間の相互人材補充

意志決定組織の早期立ち上げを目的として、都道府県庁職員、民間有識者

（ex. 自治体を定年した人材の再雇用者）を被災市町村の災害対策本部職

員として投入。

　イ．官公庁側

地方分権を行うパイロットシステム的な要素を含みゆえ、緊急に人材選定の

うえ、被災市町村の災害対策本部職員として投入。（一部実施中）

(2) 情報危機管理

ア．災害現場側

情報の電子化・振りわけ・優先度付け・共有化・情報公開。

イ．官公庁側

災害現場側情報より最優先事項を抽出し、トップダウンで課題解決策の実施

を実施する。潜在的リスクの模索を行い、その対応策の検討実施。

(3) 安全危機管理

　ア．人的な安全危機管理：被災地の防犯、個人情報流出防止、セキュリ

ティ確保。

（警察人員、被災者同士の警防組織立ち上げなど。）

　イ．情報の安全危機管理：素人でも周知できる言葉で説明。（ex.基準値の

設定理由）

　ウ．時系列マイルストーンの提示：災害発生～災害応急対応～復旧～復

興の段階別。

(4) 経済的危機管理

　ア．衣食住で不足している物資の最優先的搬入に係る費用の優遇措置。

　イ．輸送、医療、移動などに係る費用の優遇措置。

2. 支援活動

 (1) 市町村防災行政無線設備などの被災状況調査と暫定通信網の早期構

築

復旧に向け、給電経路、建屋・空調設備、鉄塔・空中線設備、電源設備、通

信設備、配線系統の現況調査を行い、被害規模及び修理可否の推定を行う

と共に、暫定通信網の早期構築が急務。（製造メーカのみでは人員不足で

対応無理なため。）

 (2) 今後の通信インフラのあり方の提言

ア．上記「(1)項」の結果を踏まえ、巨大津波に耐えうる通信インフラ規格を提

言

1. 復旧対策

 1.1 問題点

  (1) 超巨大津波による広域災害

壊滅的広域大災害で近隣県・市町村支援ができない。

  (2) 意志決定機関の壊滅

市町村役場職員参集が不可で、災害初動体制が執れない。

  (3) 原子力発電所事故で復旧支援遅滞

放射線洩れで災害復旧部隊が移動できない。

 1.2 課題

  (1) 壊滅した防災行政無線網の確保

ア．壊滅した防災行政無線設備の無償調達：備蓄倉庫、民間会社の協力を要する。

イ．被災地域での防災行政無線設備の仮設運用：総務省・民間会社の協力を要する。

  (2) 被災地での意志決定機関の立上げ

ア．情報管理の部門を支援するツールの無償貸与

情報の収集、振分け、重み付け、共有化を行うために、サーバ、パソコンなどの電子化

ツールの無償調達を要する。

イ．意志決定人材の長期間確保

安心安全を確保するために関連省庁からの適任者の異動を要する。また、地域住民へ

の広報を行う人材の確保を要する。

  (3) 原子力発電に精通した頭脳集団の確保

ア．部分最適ではなく、全体最適が実現できる頭脳集団の結成が急務である。

イ．財政措置が必要。

 1.3 提案

  (1) 壊滅した防災行政無線網の確保（海外メーカを含めた公募の実施による）

ア．設備調達：無償又はレンタル契約で各種設備の導入、公共機関の備蓄倉庫に保管

中のMCA、Ku-Sat、衛星通信車、又は民間会社の協力でFWAなどの借用。

イ．設備設置運用：民間工事会社あるいは有識者の協力による設置工事の実施。

  (2) 被災地での意志決定機関の立上げ（海外メーカを含めた公募の実施による）

ア．外部データセンタの協力でクラウドコンピュータの構築。パソコンは、レンタル品で調

達。

イ．防災業務に従事した退職者を登用し、そのノウハウを生かしたトップ主導型の組織を

構成する。（中央省庁との連携は必須。）

  (3) 原子力発電に精通した頭脳集団の確保：上記の「(2)、イ.項」に準じた内容となる。

2. 復興

2.1 問題点

  (1) 壊滅した市町村との情報授受ができない

　　　今回の災害は広域災害であり、且つ市町村防災行政無線設備が根こそぎ消滅し、

安否確認すらできる地域住民に耐え難い不安を与えた。

(2) 従前通りの災害耐性仕様では、同規模の災害に耐えられない

復興を最優先するため 従来通りの災害耐性の仕様とするのは期間・費用の点で望まし

■

3251930

福島第１発電所から20km圏内の避難措置、30km
圏内の屋内待避措置という緊急時対応が結果的
に適切であったのかについて疑問を感じざるを得
ません。
インフラを含め、周辺状況が悪い中での避難行動
そのものが別のリスクを伴うこととなり、お年寄りに
とって生死にかかわる問題と言っても差し支えない
ことであったと思われます。また、その煽りを受け
て住民であった人々が県外へどんどん避難し、元
の町は廃墟の様であるとも聞きます。
確かに放射線の線量率は高いことから原子力専
門の立場からは緊急時対応が必要であることおよ
び原子力関連法規等に定められているためという
理由は理解できますが、これを適用するにあたっ
て社会的な影響や他の観点からのリスクを検討
し、事前に計画を策定しておくことが重要と考えら

被災地域の甚大な被害は正に未曾有であり、阪神淡路大
震災に比べればその面積もはるかに広く、加えて福島第１
発電所からの放射性物質漏洩の影響も今後年オーダーの
ものとなることを考えれば、復旧、復興に地方自治体のみ
の対応では追いつかないのではないでしょうか？
個人的なあるいは無責任な意見であることをご容赦頂いた
上で言わせてもらうなら、一時的にでも首都機能を福島に
移せばどうでしょうか？少なくともそのレベルのことを国家
の対策として検討する必要があると感じます。
また、今後のエネルギー確保をどのように構築するのかを
含めて原子力大綱の再検討を至急実施し、方向性を見い
だす必要があります。地球レベルの災害を想定したうえで
経済性に目を瞑っても安全対策を十二分に施して原子力
発電をのばすのか、政情不安を伴う石油による火力発電
に戻るのか重要な選択を広い観点から早急に行うことが
求められると考えています。

■ ■

被災地の方からの放射線や放射能汚染に対する質問への対応
等で何かご協力できることがあればいいのですが、日常業務を
こなしながらどのようなことができるのか、具体的にどのようなこ
とが求められているのか今のところはよく分からないのが現状で
す。
また、私個人は核燃料加工施設や電子線照射施設で放射線管
理業務に携わっていた経験があるとはいうものの、どの程度役
に立つのか、あるいは協力していく上でどの程度専門的な知識
が必要なのか等もよく分かりません。今後、状況を見ながら企業
内技術士として協力できることがあればしたいと思います。

3251932

１．技術士会としての活動は、技術士自身が肉体
的に体を動かして直接支援活動に参加するという
形はないと思います。従いまして、政府や自治体
に対する技術的方策提言とそれに関わる人的協
力になると思います（他団体や大学との協働も含
める）。まず、政府（対策本部）にどのような要望が
あるかを聞きだし、それに対し、どのような対応が
可能かを申し出るのがよいと思います。
　２．上記１と合わせ、参考資料として、阪神淡路
大震災時の活動実績があれば、それを取りまとめ
て提示してはどうか。

■

残念ながら、今申し出られ
るようなものを持っておりま
せん。１９９９年から登録分
野での活動をほとんどして
いません（１９９９年～２００
５年まで、途上国で大気環
境測定での技術指導に従
事。その後は現在まで、日
本国内在住外国人子弟の
学業支援に従事）。　従い
まして、具体的に登録分野
やその他でなにがし提案で
きるものをキャッチアップし
ておりません。ご容赦くださ



3251935

緊急時の対応：緊急時に最も重要な「情報伝達方
法」について、携帯ＴＥＬ・メール・固定ＴＥＬがほと
んど使えない現象をなんとか改善する方法はない
のでしょうか？
公衆TEL・衛星ＴＥＬ・防災無線・アマチア無線・地
域広報アナウンスは、インターネット・ＴＶ放映・ラジ
オ放送・電報・新聞等の具体的にどのような場面
で活躍したのか現場の調査が必要です。
現場の調査から、今回のような緊急時の「情報伝
達手段」「システム」「防災訓練方法」を官民一体と
なって改善しなければならないと考えています。
そのリーダーシップを取る組織は、やはり官でよい
のか現在、疑問です。

復旧・復興組織作りが重要とおもいます。現状の国の組織
（内閣府・国土交通省・防衛省・厚生労働省・経済産業省・
農林水産省・総務省・・・・・等）だけでは、今回の復旧・復興
は困難を要するとおもいます。国は総括的に復興するため
の新組織を結成するべきだと思います。また、被災地方自
治体（県・市・町・村）へ緊急人事派遣する事が重要です。

■

3252135

今回の震災では、地震と津波だけのものではなく、
原発事故というものが全ての活動を阻んでいま
す。原発の安定に全力を注ぐのが今、一番求めら
れていることではないでしょうか？原発に決着をつ
け、周りの放射線レベルが安全なものに戻るまで、
最悪の事態になることを予想し、その危険区域に
住む人々を全て避難していただく。最悪なら30㎞
退避ではないはずです。町単位での移動により、
孤立してしまう人が出ないよう配慮が必要。国と民
間が協力して避難活動に全力を注ぐ。現実になる
なら、移動先の確保、移動手段を早急に決めなく
てはいけません。大型バスも必要ですが、民間の
タクシーや介護車などのボランティアがあれば、活
用する。燃料の確保も必要なため、さらなる買い占
め自粛も必要かと考えます。医療に関しては、薬
品とマンパワーの不足が問題点であるため、患者
を輸送する案を考えていただく。トリアージが必要

まず原発の安定化が最重要。安定し、放射線レベルが下
がり、人が住める状態かを把握したうえで、被災者に戻っ
ていただく。仮設住宅が必要になる地域もあるでしょう。土
壌の調査を最終的に行い、農作物を生産してよいかの判
断を早い段階で出す。復興に際し、震災前と同じ作りで
は、「これで大丈夫なのか？」と戻った人が心配になるかと
思います。今回の震災レベルの災害が起きても、２度と悲
劇を繰り返さないような街づくりをしていかなくてはいけな
い。自然の力に対抗するのは難しいですが、建設のスペ
シャリストにお願いしたい。国力をあげての活動にしなくて
はいけない。

私は、病院に勤務する診療放射線技師です。第一種放射線取
扱主任者と技術士補の原子力/放射線の資格を持っています。
放射能汚染の測定と放射線防護の知識はある程度あります。ま
た、放射線技師のいない施設に出向いて撮影業務を行なうこと
も、機会があれば、協力させていただきたいです。

3252227

私は建設部門（建設環境／都市及び地方計画）の
技術士です。千葉県松戸市役所に所属し、造園学
会員です。動植物のモニタリングや公園緑地全般
が専門領域になります。
　緊急時対応の一つとして、被災地の自然環境
（動植物）に関する調査を通じ、人間にとっての生
活環境も測定（サーベイランス）することが可能な
のではないかと考えます。

今回の災害で陸前高田市においては、約7万本の高田松
原や巨大防潮堤でさえも大津波を防ぎ得なかったことは土
木技術者の一人としても痛恨の極みである。構造物による
いわゆる「ハード防災」が巨大災害時には無力であること
が残念ながら実証されてしまった。今こそ土地本位制から
脱却を図り、本当の意味での「まちづくりとしての土地利用
計画」を推進したい。地域の歴史風土を尊重しつつ、地形
地質を活かした土地利用計画によって、海から離れた高台
にある集落でも海岸近くでの農漁業や日常生活が可能
な、最適化した交通計画やエネルギー関連を含むインフラ
ストラクチャーを構築していくべきである。

■ ■ ■ ■

救援・復旧期から復興期までの間に地域コミュニティを喪失させ
ない住民対応を含めた支援活動をすること。
（何の為に技術士になったかを考えると「世の中のお役に立つ」
ことが第一義であり、かかる非常時において、浅学非才ではある
が少しでも行動したい。こんな私でも事務仕事などお手伝い出来
る事はあるのではないでしょうか。）

技術士会として社会に貢献
していくことは、その存在意
義を広く
認知いただく上でも大変重
要だと思います。
 
会としての具体的な行動に
つながることを祈念しており
ます。

3252227

緊急時対応として被災地は初期段階では、技術士
よりはまずマンパワーの支援が必要とします。現
役業務を持つ身には、現地でのいずれの支援も不
可能です。
　被災地の技術士や公共機関の要望を受けて、後
方支援での活動にならざるを得ないと考えます。
　今回の被災は、地震被害の他に津波被害と原発
事故による被害の対応も対象になると思われ、津
波被害は技術士として対応が難しいと思われます
が、原発事故に関しては原子力・放射線部会の活
動に期待が寄せられます。

復興は何もしないと同じ場所で同じような状態になってしま
うので、津波被害を考慮した復興まちづくり支援として、海
に近い平地で生活する人々の数（例えば漁業関係者など）
を必要最小限にして、それ以外の人々の多くは日常生活
者を高台に移すような計画とするよう、自治体が規制すべ
きであり、まちづくり計画に技術士の知恵を活かすことがで
きると思います。

■ ■ ■

調査結果まとめに関する支援についても、各技術士の活動地に
おいて行うことが前提と考えます。そのうえで要望に応じた事項
に関して、各位の専門知識を提供してもらうために、防災会議
メーリングリスト参加による情報共有が必要です。
　具体的な詳細作業は建設コンサルタントなどが実施すると思
いますが、現地踏査と基本的な事項の指導助言に参加すること
は可能です。

3261053
技術士会の特性からして緊急の動きをするのは難
しく、当面義援金募集位が最良の選択肢と思う。

福島原発の収束如何によるが、三陸の海岸領域を放棄す
ることは考えにくく、ここを復興するとなると、津波に関する
リスクの考え方、対処の考え方、等々長い目で見て最良と
思われる方針を決める必要がある。土木建築あるいは原
子力だけでなく、幅広い分野の技術士が集まり、様々な安
全に関する考え方を検討して最善案を提案することは、技
術士会の存在を世に知らしめるいい機会ではないだろう
か。

■ ■ ■

3252317

被災地にも避難所にも様々な状態や不足・ニーズ
があるようです。
そういう中での様々な非常時に対応するには、
情報を一元化して、流れを制御することは重要と
思います。
そのためには、ばらばらな対応・支援をするのでは
なく、
できるだけ統一した方が効率的と思います。
 例えば、私から見て不思議だったのは、
政令都市間での支援はいち早く協力になされまし
たが、
中小町村へは遅れがちであったことです。
 政令市同士の流れを断ち切り、県なり、国なりが
束ねるべきだった感じましたが、
技術士とは関係ない話題だったかも。

最大のテーマは、自治体、特に市町村の活動をサポートす
ることで、
1年かかるか、何年かかるかわからない、地域の復興を図
るべきで、
その際、公務員OBの技術者の活用がポイントと思いま
す。
　もちろん、今時点での救護も救援も自治体職員が担って
おり、
しかも、彼ら自身が被災者で会ったりする立場です。
　彼らに代わってその責を担えるのは、設計会社ではなく、
ふところに入って活動できる、コンサルタント技術者です。
　自治体には、予算や議会、という制度が存在し、
非常時であっても、大きな制約になっています。
　また、小さい町では、わずか数名で、土木も上下水道も
担ってきました。
平時は何とかできたかもしれませんが、今回のような非常
時には、増強する必要があります。
そのためには、公務員OBの技術者を活用する、組織が重

会で行う
までも無
く、多くの
志ある方
は、すで
に何がし
かの寄付
を行って
いると思
います。

3252347
まず不明者の身柄の確認が必要であり、完全に終
了したうえでまずがれきを除去し、それから復興の
ビジョンを立てるべきでは

各段階毎に戦略勝つ効果的に実施すべきでは。現段階で
は不明者の身柄確認を急ぐべき

■ ■ ■ 短期であれば現地支援協力も可

3252352

1. 被災地自治体の対応を技術的に支援する姿勢
をとる。
2. 既に活動しているNPOを技術的に支援する姿勢
をとる。
3. これら支援を通して支援の充実、拡大を探る。
4. NPO、自治体の動きの補完を期す。

1. 瓦礫処理を急ぐ。
2. 津波被災地の復興は標高の高い土地で期す。
3. 地震の揺れの被災地では、被災の調査をし、耐震化を
徹底する。
4. 原発放射能漏れは、事故の実態を追跡する。
5. 原発放射能漏れの被災については其の程度に応じた合
理的な判断を目指す。そのため被害のデータの整備を今
から目指す。
6. 物流など救援に係る業種には、その重要性を踏まえた
対応を促す。
7. 原発を僻地に造っていると思わず、首都の玄関口に造っ
ていると想定しよう。
8. 「想定外」という言葉を慎む。想定を正当化する言い方と
なるため。率直に非を認め、想定の質を高めよう。過去の
記録を広く集め、都合のいい資料のみ考慮することを止め
る。確率計算の頼りすぎを戒める。計算結果にさらに安全
を見込む。

3260011 なし なし □ □ □
□チェックなしの3項目についても、仕事に差し支えない範囲で私
にお手伝いできることがありましたら、喜んでお手伝いします。

今回お送りいただきました
アンケートについて、返送
させていただきます。私とし
ましては、支援活動や被災
地の復旧対策等に特に意
見があるわけではありませ
ん。しかしながら、もし私に
お手伝いできることがあり
ましたら、できるかぎりお手
伝いしたいと思っておりま
す。その時はぜひご連絡願

3251057

日本技術士会は、公益に立脚した「ＰＥ」の集団で
あり、この組織特性を踏まえた活動が求められる。
それは、先見性のある問題解決のための技術的
提案である。また復旧でなくて復興という視点が必
要である。感覚的、現象的取り組みは避け、政策
性、社会性に留意し、５Ｗ１ＨにＦを加えて対応す
べきである。
５ＷＦ１Ｈとは　Ｗｈｏ(誰が)、Ｗｈａｔ(何を) 、Ｗｈｅｎ
(何時)、Where(何処で)、Wey(何故)、For(何のため
に)、How（どうやって）であり、緊急対応、支援活動
を行う場合は、被災現場の必要に応じてこの七つ
のポイントを明らかにする必要がある。
我々が提供すべき主なものは、技術的知見であ
る。

科学・技術的知見の普及を活動の中心に据えるべきと考
えます。地震津波と原発事故を区分し、テーマを設定して
30分～1時間のナレーション付きのPPTを作成し、講師派
遣など無償で提供するなどがある。
　テーマの例をいくつか列挙する。
① 東北関東大地震速報（地震のメカニズム、地盤変動、
津波の高さ、遡及範囲、等）
② 東日本大災害の概要
③ 原発事故による放射能拡散（大気、水源、土壌、海域、
30km､80km）
④ ベクレル、シーボルト物語（放射性沃素131、セシウム
137、農作物、人体、基準値）
⑤ チェルノブイリ、スリーマイルとの比較
⑥ 停止、冷却、封じ込め（原子力の安全・安心）
これらの科学的、技術的に正確な理解を進めることが、冷
静沈着な行動と安心につながる。

□　義捐金への応募（技術士会義捐金募集を準備中）
　募集対象は？（会員のみとするか、広く会員外にも求めるの
か）
使途を明確にする必要がある。赤十字や地方公共団体に寄付
する。一部を活動費に充当する。など
□　技術支援などの現地での支援協力
技術士としてなすべきことできることは？体力的に大丈夫か？
□　調査結果まとめに関する支援
条件の許す限り可能。
□　防災会議メーリングリスト参加による情報共有
十分に参加可能。共有した情報はどのように活用するのか？
その他具体的な内容について記述下さい。
復興計画立案支援



3260940

この度の震災は地震による津波における被害が
大きいことと、その後避難所が孤立し更に悪条件
がそろった。
（緊急時の対応）例えば各地域の町内各班長→町
内会長へと安否の確認を徹底する。
（支援活動）各地域において最小限度の食糧、水、
燃料を緊急避難場所へ備蓄しておくことを日ごろ
から実施し随時確認をする。
これらを行政と共に情報共有しながら取り組み、技
術士としても防災マップ、避難経路など日ごろから
立会い、適切な意見交換も行う。

（問題、課題）現地復旧、復興においてどこから手をつけて
良いか判断しかねる。
（提案）現地調査と人命救助をブロック分けして取り組むと
同時に作業通路（道路）を取り付ける。必要な物資などは
空から運搬する。状況をみながらブロック分けに伴うロー
ラー作戦で救助と復旧を行うと同時に必要なスペース確保
に努める。
がれき等の除去と同時に地盤調査、ライフラインの修復や
復旧などを優先に取り組む。
（その他）＊復興についてですが、携帯電話の基地局及び
代替えなどのインフラ整備強化。災害時こそ携帯電話の使
用が重要。
＊街並みに緑の空間を多く適所に取り入れ、被災された
方々にとって少しでも癒しや潤いを与えていけるような都市
計画を推進する。
＊また被災地域も含め、津波被害軽減対策などの推進も
大事と考えます。
例えば、津波の波力を軽減させる措置。（松島地区の被害
が少なかったのは松島によって波力が軽減できたと新聞
記事に記載していた）
景観保全機能と防災機能を満足させることにより、被災さ
れた方々やその他津波の影響を受けやすい地域の方々
に対して安全と癒しを提供することも重要です。

■ ■ ■
＊日常業務との絡みで日程調整が難しい場合があります。
＊専門ではありませんが、勉強したいと思っています。

3261225

緊急時の対応：日本は海に囲まれているため津波
のリスクはある。被災時には直ちに空撮による被
害状況を把握し復旧の戦略を立てる。この度は陸
からの拠点基地の設置、海からアメリカ空母によ
る初期の探索と救助展開そして支援を始めたこと
は良かったと考える。また強いて言えば自国での
対応を臨むところである。
支援活動：地震、津波そして原発事故の複合災害
となり、報道で見る限り、政府は原発対応に傾注さ
れていたように思われた。また3者の東電、原発保
安院そして政府が、各々勝手なメッセージを国民
に発しているのは感心しない。支援の足がかりと
なる情報にならない。代表しての政府広報官が務
めるべきである。また地震、津波被災地対応として
の支援準備活動が充分ではないように思われた。

・応急的な復旧対策：いち早く被災地のインフラ整備と市民
生活、企業の再建（住宅、仕事、毎日の暮らし）や被災者
の精神的安定が急がれる。
・復興対策：今後はＭ９クラス対応を含めて設計基準の見
直しが必要である。じっくりとそしてチャンスを逸せずして対
応すべきである。
・問題点：防潮提は設置しないよりか設置したほうが良い
が、しかしその安心の過信が被害を大きくしたことが挙げ
られる。今後はその過信には多いに反省点となる。
・課題：国家の対応（法律等の整備、震災の具体的救助方
法、メッセージの方法等）、インフラの設計基準の見直し、
原発の安全性とエネルギー問題他あり、多大である。
・提案：この度の災害対応のため災害対策基本法を発動さ
せたが、充分に発揮されていない。法律の補間を行い、そ
して復興が終了するまでしっかりとした政府のマネジメント
組織が必要である。そしてその成果を見守るオンブズマン
も必要となる
・ＢＣＰ：ＢＣＰに携わっているが、ＢＣＰ策定に関して最も復
旧できる資源は電力であると云われていた。しかし今回の
事態で大いに反省しなければならない。
・原子力：安全神話が崩れた。技術士として原子力部門が
あるので、是非携わっている方々の話も聞きたい。技術士
会の信用や活動にも関わる。

■ ■
自主防災組織率は宮城県は93.8%と高率であるが、青森25.6%、
岩手62.6%、福島74.2%と低調である。

3261838

大規模災害時の緊急輸送能力確保対策（提案）
（１） 大規模災害時には道路はあっちこっちで寸断
される。このことを前提に先ず道路の寸断箇
所を既存の各種の輸送手段（航空機、船舶、少々
の荒地ならば走れる特殊車両、等）を有機的に組
合せて破壊した道路箇所をつなぐ代替輸送体系を
あらかじめ構築しておくことが重要である。（２）例
えば、航空機ならば、滑走路が要らないヘリコプ
ターが多用できる。ただし、民間ヘリでは、輸送量
は大きいヘリで最大３トン程度、小型ヘリでは１トン
以下である。一方、自衛隊では最大１０トン程度運
べる大型ヘリを有しているので、運ぶ物資の種類
によって自衛隊と民間とで役割分担を決めておけ
ば、効果的なヘリ活用ができる。（３）その他、自衛
隊には海岸砂浜から直接上陸できる上陸用舟艇
やホバークラフトなども所有していると思うので、海
岸砂浜に近い場所では、上陸用舟艇等によりかな
り大型の物資も直接陸揚げできる。
（４）なお、日本の高速道路は周りが防音壁や柵で
ほとんど囲まれているので、ヘリの離着陸に
適した場所がない。その対策として、道路上に陸
橋式ヘリ・ポートの構築、サービス・エリアにヘリ離
着陸用地の確保などを行えば、大規模災害時の
道路寸断対策にヘリコプターが大いに役立つと考
える。ヘリは低空で飛行する場合が多いため、旅
客機のように地上の航法援助施設を利用
できない場合が多い。この対策として、運輸多目的
静止衛星とＧＰＳを使ったヘリに対する衛星援助航
法を確立すれば、ヘリの運用性は格段に上がると
思われる。

今回の地震・津波による放射能噴出事故において、タイプ
の異なる複数の核燃料棒冷却装置が備えられていたにも
かかわらず、いずれも十分に冷却機能を発揮できなかっ
た。その対策として、原発施設より十分に離れた、および
津波の高さをクリアーできる高地に揚水式または／および
河川水流込み式のダムを作り、災害緊急時の発電能力の
確保と、ダムから原発施設まで引込んだ水路により災害緊
急時の冷却水量を確保することが可能になる。これによ
り、災害緊急時に自前の発電能力と冷却用水量を確保で
きる独立・分散型の炉心等冷却システムを構築できると考
える。

追伸：このような水量確保については、水道橋と水路を
使って高低さのみを利用して、無動力で遠く離れた水源地
から延々と都会へ水を引いて水道網を構築した古代ロー
マ帝国の方法に似ている。

支援協力については、その内容がもっと具体的になった段階で
検討したい。

3261938
技術士会として、多段階(時間的なフェーズ)かつ多
様(工学技術の全てに)に対応と支援ができること
をアピールしていく。

私は建設部門の都市及び地方計画で、阪神淡路大震災
の時のような成熟市街地に対しては、土地区画整理事業、
市街地再開発事業、及び土地区画整理事業地での共同
建替事業など、いわゆる面的整備都市計画事業が有効で
あった。
実際に、土地区画整理事業区域の土地利用計画提案、共
同建替事業、及び市街地再開発事業の経験をし、実績が
神戸市の記録にも残っている。
しかし、この様な対応は、仙台市の都心部などに限られる
のではないか。都市計画区域と農林漁業等振興地域の取
り合い関係について、私の場合、今のところ把握していな
いので、軽々に何が有効かと言うことは言えない。上記の
取り合い関係を第一に知りたい。
一方、未曾有の津波に対して、護岸高を闇雲に最高高さま
で再整備すると言う方向は正しい対応と言えない。地震発
生周期のもう少し頻度の高い地震への対応を確実にすべ
きではないか。併せて、居住施設の立地制限を行うべきと
考える。

■ ■ ■ ■
技術支援に関して、現地での支援協力は時期・内容が解らない
と実際の対応が無理な場合がある。
支援チームの後方支援はできる限り参加したい。

3270311

平成２３年３月１７日付け会長の「会員、準会員の
皆様」向けメッセージについて、具体的に汗をかく
行動計画を立案し、実践するのでなければ、国家
存亡の危機に対応する東北・関東大震災対応活
動にはなりません。
（１）被災対応技術支援、（２）復興対応技術支援、
（３）地域密着防災技術支援の区分毎に、日本技
術士会として、又は、技術士として何をすべきかを
立案し、日本技術士会総合の活動として展開する
重みが必要です。

日本技術士会又は技術士が行う大震災対応活動ですか
ら、有資格者としての意義が社会の中に正当に位置付け
られる技術業務でなければならないと思います。テレビか
ら得られた情報で発想した、技術士グループで行う、この
ような技術業務を数件挙げます。
（１）被災対応技術支援
　①救援物資配給システムの標準マニュアル化とボラン
ティア活用事業構築
　②瓦礫分別並びに環境配慮（リサイクル）処分システム
の標準マニュアル化と被災者失対事業の構築
（２）復興対応技術支援
　①地域密着の農業、漁業、ものづくり、サービス関連中小
企業の経営再建支援
　②土地共有化を前提とした地形配慮の都市計画に寄与
する総合的関連資料の整備
（３）地域密着防災技術支援
　①地域密着リスク対応の教育訓練システムの構築と標
準テキストの編纂
　②大震災被災及びその復興の記録採取とリスク･マネジ
メント･システムとしての展開

■ ■ ■

理事提案する、「(社)日本技術士会大震災対応プロジェクト」の
企画立案
　　　日本技術士会が総力を挙げて、東北･関東大震災の技術
的課題に対応する期限４年間のプロジェクトで，技術士会の大
震災対応姿勢を社会発信する意図を持つ。

３月２２日開催の活用促進委
員会幹事会で，「成熟した社
会は科学者や技術
者がリードすべきである」を
標榜する技術士会としては、
国家存亡の危機といわ
れる大震災に遭遇して，今ま
での調査報告書の発行等で
お茶を濁すやり方では
なく，技術士会総力を挙げ
て，効果的な対応案を提案
し，具体的な実践活動を展
開する姿勢を社会に向かっ
て発信するのでなければ，そ
の存立意義を問われると
の意見が出されました。
 
　　本件，社会貢献委員会の
関矢委員長と相談して，２常
設委員会の共同提案に
するか，賛同する理事提案
にするかは別にして，基本的
了解が得られましたので，
私がアンケートに記載の内
容をベースに企画書を作成し
ております。
 
　　企画の段階から防災支援
委員会にはご協力頂きたく，
メールで失礼ながらご
理解とご依頼を申し上げま
す。

3271144
技術士が　技術的専門を一般人に　分かりやすく
解説する役割を　担うべきと考える．　とくにマスコ
ミに露出して．＝技術通訳

今回の災害をして　［災いを転じて福となす］よう　方策を作
成・提案するべきと考える．
１．　電源周波数の統合　（５０［Ｈｚ｝，６０［Ｈｚ］＝日本列島
１系統化）
２．　都市計画　（旧態復興でなく現代都市化）

■



3271253

① 国、県、市町村のそれぞれに対策本部を設置
し、その間の連絡通信手段の確保が
まず第一に必要。そこで被害状況を集め、対策の
優先順位を決める。
②　緊急対応は、人命救助　→避難者救助　→避
難者支援　→避難者住居確保　→災害地の復旧
計画作成　→復旧作業実施　→避難者を復旧住
居・地区に戻す　の順序で
　　展解すべき。
③　救助活動の中心は、自立行動が取れる自衛
隊を中心にすべきである。
④　支援ボランティアに要請する内容を決めて、ボ
ランティアの統括者に要請する。

被災者は、被災した同じ場所に建物を建てることを希望し
ている例が多いが、また
何時の時期か、何年後かに同じ災害を繰り返すことになり
かねない。災害地の復旧計画
の作成には、専門家の英知を集め、同じ規模の地震・津波
が来ても大丈夫な復旧策を
作成する必要があります。海岸沿いの平地は、危険なこと
が証明されたのであるから、
その土地の利用方法を考え、別な安全な土地を開発して
新たな生活拠点を作ることを
考える必要があります。

■ ■ ■

東北関東大震災への支援
の取り組みに感謝いたしま
す。
小生は、宮城県石巻市の
出身ですから、沢山の知人
が被害にあって
おりますので、出来るだけ
の支援を行って参る所存で
す。
目下、出身母校高校の同
窓会で義援金を募集する
活動の中心で
活動しておりますが、技術
士会としての支援活動にも
積極的に

3271309

・支援・調査団の現地への派遣
（何が支援できるか？東海地震等への更なる対応
は？など等目的を明確にして）
・各支部でバックアップ体制をつくる。（近畿支部に
は防災研究会あり）

＜復旧対策＞
・都市インフラ（電気、ガス、上下水道、道路、橋など）の復
旧へのアドバイス
・防災減災を施した都市の整備計画立案と実施へのアドバ
イス
・防災基準(特に津波対策)の見直し
＜エネルギー復興策＞
＜原発事故対策＞
・フールプルーフへの設計変更（特に津波への備え）への
アイデア募集し、政府に提言
・風評被害を防ぐため正しい理解の手助けをインターネット
で情報提供する。
＜津波対策＞
・津波被害地は、津波対策がなされた市町村への基本計
画を作り、それに従った市町村への抜本的な作り直しを行
うよう政府に提言する。（例えば、適地に避難用の高台を
造成するなど）
＜電力安定供給対策＞
・原発、是か非か技術士会として徹底的に議論し、見解を
まとめ提言する。（原発の安全、使用済み燃料の中間処
理、最終処理の道筋を示す）
・全国の電力周波数を統一する（50サイクルか60サイクル
へ）
・小型分散型電源を促進する（リスク分散、最低限の電源
を確保で生きる）

■ ■ ■

＜組織への対策意見＞
１）技術士会会員の方々へ
支援はできないだろうか。
例えば、被災会員について
情報（安否確認など）の収
集とお見舞いメール発信な
ど。
２）技術士会組織としての
BCP(ビジネス継続計画)を
早急にまとめる必要があ
る。

3271406

地震、津波の直接被害に関しては、既存のシステ
ムは概ねよく機能しているものと思います。教訓と
しては、「想定外」の時にどうするか、というシナリ
オも必要であること（「硬い」システムではなく、ネッ
トワーク的で柔軟な対応が必要）、現実は「安全」
か「危険」かという二者択一ではなく、リスクアセス
メント的に考えるものだ、ということを社会的な理
解にすること、という二点について痛感していま
す。
原動機が流された時点から、原発の問題が実は
最も深刻であると考えます。悪夢のような状況が
続いており、好転の兆しが見えませんが、将来に
禍根を残す封じ込めではなく、日本の名誉を賭け
て、なんとしてでも燃料ペレットを回収できないもの
か、毎日ハラハラしております。主要な処理に短く
ても数年はかかるものと思いますから、種々のロ
ボットの開発など、しっかり資金と人材を投じて時
間と戦いながら地道な課題解決を進めていただき
たいと思います

政府部内に、行政等の幹部の立場にあって、技術を理解
し、科学技術的な洞察力をもってリーダーシップを発揮でき
る、また、ブレインとなる人材が少ないように思います。
今回のような緊急事態では、専門家は必要に応じて外部
から専門性だけを集めればよい、という発想だけではうまく
機能し得ないことを顕在化させたと思います。
専門外とはいえ（私もですが）、例えば、線量と線量率、
シーベルトとベクレルの違いを単なる言葉の理解にとどめ
ているようでは困りますし、また、行政の実務にも通じてい
る意思決定システムと人材が必要です。数式が出てきた
途端にそれは専門家会合に諮ればよい、というものではな
いと思います。

お役に立てることがあれ
ば。
義捐金は可能ですが、技
術士会ですから、集めた資
金は防災等日本の技術力
の向上につながる調査研
究的なものに振り向けられ
るようにできればとも思い
ます。この未曾有の犠牲者
を出し続けている体験を無
駄にせず、明日への日本
の底力になるように期待し
ています。

3271554

化学工場等の燃料タンクやプラント施設等からの
危険物、毒劇物の漏洩に対する防止もしくは二次
被害拡大抑制のための措置が重要だと思いま
す。

①質問1で指摘しましたが、危険物や毒劇物等の化学物質
の漏洩による環境汚染の実態把握を忘れてはならないと
考えています。環境汚染の実態調査を是非実施すべきだ
と思います。
　②阪神淡路大震災でも問題になりましたが、瓦礫の撤去
に伴って発生する古い建築資材からのアスベスト汚染も今
後問題になるでしょう。
　③以上、2点は福島原発からの放射性物質漏洩の問題

■

3271834

福島原発の事故の報道の中で、東電も原子力委
員会も現象を述べるだけで、原因が分からないと
いう場合が多すぎます。例えば、煙が発生している
場合何処から出ているのか、何が燃えているのか
は、カメラが設置されておれば分かることです。小
型のモニターカメラをあちらこちらに置いておけ
ば、はっきり写らなくても特定可能です。小型のカメ
ラを直ちに配置して下さい。設置作業に被爆量は
少ないと思います。

１．この地域ついては、過去に何回も大津波の大災害を受
けております。如何に大きな防波堤を作っても、住民にとっ
て安心して働き、住むことは困難でしょう。したがって、再開
発に当たっては旧住宅地を農地に転換するなど、思い切っ
た発想の転換が必要でしょう。住宅を建てる場合は津波の
影響ない場所を指定し、１００年先を考えた新しい都市計
画に基づいた住宅地の形成が必要と考えます。
２．復旧対策、復興・再開発に当たっては、日本技術士会
会員には設計能力を持った会員も多く抱えていますので、
例えば建設部会でグループを作り、国または市町村に働き
かけ、公の立場で委託を受ける形で、直接仕事ができれば
よいと思います。技術士会からの発信が必要です。

3251250

当面は被災者の生活支援、がれき撤去等が続き
ますので、今出来る事は義援金を出して、経済面
から支援して行く 事が主になる。義援金募金の活
動は広範囲で大勢の参加の方が集まりやすいが、
既に自分も含め寄付した人は多く、今後技術士会
で募金を始めてもそう多くは期待出来ないと思い
ますが、でもやらないよりはずーっと良い。

復興の最前線となる市町村は決定的に技術者が不足して
いる。 技術士会の半数近くを占める建設部門の会員が中
心となっての、技術支援が必要。

技術士会が窓口となり、技術支援を必要とする自治体への派
遣。 基本的にはボランティアの形が望ましい。

3251757

・早期での支援活動は、人命が第一ですので、プ
ロである自衛隊・消防隊・医療関係等が中心に必
要となると思います。技術士以前として、他組織の
中でボランティア等の後方支援ができればよいと
思います。 ・福島原発に関して、やはりマスコミの
情報発信力が大きいので、マスコミによる過度な
不安を煽るような情報にならないことです。公衆の
福祉と健康、安全を最優先する技術士等が、受け
手（被災地域の方）に公正かつ安心できるソフト面
での支援ができるように、原子力放射線や危機管
理等を専門とする方がマスコミと連携もしくは助言
できる仕組みが必要だと思います。

・長期的な復興が必要になりますので、技術士会や支部の
各部会等が他の学協会と専門部門を横断的に連携をする
ことが必要だと思います。（建設部門であれば地盤工学会
や土木学会等と大連立するなど）

■ ■
建設会社の社員として、技術士として、建設業協会による復興
支援策に日常業務の中で協力する心構えです。その中で、技術
士会の支援策と両立できる範囲で協力したいと思います。

3252143

東北地方太平洋沖地震による沿岸地域の被災
は、津波による第二次、第三次災害によるところ
が大きかった。津波が発生した際の緊急時の対応
としては、まず、津波の到達する「場所」と「大き
さ」、「到達時刻」を常に正確に測り続け、知らせ続
けることである。これにより、ぞれぞれの沿岸地域
にいる住民は、津波が到達するまでの「時刻」と
「大きさ」を知ることができ、「避難に適当な場所」を
選択し、「非難するまでの余裕」を持ち続けること
ができる。 支援活動については、今後、このような
大災害にならぬよう、湾岸の各地域に受ける津波
形状とエネルギーシミュレーションの実施。それか
ら、今回、破壊されずに残った建物の構造、対応
力などの確認と検証を実施し、復興都市計画に反
映させることである。この際、避難経路の幅と距
離、地形の傾斜から、老人でも安全に非難できる
ような場所を提示、助言することである。

東北地方太平洋沖地震による沿岸地域の被災は、津波に
よる第二次、第三次災害によるところが大きかった。津波
が発生した際の緊急時の対応としては、まず、津波の到達
する「場所」と「大きさ」、「到達時刻」を常に正確に測り続
け、知らせ続けることである。これにより、ぞれぞれの沿岸
地域にいる住民は、津波が到達するまでの「時刻」と「大き
さ」を知ることができ、「避難に適当な場所」を選択し、「非
難するまでの余裕」を持ち続けることができる。 支援活動
については、今後、このような大災害にならぬよう、湾岸の
各地域に受ける津波形状とエネルギーシミュレーションの
実施。それから、今回、破壊されずに残った建物の構造、
対応力などの確認と検証を実施し、復興都市計画に反映
させることである。この際、避難経路の幅と距離、地形の
傾斜から、老人でも安全に非難できるような場所を提示、
助言することである。

■



3260758

・デマ情報、チェーンメールの発生 　誤った情報に
より過剰反応して、不要な避難、買占めが発生し
ている。風評被害ともいえるのだが、危険性のほと
んど無い地域への物流が停止したりもしている。こ
のような緊急時に誤った情報による不都合な事象
を早い段階で正すためのメッセージ発信が必要だ
と思う。今後のためにも、情報伝達の中での問題
点を把握し、事例として改善案を提言していくこと
が求められのではないか。 ・誤った知識による災
害 　千葉県の事例では、津波の第二波以降により
死亡している事例がある。正しい知識、広報により
救えた命である。正しい知識、広報により救えたで
あろう事象があると思われるので、これらも後世に
伝えていく必要がある。 ・原子力に関する知識、情
報 　一般に限らず、防災の専門家であっても原子
力に関する知識は少ないと思われる。断片的な情
報による避難判断を自治体に求めるのはかなり無
理があると思われる。緊急に技術士としてコメント
を出せれば理想的だが難しいので、必用と思われ
る事項を提言としてまとめる必用、義務が我々に
あると考える。 ・放送の分業 　複数のチャンネル
があるのに放送の内容が同じものになっている。
最大公約数というよりは、視聴者、聴取者が選択
できる方策を考えたら良いし、そういう提言をして
いくことを進めて行きたい

・津波被害 地震による直接的な被害と、津波被害を分離し
て考える必用がある。津波被害については、堤防を作るこ
とによって完全に防げるものとは言いがたい。内陸、高台
への集団移転ということが考えられるが、現実は難しい。
現在地での住宅再建等が進めば、ある程度の期間後に再
度被災の可能性が高まる。東海、東南海地震に備えるた
めに、津波被災予想地域の地域形成について議論をして
いくことが必用である。技術だけの話ではないので、災害
まちづくり支援機構の場での検討が望ましいのではない
か。

■ ■ ■

3261053

・地震時、パソコンや携帯電話が、全く機能しなくな
ることを想定できていなかった。 ・津波災害に対す
る事前教育や訓練が全く不備であった。 ・原発災
害に関する事前教育や訓練が全く不備であった。

・国家の重大時の対策組織のあり方やプロジェクトマネジメ
ントが貧弱である。 ・計画停電の計画と実行の決断が曖
昧なであり、逆に混乱を招いている。 ・原発に関しては、世
界への正確な情報発信（良い情報＆悪い情報）が非常に
遅い。 ・国家の重大時は、いつも米国（米軍）に頼らなくて
は何も解決できない。 ・技術士会（原子力部会）の動きが
全く見えない。

■

3261250
技術士として専門家の立場から、正しい情報を伝
える活動を進めるべき。

物はあるけど被災者に届かない、という物流の課題に対し
て、技術士としてどう貢献するか。

■

3261251

緊急性の高い対応が必要な場合は、技術士を召
集する事も必要であると考えます。 但し、会社勤
務者にとって長期拘束は困難なため、緊急度に応
じて1日～数日程度集まり 対応策を絞り込み、そ
の後は勤務時間外を利用して報告書作成して参
加者全員が見る事が出来るようにインターネット
上で掲示し、各人の情報を閲覧し再度意見を整理
して集まる事も必要と考えられます。

復旧や復興において会社勤務者の技術士が比較的簡単
に行動できて、短期間で効果的な実行を生む支援活動
は、全国の各々の技術士を情報発信窓口にして、技術士
の周りの技術者（特に引退した優秀な技術者の方）への情
報提供を行い、復興や復旧対策の技術的活動に長期間携
われる人材を集める事ができます。私の周りの引退された
技術者は『被災地域へ自分の技術が少しでも役立てられ
ないか』と考えられている方が多数います。技術士が今こ
そこのような方との相互情報窓口になれば、潜在している
技術力を掘り起こし復興へお役に立てられるのではないで

■ ■ ■ ■

会社に勤務している技術士は、休日や勤務外時間を利用して技
術的支援や調査及び報告書作成などを実施する事が可能であ
ると思われる。 また、掲示板等を利用して被災地技術士や震災
復興に関わる技術士の要望や問題点を情報発信して、全国の
技術士が回答や対策提案をし、相互的情報支援活動は常時で
きます。

3261325

被災地域におられる技術士の方々からの要望や
情報を先ず取りまとめる。その要望に対し、技術
士会に所属する技術士からボランティアを募って
対応する。遠隔地に所属する技術士は直接現地
にかけつけることはできないが、離れた場所からで
も協力できるようなことがあれば後方支援に参加
したいと考えている。

自然環境の保全に携わる建設環境分野の立場から見る
と、100年に一度規模の自然攪乱が海辺に生じた状況であ
り、今後の復興は生態系の回復・生物の順応等にあたる。
人の安全のために施す治水・防災及び環境への配慮を両
立させた復興を考えていくために、各分野の専門家が協働
で復興の将来を予測しゾーニングを施してから事業に着手
することが重要である。例えば、人が安全に暮らせるゾー
ン、海岸区域の自然再生を広域に行うゾーン（緩衝域）な
ど。

■ ■

3261812

当たり前の回答となりますが、 当面のところは、被
災者の安全確保が第一であり、安全な遠隔地へ
の避難場所の確保が必要と考える。また、行方不
明者の捜索などの支援活動については、作業の
安全性や効率性を高めるため、人員・食料・物資・
エネルギー等の確保が急務であり、被災していな
い各地からの応援を行なうことが必要と考える。

未曾有の災害であるため、これまでの災害復旧対応の限
界を超えていると考える。被災地に安全・安心して生活で
きる都市・農漁村の機能を持たせた、地域計画構想の立
案を急ぐ必要がある。

■ ■

3270013

福島原発への対応について、適切な提案が出来るのは色々
な分野の技術士者集団である日本技術士会だと思いますこ
ういう時こそ技術士会の社会貢献の機会だと思います。  早
急に、原子力発電所に知見をお持ちの技術士ａｎｄ参加を熱
望する技術士を加えて「仮称：特別防災会議」（人選は会長
に一任）を開催して提言をまとめ、しかるべき機関（首相ａｎｄ
経済産業省ａｎｄ東京電力）に提言されることを提案します。
東京電力にもかなりの技術士会会員がおられると思います
が、企業内技術士として複雑な心境でおられるのではないで
しょうか？（２２年間企業内技術士である同士としての推測）
技術士３大義務に守秘義務は、現状のような国難を解決する
ためには「特例」として緩和してでも早急な検討・提言が技術
士会の使命だと思います。  建設部門・道路の技術士であ
り、原子力発電については今回の震災を受けてのにわか学
習で得た知見に、３月２５日（金）九州支部のインフォーマル
な会合である「シニアネット」での学習をもとに私の提案は
原子力安全管理の３段階（止める・冷やす・閉じ込める）のう
ち、 直ちに「閉じ込める」に着手べきだと思います。 もっと早く
「閉じ込める」べきだったと思いますが、今からでも遅くないと
思います。  今まで、「原子力発電所は安全です」とPRしてい
たものがここまできたのですから！  現在の対応は、東京電
力の視点で行われているような気がします。  ・ここまで被害
が広まり（避難・停電・農作物被害・全国的な特定物品の物
不足・放射能汚染に対する不安etc） ・次々と新たな問題が
表面化 ・「冷やす」ための注水の弊害と思われる現象が表面
化している ・福島原発問題が、未曾有の地震であった地震
全体の復興の足かせになっている ・「冷やす」を継続しても
明るい兆しがみえない   このままでは、色々な面での被害者
がべき乗オーダーで拡大するとともに、ここまで冬の時代にも
ぐっとこらえて技術を蓄積し築いてきた日本の原子力発電技
術の国際的な評価を失いかねません  ここまで、「想定外」連
続するような場合には、考えられる最大限の対応をすべきだ

■

3270553

仙台からの現状を報告致します。 被災地の現状
渡邊弘毅＠岩沼市報告 １．遺体収用が優先（自
衛隊の皆様には本当に感謝しております） ２．水
道は概ね復旧、だが仙台市内でも4月上旬復旧の
地域あり ３．電気は仙台市沿岸地域は目処ただ
ず ４．仙台市の都市ガスは復旧見込みなし　近隣
市町村プロパンは復旧済み ５．水道復旧で汚水
量増加、下水がマンホールから溢れ出ている ６．
電車（JR）は目処ただず　JR東北本線仙台岩沼間
は4/2開通予定 ７．ガソリンは一般人入手できず
（緊急車輌優先） ８．高速道路、開通したが混雑多
数。（PAでに一般者のガソリン待ちが懸念） ９．百
貨店、食料品のみ販売（数時間の営業） 10．食
店、殆ど営業していない 11.楽街、殆ど営業してい
ない 12.原発、東北地方からの人口流出(宮城での
放射能状況は関係機関のみ知る) 13.ホテル、ビジ
ネスは営業していない、モーテルは報道機関が占
拠 　政府の派遣部隊も山形市に宿泊で、被災地
調査。  本当にありがたいのですが、ライフライン、
交通機関の復旧、原発問題の沈静化が完了する
までは、ボランティア的支援は混乱を招くと思いま
す。 報道関係、圏外からのボランティアが多すぎ

被災地の岩沼市在住です。支援物資は市役所には大量に
届いていますが、それを各被災者に届けられないの実で
す。仙台東部道路を境に、津波被害にあった海岸東部地
区と西側地区との格差が出て、住民の間で混乱がおきて
います。

■

3270809

すでに資格化されている建物の危険度判定ですが、判定
は有資格者が行うとして、記録補助や事務局業務、その他
のサポートは、多くの技術部門でもサポート可能。 また、
今回の事例は、建物、土木構造物、農業、水道、電気、鉄
道機械、空港、原子力、通信インフラ等、すべての技術部
門に係わる。各部会単位での報告書の作成、各支部、各
県単位での報告書の作成等を通じて集約し、日本技術士
会としての報告書作成と提言。

■ ■

原子力風評被害に対する対応。 基本的知識や単位の解釈。 政
府記者会見では「ただちに人体に影響を及ぼすものはない」とい
うが「ただちに」とは何を意味しているのかなど、あいまい表現の
解説等

3272210

リスクマネジメントが不十分で、下記のような問題
がある。 【災害現地に関する問題】 　１．状況把
握、安否確認、安全や支援の情報伝達の仕組み、
体制。 　２．支援物資の送達だけでなく、ボラン
ティアの活用なども含めたロジスティクス。 【首都
圏の問題】 　１．震災直後の帰宅難民対策（宿泊、
避難場所の確保、交通および帰宅ツールの確保）
２．正確な情報の伝達（不正確な情報で不安を煽
らないためのマスコミコントロール）　３．計画停電
（実施宣言したものは中止しない。変更が多いと予
定が立たない。また信頼を失う）

１．組織的、効率的体制つくりの問題。 　　災害発生直後
に内閣府に「災害対策センター」を設ける。自治体、現地と
の関係もあ　　るので、ハイアラキーな仕組みが早急に立
ち上がるようにマニュアル化する。 ２．現地情報の問題。
災害対策センター」を設け情報中枢とする。そこにすべて
の情報を収集、発信できる　　ようにする。 ３．ロジステイク
ス問題 　　災害対策センターで一元的にコントロールでき
るようにする。 　　災害時は陸路が使えない場合や孤立者
がいる場合が多い。陸路の輸送手段の確保でき 　　ない
所にはヘリコプターを活用する。そのために通常時の規制
などは一時的に撤廃、 　　民間機も運行できるようにする。
支援物資が集まりだすと、それを適正なロットまたはピース
に分割して目的地に送達　　することが必要になる。この仕
分機能を能率よく、人手で実施する必要がある。これ　　に
はボランティアの力を活かす。この時、にわか参加の人で
も作業を容易にこなせる 　　ような仕組みを作る。手間の
かかる問題なので可能な新技術も活用する。

■ ■

Ｑ１、Ｑ２に記した問題は、直面したもんだいであり、早急な対応
が必要で得ある。すでに後手に回っている。 内容は、ＩＴ技術、ロ
ジステイクス技術が活きる。技術士にはその専門化が多数い
る。その他の関連技術者も多数いる。これを活かさないのはもっ
たいない。アイデア出し、仕組みつくり、マニュアル化、内容メン
テナンスを技術士会が主体で実施することがもっとも相応しい。
技術士会であれば、そのための組織的マンパワーの提供も可
能である。 今回、実施したことをは今後予想される東海大地震、
南海大地震などに必ず役立つ。徹底して取り組む値がある。 こ
の活動に参加することは可能であるし、望むところでもある。



3272312

・政府発表情報等を一般向けに分かりやすく解説
(政府及び東電の発表には専門用語が多く分かり
にくいため、一般市民からは「煙に巻こうとしてい
るのでは？」「嘘があるのでは？信用できない」と
いった声が出ています。 技術を知らない人にも分
かるように解説し、公衆に安心を与えることが、技
術士の責務だと思います。)  ・技術士会施設の無
料開放(帰宅難民・被災者向け)

【提案】 ・政府発表情報等を一般向けに分かりやすく解説
・被害(特に放射能汚染)を定量的に調べて、分かりやすい
形で公開し、風評被害を防ぐ ・技術者個人々々の、復旧に
対する取り組み(職場、ボランティア、技術士会など)を紹介
することにより、暗くなりがちな日本を勇気づける

■ ■ ■ ■

電気回路、パワーエレクトロニクス関係で何かできることがありま
したら協力できます。  また、マンパワー的なこと、実務経験はあ
りませんが電気工事士免状を持っているため、その関係のこと
なども協力できます。

3280050

単なる義援金活動だけでなく、技術士(技術者)の
立場から、社会に資する活動をすべきだと考えま
す。 たとえば、今回の福島第一原発の事故にか
かる電力供給量不足の事態に関して、 ・計画停電
の運用方法に関する提言(現状はギリギリまで需
給状況を確認してから実施の判断がされている
が、社会活動の計画性を確保する為、需給状況に
関係なく、輪番停電を実施する、など。) ・電力需要
の予測と供給のシステムの啓蒙(電力需要をリア
ルタイムで正確に予測する手段は現状ない、とい
うことは一般の方はご存じないと思う。これまでに
ない事態であり、正確な情報を一般市民の方に
知っていただく事が必要であり、専門家である技術
士がその役目を果たすべきだと思います。)

現地へ視察団などを派遣する場合には、単なる現地視察
団派遣で終わるのではなく、復旧/復興活動に資する活動
とすべきだと思います。 ・現地の被害状況を確認するだけ
でなく、計画時との比較と被害に至った要因の分析をし、
今後の復旧計画に反映していくものとする、など。 ・今般の
震災に対する対応、復旧/復興対策などをテーマに、他の
団体や学会などと共催でシンポジウムやパネルディスカッ
ション等を開催する。 (今後の復興に関して、国民的議論を
喚起し、かつその中に技術的/科学的評価やアプローチを
組み込んでいけるような取り組みをする。)

■ ■ ■ ■

・企業内技術士ですので、日程については休日やゴールデン
ウィーク中に開催するなどの考慮を頂ければと思います。 ・意見
集約など、このようにWebを利用したものを用意いただくのは非
常にありがたいとおもいますので、今後も継続いただければと思
います。 ・活動は東京の本部中心となるのみでなく、地方支部に
おいても活動に参画できるような形で進めていただければと思
います。

3281110

民間企業、大学、独立行政の研究期間を活用し、
早急に技術的援助を行う体制
・ 民間企業への提案：必要物資のリストアップの援
助ができないか
・ 電力不足のため、緊急用にソーラパネルの援助
等ができないか
・ 衛生面の対応、機械的修理対応の可否判断

対応遅れのため、国、行政を支援可能な体制作りが必要
と考えます。
１） 民間企業、大学、独立行政の研究期間を活用し、早急
に技術的援助を行う体制が必要
例１）放射能汚染時のロボットの活用、ロボットヘリの活用
例２）民間電源車の活用　ソーラパネルの緊急時の活用
２） 国家機関としての機能低下を補うこと、早期対応するこ
とに機関として早期対応すること。
例）国家機関への提案、調整を迅速に行う活動、ボラン
ティア
３） 技術士として援助すること。
例）国家資格者として、各部門の提案活動
４） 現地確認すること。　メンバーの活用の一環として、現
地情報収集が可能か検討し、方法を提案し、可能であれ
ば現地での対応も必要。２次災害防止

大学教授や専門家の援助ができる対応つくりが必要と考えます
・ 会社の理解が得られれば技術支援などの支援協力は行いた
いと考えております。
このためには技術士としての立場を使用できるよう援助が必要

3281558

仙台市営地下鉄・南北線不通区間
現在北端の地上・高架区間（約3ｋｍ）の復旧に関し、着手
が4月初旬、復旧が5月以降となっております。ＪＲの新幹
線（延長300ｋｍの復旧に1-2ヶ月）に比べ余りのスロー
ペース。暫定北端駅には、代行輸送バスを待つ長い列と
か。既に、仙台市交通局から、他の公営地下鉄事業者に
応援依頼をしているなら、問題ありませんが、自前での復
旧を図ろうとしているが故のスローぺースでは？と危惧さ
れます。
一刻も早く公共交通の使命を果たせるよう、早期の復旧に
協力できる鉄道復旧及びバス運営もできる交通技術者の
派遣が必要と考えます。技術士会より仙台市交通局に打
診し、必要との意向であるなら、要請に応じられる技術者、
事業体を募集されては如何と存じます。（既に仙台市交に
て対策を講じているのなら別ですが・・・。）
　市民がマイカーの使用を控えている時こそ、公共交通の

3281626

今回の大規模な災害において、緊急時に限って
は、技術士会単独で行動することは適当ではない
と思います。まずは冷静になって、政府や自治体、
消防、警察、自衛隊などの一次行動の状況を見て
から行動すべきと思います。
そのため、技術士会の災害発生時用の専用窓口
を立ち上げるなど、地味ではありますが事務的な
対応を中心に行うのがよいかと思います。また、現
況調査と称して、技術士会単位ですぐに現地に入
ることは原則行わないことを会員に周知させておく
のがよいと考えます。（すぐに現地に入っても行動
できる範囲は限られており、二次災害の発生や救
助の邪魔になってしまうことも考えられるため）

復旧・復興活動に貢献するためには、正直なところ、技術
士会単位ではなく、各技術部門を代表する学会がリーダー
となって活動してもらった方が効率的だと思います。
技術士会の中に○○委員会などを新たに立ち上げて活動
していくことも通常ではあり得ますが、他の学会でもすでに
同じような委員会があるなど重複がみられます。多くの委
員会ができても、かえって国民が混乱するだけだと思いま
す。
　例えば、マスコミ報道において、地震の話だけでも毎日日
替わりで様々な所属機関の専門家が出てきています。しか
し、一般市民の立場で見れば「一体、どこの機関の専門家
の意見を信用したらよいのか？その分野の第一人者は
いったい誰なのか？」という疑問と不安があり、実際に私
のまわりでも皆さん混乱しているようです。
　そこで、技術士会は多様な技術部門のエキスパート集団
なのですから、技術情報の「交通整理役」を中心に活動す
るのが最適ではないでしょうか。その具体的内容について
はまだ案を持ち合わせてはいませんが、技術士はプレゼ
ン能力が高いはずですから、一般市民にも分かりやすく情
報を発信する役割を担えると思います。
少なくとも他の学会や委員会がすでに行っていることを技
術士会で同じように行うことは無駄であり、避けるべきと考
えます

■

私は企業内技術士である
ため、残念ながら社内業務
を優先しなければならない
立場にあり、一技術者とし
て協力できる行動について
は大きな制約があるのが
現状です。
　そのため、せめて今回の
ようなアンケートやメールを
利用した意見交換には、出
来る限り協力していきたい
と思います。

3281200

基礎素材産業としての化学産業の緊急時バックアップ体制
（高シェア品製造工場被災時など）の情報共有、代替品提
案、代替ルート確保などの必要性を感じました。技術士会
のネットワークがこういうときに役に立てばいいのです
が・・・。このように、インフラ系、シビル系以外の技術部門
での対応策も考えていただければ、と思います。

■ ■

近畿青年技術士懇談会で
は、一部の活動で協力関
係にある、NGO「アジア協
会アジア友の会」さんの現
地活動のフィードバックを受
け、必要物資の確保などで
協力できないか、検討中で

3281245

建設部門（都市及び地方計画）及び総合技術監理
部門の建設技術者として、支援活動に積極的に参
加すべきであると考えます。しかし、個人支援で
は、支援の押し付けとなりそうなので、組織（技術
士会）として、適切な支援が必要であると考えてい

支援体制（組織）としていち早く、各自治体などに支援体制
の情報提供（技術士会からの支援体制は「このような分野
での支援体制が何人可能です。」など）を行うべきで、今回
の状況の中では、自治体からの協力要請を待っていては、
対応が遅くなるのではないでしょうか。

■ ■ ■

3281259

支援活動について 今回の地震Ｍ９．０を通して、
指針の改定などを提案すべきかと思います。 現在
の耐震設計は、震度5程度までだったかと思いま
す。 原子力発電問題で騒がれているように「想定
外」というのでは取り返しのつかないことになります
ので、今後、耐震設計の基準をもう少し、厳しく見
直しする提案すべきかと思います。

仙台市在住なので、被災の大きさは実感しております。 一
刻も早く復興活動をしたいと願っております。  ただし、企業
内技術士なので基本的に会社に拘束されております。 どこ
の会社も同じかと思いますが基本的に、副業（会社の業務
に差支える業務）は禁止です。  復興業務に携わりたくて
も、ちょっと難しいような気がします。いい方法があればと
思います。（他のかたがどのようにされているのか知りたい
です。それとも私のほうに、指加えているだけなのでしょう
か？）

■ ■

技術士である以上は、技術
面で協力したいと思ってお
ります。ただし、Ｑ２に記載
したように、動けないという
のがネックです。1～2日程
度の有給休暇の取得、お
よび深夜時間での対応なら
取得可能かと思います。例
えば、私が窓口になって、
協力会社のかた2～3名程
度のチームで何か支援す
るというのは可能なので
しょうか？ 自分の住んでい
るところが被災されている
ので、ぜひ、なにか力にな
ればと思っていますが、ど
う対応していいのかわかり

3281317

福島の原子力発電所の件の終息は別問題です
が、地震の被災地については、復旧・復興に向け
た対策にステージが移りつつあると考えます。従っ
て、今現在の支援活動は、行政サポートに徹する
べきと思います。

復旧、復興については、今後の防災対策も含めて、経験の
ある技術士の力が必要だと思います。それは、建設部門、
上下水道部門など、関連する部門に立ち上がっていただく
のがベストと思います。 一方、地震の影響は当該被災地
域だけではなく、全国規模で広がりがみられ、計画停電に
付随した産業活動以外に、地盤の液状化による下水、ガ
スインフラに加え、農業（水田）にも影響がでています。被
災地域の復旧・復興はもちろんですが、それ以外の地域の
経済活動（工業、農業、インフラ）をいかに維持するかが、
今後の日本の将来にかかっていると思います。そのため
には、技術士の縁の下の力持ち的役割が大きいと思いま
す。そこで、全国の技術士に対してメッセージを出してはい
かがでしょうか。技術士会としてのメッセージというと、これ
までは社会に対して発信することを考えてきたのではない
かと思いますが、日本技術士会から、全国の７万人いる技
術士に向けて、”日本の復興に向けて、今こそ技術士とし
ての役割を全うすべき”ような啓発メッセージを発信したら
良いと思います。それにより、企業内にいる技術士も気持
ちも新たに、各人の置かれている業務において、今まで以
上に公益・福祉の視点も意識して取り組めるようになると
思います。 ニュースでは、福島の原子力発電所の設計や
安全対策において、当時の設計技術者が、安全コストと企
業利益の板ばさみにあって悩んで、結果として現在悔やま
れる状態に繋がってしまったという、発言がありましたの
で 書かせていただきました

■

3281431

緊急時対応として、国の情報収集が遅い印象が
あった。地方自治体からの情報を集約したり、特に
被災して情報発信ができない自治体に関する対応
を考える必要性があると感じた。 支援活動は、被
害規模が甚大で被害地が広域なため、画一的な
活動は困難と思うが、現地の要望に即した支援
が、迅速にできるシステム構築が必要と感じた。

長期的視点に立ったインフラの整備、地元住民の感情に
配慮した工程・手法等の必要性を特に感じる。同じ街を復
興するのではなく、新たに災害に強い街の復興を目指して
欲しい。

■ ■ ■



3281531

原子力発電所の事故報道・記者会見などを見る
と、「エンジニアリングコミュニケーション」とでも呼
ぶべき分野に問題があると思われます。即ち：
複雑な技術的問題を、一般の人にも理解できる様
かみ砕いて説明する。 　事故に当っては、最悪の
事態を想定した上で、(1)現状レベルがどこにある
のか？(2)これからどこに向かって行くのか?　正し
い技術情報をタイムリーに発信する必要があると
考えます。

被災地域については、単に震災前の状態に戻す「復旧」で
はなく、より良い状態にして行く「復興」が必要です。例え
ば、(1)省エネルギー対策をしたビル・住宅を建設する、(2)
再生可能エネルギー（太陽光・熱、風力、地熱など）の利用
を拡大して、温室効果ガス(CO2)の排出削減や節電（省エ
ネルギーと、電力以外のエネルギー源への移行を含む）を
提案します。

■ ■

Q1回答の「エンジニアリン
グコミュニケーション」に関
する情報共有、意見具申。
Q2回答の「復興」を計画す
るためのグランドデザイン・
技術支援。

3281646

技術士会(原子力・放射線中心)として，下記の対
応が必要と考える。 (1) 福島ＮＰＳ事故状況の解説
（テレビ等での報道関連） (2) 避難住民，国民への
事故，放射線障害，放射能などの判りやすい説明

行政(国，地方公共団体)，ＮＰＯ／ＮＧＯなどと連携した技
術士会としての支援活動を実施していく必要があると考え
る。

■ ■ ■

技術士会／部会を介して
要請があれば，可能な範
囲で協力したい。 （企業内
技術士のため，行動時間
等の制約はあるが）

3281748 技術的コメント（ＴＶ、ラジオ、新聞）の積極的発信
なすべきことは何か？個々の中では解が得られなくても 部
会で緊急招集し動きをとるべきと思います。

■ ■ ■

3/4に二次試験突破した矢
先の震災でした。 個人でも
何かすべきこと、できること
はあるはずでしょうが、 今
回はあまりにも規模が大き
く動きようがありません。
会合の中止案内よりも先に
緊急招集しなすべきことを
議論すべきと思います。

3282043

　支援活動は、今後さらにきめ細かい手当が必要
なことと認識しております。
ハードな分野とともに、ソフト的な支援が今後必要
となることが想定されます。
　そのような視点にたち、何が出来るか考えていき
たい。

緊急時の対策としては、まずは避難施設を始めライフライ
ン・道路・護岸等の
応急復旧と同時に、復興に向けたマスタープランの構築が
不可欠であります。
　これは、産・官・学の連携も不可欠なことであります。技術
士としてはその中核に
入り、スムーズな方向性の提案、技術支援が重要な任務
ではないかと考えます。
個人としては出来ることに限界を感じぜざるを得ません
が、何かのお役に立てれば
と思っております。

■ ■

3281912

今、なぜ緊急時の対応が問題になるのでしょう
か？今後予想される地震に対する対応でしょう
か？それとも余震に対する対応でしょうか？いず
れにしても対応と支援の両方を同時に進めようと
しているのでしょうか？今必要なのは、支援活動で
はないでしょうか？ふた酢の物を同時に進めようと
しても無理があるのでは？先ずは、支援活動であ
り、平時において緊急時の対応をじっくりと取り組
むべきでは？支援活動にしても、これだけ大規模
災害にもっと具体的にどうするかの指針が提案さ
れてそれに対する技術士会員の持っている技術を
どのように組み立てて行くかを議論していくのが良
いのでは？いきなり支援活動をどうすると問われ
ても議論が散漫になる気がします。

今、現地に行って調査をしても何をするのかわかりませ
ん！むしろ、災害復旧している自衛隊や警察などの公的
機関の邪魔になるだけだと思います。阪神大震災を経験し
た私としては、メディアや政治家の避難所への来所が一番
迷惑でした！被災者の一番欲しい物は衣食住の３つです。
そして落ち着いた頃には職＝働く場所が欲しいのです。風
評やデマが多い情報などありがた迷惑でした。 復興には、
新しい街づくりのための提案です。今回のように漁業が多
い集落においては、どのようにして漁業を復興していけば
いいのかの具体的提案です。勿論災害に強い町とはどん
な町なのかを知りたいのでは？第三次産業に従事してい
た人々は、それを続けたいと望んでいるはずです。我が国
の漁業をどうするかの大所高所からの提案と、宮城や岩
手県の漁業はどうあるべきか、どうすることが彼らの望ん
でいることなのかを知ることが大切なのでは？水産部会は
答えられるでしょうか？

■ ■

技術士会の各部会に関係
する案件として、部会にで
きるテーマを持ってもらい、
それを集約して、防災対策
の指針になるような特集号
を企画してみてはどうでしょ
うか？ 例えば、情報工学
部会では非常時における
通信連絡手段としてどんな
ことが考えられ、それを構
築する手段はあるのか？
あるとすればどう構築して
いくか？建築部会では、災
害にに強い町とは？などな
ど、各部会で自然災害に対
してどのような技術面から
の提案ができるかを議論し
てもらってそれを集約する
などはいかがでしょうか？
それを元に大討論会を開
催してみては？

3282008

私は建設部門（建設環境／都市及び地方計画）の
技術士です。地方公務員（市役所）で、造園学会員
です。動植物のモニタリングや公園緑地全般が専
門領域になります。　緊急時対応の一つとして、被
災地の自然環境（動植物）に関する調査を通じ、人
間にとっての生活環境も測定（サーベイランス）す
ることが可能なのではないかと考えます。

　今回の災害で陸前高田市においては、約7万本の高田松
原や巨大防潮堤でさえも大津波を防ぎ得なかったことは土
木技術者の一人としても痛恨の極みである。構造物による
いわゆる「ハード防災」が巨大災害時には無力であること
が残念ながら実証されてしまった。今こそ土地本位制から
脱却を図り、本当の意味での「まちづくりとしての土地利用
計画」を推進したい。地域の歴史風土を尊重しつつ、地形
地質を活かした土地利用計画によって、海から離れた高台
にある集落でも海岸近くでの農漁業や日常生活が可能
な、最適化した交通計画やエネルギー関連を含むインフラ
ストラクチャーを緊急対応段階から構築していくべきであ
る。

■ ■ ■ ■

　救援・復旧期から復興期
までの間に地域コミュニティ
を喪失させない住民対応を
含めた支援活動が重要。
そのためには、情報を的確
に整理し、地域全体で共有
できるようにするだけのマ
ンパワーが要る。罹災地の
行政機関の職員の方々は
被災され心身共に疲弊さ
れていると思う。「被災地に
とって、緊急対応的に今何
が必要で、これから何が重
要になっていくのか？」につ
いて多くの技術士が集まり
短期間で集中検討し、提案
することができるのでは？
上記のような支援は通信
手段さえ確保できれば多く
のスタッフが現地に入らなく
ても可能では？ （何の為に
技術士になったかを考える
と「世の中のお役に立つ」こ
とが第一義であり、かかる
非常時において、浅学非才
ではあるが少しでも行動し
たい。こんな私でも事務仕
事などお手伝い出来る事
はあるのではないでしょう
か。有給休暇で対応不可
能な長期支援の場合 勤

3282152
優先的に行うべきことを集約し、それを効率的に行
う体制作りが重要であると考えます。

被災者を安全なところに移してから（衣食住を確保してか
ら）、被災地を復旧するべきだと考えます。

■
必要があれば、地方自治
体の職員として、被災地へ
出向く予定です。

3282301

当該災害については、地震による被害よりも津波
により多くの人的被害がもたらされた。いまだに人
的被害についても確定できない状況にあることに
対して自分たちの地域でもこうなのであろうと思う
と不安に思う。ライフラインの寸断（電気、水道等）
等により最も情報を必要とする被災者の方々に情
報が伝わらないという惨状に緊急時の対応、支援
活動の遅延を招いていると思う。公助・共助ととも
に確かな情報収集、伝達の困難さが露呈したと思
う。

■

3291041

技術の全分野をカバーできる技術士会の働きの場
である。
建築、土木以外の技術士も糾合した調査団の派
遣、検討会の早期立ち上げを求めたい・

たとえば放射性粉じんに対してはナノファイバー不織布が
大いに力を発揮すると思われる。また、花粉症対策で開発
された花粉を付着させない衣服もある。
防護、フィルター分野で繊維技術の最先端を投入するべ
き。
　*ちなみにナノファイバー不織布は炭素菌を９９．９％カッ
トできるとして米軍で認められている。

■ 質問2で述べた対策の具体的推進のコーディネート

3291309

地震津波による福島原子力発電所の緊急時の対
応に多大の混乱を生じたことは、被災者の不安を
倍加して、今後の原子力発電進捗を阻害するもの
として、その有効な解決策の提言は日本技術士会
の重要課題と考えます。
せっかくの原子力学者や高性能放水車を動員しな
がら炉内の的確な状況を把握できず、誤った状況
認識から不注意による3名の作業員被爆事故さえ
起こすに至っては東電の放射線安全対策も疑わ
れる。
炉内や高放射線量地域の状況把握については、
遠隔操作によるロボットからの撮像送付、サンプリ
ング、放射線量の測定等で可能と考えていたが、
今後もこの方面の技術開発が急務と考えられま
す

復旧対策等については、阪神震災の経験もあり、行政面で
の交流が望まれます。

■ ■ FAX受付け

3291441

メール等による専門的な技術相談や法律相
談･････技術士会を窓口とした被災地の視点で枠
組みを構築し、専門家がそこに選択して登録・対
応

災害廃棄物に関して
① 被災地の一角で集積所を設定。災害廃棄物の移動。腐
敗性のものは緊急対応として海岸部に埋立処分。
② 一時保管場所で可燃性、不燃性、資源（金属）くらいに
は分別仮置き。埋立処分対象物を極力削減（海水につ
かった可燃物は燃えにくいが、降雨による洗浄と乾燥で焼
却可能）
③ 港湾を利用した、災害廃棄物埋立処分場の選定
④ 市町村・産廃焼却施設の被害把握と復旧のための工
事の準備（専門家、メーカへの相談）

■ ■



3291457

・今回の大地震は、我々にとって大きな教訓を残したと思われる。

　　（１）一つは、予測を遥かに超える大きさ、規模であった。

　　　　・特に、Ｍ9.0有史以来の最大の大地震であったこと。津波は、過去の経験が生か

せないほどの大津波であった。

　　　・地震発生から、大津波が押し寄せる複合的自然災害であった。

　　（２）このような大災害をどのように予測し、日頃からどのような対策を取るべき

かが、問われているように思う。

　　　・直下型東海地震が発生した場合の災害予測が、様々なケースで取り上げられて

いる。利根川上流の堤防決壊による都心部における水害予測。地震火災の予測。

これらの災害予測条件の見直しが議論されるようになる。

　　　　　即ち、技術士会として「ある一定の災害予測条件のもとに」災害予測や事前

対策の提言を纏めても意味をなさないと思う。

　　　・また、東京を例にした場合、交通手段が全てストップ。建物が壊れ道路に瓦礫が

道を塞ぐ、通信手段が全て不通となり、火災がいたる所発生する状況において

、どのような対策を取るべきなのか、個々人の行動の仕方など考え直すことが必

要になってくる。

　　（３）今後、災害予測及びその対策は、国家プロジェクトとして立ち上げることに

しないと実効性が伴わない。従って、国家プロジェクトのメンバーとして、技

術士会員の権威者が参画し、その下部組織のｗＧに技術士会員が協力して行け

る体制づくりが必要であると思う。

　　（４）また、各省庁、仙台市などにおいても防災対策や防災都市づくりなどのプロ

ジェクトが立ち上げられると思う。そこで公的な研究所、調査機関と技術士会

がタイアップして専門家の派遣を含めた調査研究を進めてはどうか。（調査費用

の一部負担（協力）を含めて：一案）

・防災研究所が研究調査テーマとして「Ａ市災害マップづくりと復興計画」P/J

が計画されている場合、技術士会として調査費用の一部を負担し、専門家チ

ームを作り、参画し協力して行く。

　　　　・環境省や国交省が「災害実態調査の委託」をする場合、技術士会単独で応札

することは、出来ない。このため、環境省と繋がりのあるコンサルタントや

研究所とタイアップして上記と同様の形での参画。

（１）今回の災害で、救援物資の調達、発送が早期に実施
されているケース
が見受けられた。即ち、大田区と友好都市提携関係にある
秋田県三郷町（？）に
災害時支援に関する協定に基づき必要な救援物資を早期
に送る手配がされてい
た。
・都市間の友好都市契約のネットワークづくりが、現地情報
を早く入手し、ニー
ズに対応できる。相互の災害協力協定などが有効に働く。
　　　・この場合、災害対応の条件として、衛星電話のホット
ラインも必要不可欠にな
ってくる。
　（２）スマートグリッドを導入した新しい防災都市づくり。：
今回の壊滅的被害を被っ
た市町村を対象とした再興を考えた街づくりも一案と思う。
　（３）損壊した家屋やがれき類の撤去及び処理に関する
提言。特に今回の廃木材など
は、塩分を多く含まれており、焼却処理をした場合、ダイオ
キシン類がどの程度
発生するものか、市町村の焼却施設以外での焼却処理に
ついては、検証等も必要
になってくる。

■ ■ ■

今回は、思いつくまま、ラン
ダムに列記したため纏まり
がありませんことご容赦下
さい。提言を技術士会とし
て、どのように実行して行く
ことが出来るかが、大切で
あると思います。

3180035

2011年3月18日 0:35:13
¦
¦
¦
¦ 今回の東北関東大震災に
心を痛めているひとりで
す。私の技術部門は建設
部門   ¦
¦ （鉄道）で専門は「鉄道の
地震防災」です(登録番号
70624)。しかし、今回のよう
¦
¦ な大規模被災の復旧には
実際に携わったことがなく、
気持ちとしては何かお手伝
¦
¦ いしたいと思っています
が、果たして具体的にどう
お役に立てるのか、迷って
い ¦
¦ るところです。本業の方も

3310921

いつもの考え方と基本的には同じですが、バックグ
ラウンドは大いに違います。それは広範囲、大規
模だったことです。それだけに長期にわたり、かつ
システマティックに取り組む必要があるのではない

技術職の質と量を考えたら、組織的な中で多分、ボラン
ティア的な発想で動くとすれば、私達の健康、有事に際し
て（危険に遭遇した時）保険問題や国内でも遠隔地に当た
るので交通と滞在費等の問題をどうするのか。

■
FAX受付け　近畿支部石川
委員経由

4031720

現在 の原発 事故 対応 に関して、日本 技術士会
あ 技術士会あ 技術士会あ るい は各技術 分野
の技術士 技術士 の活動 が全く 見られませんが、
会として何か支援 のためのアクション アクション
を起こしているのでしょう しょう か？
仙台 支部 から情報 は発信 されてい るのでしょう
しょう か？ あるい は連絡 拠点 としての機能 を有
してい るのでしょう しょう か？
私は、震災 発生 当初 に、事務局 に対してボラン
ティア ボランティア ボランティア ボランティア の要
請 の有無 を問い合 問い合 わせしたの ですが、
全く回答 がありませんでした.

復旧 計画 を進めるに当たって 、建設 部門 や機械 部門
など多くの分野 の技術士 技術士 の出番 が多 くあ ると思
いますが、存在感 存在感 が全く無いよう に思われます。
技術士会 の存在 を関係 機関 にもっと PR できません
か？ 技術者 集団 として社会 貢献 活動 ができることを示
すための適切 な機会だと思いますが？

■ ■ ■ PDFファイル

4041520

4月2日、3日に福島県田村市、いわき市で炊き出し
のボランティアをしてきました。
そのとき感じたことから意見を申し上げます。
現場は刻一刻と変化し、政府発表やマスコミ報道
とは異なるところもあります。10μSV/h、100ﾍﾞｸﾚﾙ
くらいなんだと放射能の恐れを払拭して、現場に赴
いてください。
県議会議員や市の職員の話によりますと、救援物
資やがれきの撤去はひと段落つきましたが、現
在、被災者の食生活を含む健康が課題になってい
ました。そして今後は、被災者の自立が必要に
なってくる。具体的には、仮設住宅の建設と、仮設
住宅で生活するための物資が必要になってくるそ
うです。

復興に携わる技術者同士のネットワーク拠点として、技術
士会の役割は必要になってくると考えられます。例えば、
定期的に東北支部で復興情報交流会を行ってはいかがで
しょうか。

■ ■
被災者、被災した市町村の職員、主婦グループ、消防団、社会
福祉協議会、ボランティア団体との段取り

意見の概略としましては、
以下でございます。
1,現場の段取りを重視して
いただきたい
2,復興に携わる技術者の
ネットワーク拠点を技術士
会が提供して欲しい

4180558

技術士としてできることは何でも強力を惜しま
ない。しかしながら、個人でできることあるい
は会で出来ることなどありますが何でお役に立
つことが出来るかは非常に難しい。

「長期的に見た各種災害に対する啓発活動」に尽きる
と思います。

■ ■ ■ ■

1）技術士の中小企業に対する支援活動、無料相談等は要求が
あれば被災地に出向いて実施したい。関東経産省企業課の【協
力依頼】東日本大震災被災地への派遣相談員の登録募集につ
いては登録を行なっている。
2）支援中の企業から相談があり次のような内容を検討中であ
る。
産総研が絡んだ被災地で発生した流木、海水につかった木材、
樹脂類のリサイクル対策を大学、企業も入って検討している。特
徴ある「炭」にして、脱臭、湿度調節、放射線吸収剤などに使用
できないか検討中である。


