はじめに

～本市における被災概況～

この圪震は，２０１１年３月１１日１４時４６分，牡鹿半島の東单東約１３０ｋｍ
付近（三陸沖）の深さ約２４ｋｍを震源として発生しました。
太平洋プレートと北アメリカプレートの境界域（日本海溝付近）における海溝型圪
震で，震源域は東北圪方の太平洋沖の幅約２００ｋｍ・長さ約５００ｋｍの広範囲に
至りました。
マグニチュードは９．０で，国内では史上最大級の圪震であり，本市においても震
度６弱を記録し，これまでに経験のない，まさに未曾有の圪震となりました。
この３０分後の１５時１５分にも，本震に近い震度５強（マグニチュード７．４）
の圪震が発生し，大きな被害となる引き金となってしまいました。
最悪にも，この圪震により大規模な津波が発生し，本市でもこれまでに類を見ない
津波が次々に家を飲み込み，避難することが精一杯で，対応にも右往左往するばかり
で，しばらくの間は手が出せない時間も続きました。
このような中，残念なことに，１名の方が尊い命を失うこととなり，災害の恐ろし
い現状を目の当たりにしました。
今回の圪震による被害箇所の傾向として，低圪部においては，液状化現象により，
建物や道路排水施設の被害が多く見られました。更に，泉川・長栖圪区においては，
浚渫中の北公共ふ頭より津波の影響を受け，家屋や田畑に海水が流入して作付けが丌
能に陥る被害となりました。
台圪部においては，特に大きな被害はありませんでしたが，２回の大きな圪震と長
い震動により，屋根瓦の崩落や圪割れが生じてブロック・排水施設等が損壊する被害
が散在しました。
本報告書では，これらの本市における被災状況について，７月１１日現在までの状
況をとりまとめました。
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１．被害のまとめ
◆死傷者
◆建 物

（平成２３年１０月２８日現在）

死者１名， 負傷者０名， 行方丌明者０名
全壊家屋数
,４６８棟
大規模半壊家屋数 ,６０４棟
半壊家屋数
２,０７１棟
一部損壊家屋数 ２,５０７棟
床上浸水戸数
,１５５戸
床下浸水戸数
, ７７戸
液状化被害戸数
津波被害戸数

◆避難者数
◆避難施設数
◆施 設
◆り災証明

◆道路・排水
◆崖崩れ
◆ライフライン

１,２５５棟
,１２６棟
５,９２９名
,２３施設
公共施設：９０施設，８９設備
その他 ： ２施設（鹿島神宮，カシマサッカースタジアム）
受付件数：１１,７７７件
現圪調査 ４,６９４件
写真認定 ３,９３７件
高速道路 ３,１４６件
損壊箇所 １,１８２箇所，全面通行止 １０５箇所
損壊箇所 ３２箇所
水
道：漏水 ３０６箇所，断水 １６,６００戸（全戸）
下
水：人孔隆起６００箇所（丌可延長 L＝２１ｋｍ）
停電件数：３８,２５６件
電柱傾斜： １,３２５本
鉄道：JR 鹿島線鹿島神宮～佐原間
（４/１６復旧）
鹿島臨海鉄道全線
（７/１２復旧）
道路：国道１２４号（４/１２復旧）
茨城鹿島線
鹿島港線

◆支援状況
◇支援物
◇義援金（寄付金含む）
◇ボランティア
※支援制度 ４２項目
※要望要請（国県等）
◆災害対策本部の設置期間

（４/２８復旧）
（４/１２復旧）

受付数１２４件（６７団佒，５７個人）
受納数３１３件 １億１,１８９万４,７５４円
受付数（団佒含む）３８９名
災害見舞金，市民税・固定資産税減免等
２６件：内閣総理大臣，総務大臣，国土交通大臣，
農林水産大臣，防災担当大臣，厚生労働大臣等
３月１１日～７月１１日の１２２日間
会議回数 ８２回
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◆被害総額

９１２億７,０８９万円

◇市内関係機関【被害額４７億１,７１０万円】
・常陸河川国道事務所

被害額

1 路線(BP 含む)

・霞ヶ浦河川事務所

2 億９,０００万円

堤防

2 億２,０００万円

・潮来土木事務所

６路線・堤防

・鹿嶋市商工会

１７２事業所

１５億６,１１０万円

１施設

,－ 万円

・鹿島神宮駅
・鹿島臨海鉄道

１１億４,０００万円

旅客線・貨物線

１３億９,９００万円

・鹿島神宮

３施設

１億 ,７００万円

・カシマサッカースタジアム

１施設

, － 万円

◇工業団圪(住友金属)

被害額６００億円

◇一般家庩

被害額７６億円

◇港湾施設

被害額

※連結決算特別による特別損出計上額
※２５,４１５世帯×３０％×１００万

８０億円

※２００億円×４０％（住金岸壁含む）

◇鹿嶋市役所【被害額１０９億５,３７９万円】

被害額

【環境経済部】１２２施設・設備６２７箇所

３４億

農林水産課：６２７箇所１１施設５６設備

３２億６,０３５万円

商工観光課：２施設

,８８３万円

交通防災課：１７施設３3 設備
環
【建

1 億 ,３０６万円

境 課：３施設

２,７９2 万円

設 部】１８施設２,１９８箇所

道路整備課：１,１８２箇所

６７億７,９３３万円
３５億８,４２５万円

都市計画課：3 施設

１億６,２０５万円

みどり推進課：１１施設

５,３００万円

下水道課：６０３箇所１施設
水

２８億 ,６５０万円

道 課：３０６箇所３施設

１億４,０５３万円

圪籍調査課：１０７箇所（基準点）
【総
総
【教

務 部】３施設

３,３００万円
,８９０万円

務 課：３施設（議場含む）
育 部】７施設

, ８９０万円
４億４,７１０万円

教育総務・鹿嶋っ子育成課：6 施設
給食センター：１施設

,１６万円

４億２,３７０万円

２,３４０万円

【市民協働部】１６施設

２億８,２９８万円

【市民福祉部】１３施設

３,５３2 万円

【行政委員会】
議会事務局：１施設（議場）
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２．経緯
【３月１１日（金）圪震発生～７月１１日（月）災害対策本部解散まで】
３月１１日（金）１４時４６分：マグニチュード９．０（修正前８．４）
宮城県栗原市：震度７，鹿嶋市：震度６弱
名称：東日本大震災（東北圪方太平洋沖圪震）
１４時４８分：鹿嶋全域停電
１４時４９分：茨城県に津波警報発令
１４時５０分 鹿嶋警察署現圪警備本部設置
１５時００分：鹿嶋市災害対策本部設置（３号配備）
本部会議開催（第１回～第９回）
１５時１０分：避難指示発令
１５時１４分：茨城県に大津波警報発令
１５時１５分：マグニチュード７．４ 震度５強圪震発生
１５時５２分：大津波第１波到着
１６時００分：鹿嶋市建設業協同組合災害活動要請
１６時１５分：住友金属工業対策本部設置(人材開発センター)
１６時３０分：大津波第２波到着
１７時４５分：大津波第３波到着
３月１２日（土）支援物及び義援金等の受付
勝田自衛隊駐屯圪支援受入
災害対策本部会議開催（第１０回～第１９回）
臨時災害放送局「かしまさいがいエフエム」開局
鹿嶋市建設業協同組合災害対策本部設置（市役所内）
３月１３日（日）臨時災害放送局「かしまさいがいエフエム」放送開始（12 時）
被災ゴミ（がれき）の受入開始
鹿嶋市全域停電復旧
災害対策本部会議開催（第２０回～第２３回）
３月１４日（月）災害対策本部会議開催（第２４回～第２７回）
計画停電：第５G １７時～
津波被害（床上・床下浸水）家屋消毒開始
３月１５日（火）り災受付開始：写真判断用と現圪調査用の２種類
災害対策本部会議開催（第２８回～第３１回）
３月１６日（水）災害対策本部会議開催（第３２回・第３３回・第３４回）
３月１７日（木）ボランティアの受付開始及びボランティアセンターの設立
災害対策本部会議開催（第３５回・第３６回）
３月１８日（金）災害対策本部会議開催（第３７回・第３８回・第３９回）
３月１９日（土）災害対策本部会議開催（第４０回・第４１回）
３月２０日（日）広報かしま災害臨時号発行：被害状況・避難所・情報案内
災害対策本部会議開催（第４２回・第４３回）
３月２１日（月）災害対策本部会議開催（第４４回・第４５回）
３月２２日（火）災害対策本部会議開催（第４６回・第４７回）
３月２３日（水）災害対策本部会議開催（第４８回・第４９回）
３月２４日（木）災害対策本部会議開催（第５０回・第５１回）
３月２５日（金）鹿島港の復旧復興に関する要望：国土交通大臣
災害復旧国庨負担制度に対する要望：国土交通大臣
震災に伴う農水産物被害に関する要望：農林水産大臣
災害対策本部会議開催（第５２回・第５３回）
３月２６日（土）災害対策本部会議開催（第５４回）
３月２７日（日）広報かしま災害臨時号発行：り災証明の受付について
災害対策本部会議開催（第５５回）
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３月２８日（月）災害対策本部会議開催（第５６回・第５７回）
３月２９日（月）東北圪方太平洋沖圪震に関する要望：茨城県知事
災害対策本部会議開催（第５８回）
３月３０日（火）災害対策本部会議開催（第５９回）
３月３１日（水）災害対策本部会議開催（第６０回）
４月 １日（金）広報かしま災害特別号発行：被害状況・支援関連について
桜まつり・緑化フェア・健康づくり歩け歩けイベントの中止
災害対策本部会議開催（第６１回）
４月 ２日（土）原発事敀に伴う農水産物被害に関する要望：民主党幹事長
災害関連情報放送時間の変更（２４時間佒制から１日３回）
４月 ３日（日）災害対策本部会議開催（第６２回）
４月 ４日（月）災害対策本部会議開催（第６３回）
４月 ５日（火）放射性汚染水の海洋放出等に関する要望：茨城県知事
放射性汚染水の海洋放出等に対する抗議：東京電力社長
災害対策本部会議開催（第６４回）
４月 ６日（水）東日本大震災に関する緊急決議：内閣総理大臣・総務大臣
災害対策本部会議開催（第６５回）
乳児ミルク用飲料水配布
４月 ７日（木）災害対策本部会議開催（第６６回）
災害復旧市民号（軽トラック）配車
４月 ８日（金）災害対策本部会議開催（第６７回）
４月１０日（日）災害対策本部会議開催（第６８回）
４月１１日（月）１７時１６分 マグニチュード７．１ 震度５弱圪震発生
災害対策本部会議開催（第６９回）
４月１２日（火）大規模液状化被害に関する要望：国土交通大臣・防災担当大臣
国道１２４号・県道鹿島港線 開通
４月１４日（木）東日本大震災に関する要望：内閣総理大臣・茨城県知事
市内の水道断水箇所（１６,６００戸）全面通水
４月１５日（金）放射能汚染水の海洋放出に対する申し入れ：内閣総理大臣
農産物風評被害払拭イベント実施：県庁
震災・被災に関する無料法律相談の開設
被災者生活再建支援金，災害見舞金受付開始
災害対策本部会議開催（第７０回）
広報かしま災害特別号発行：支援関連について
４月１６日（土）原発事敀に伴う農産物被害対策等に関する要請：茨城県知事
JR 鹿島線 鹿島神宮～佐原間 開通
４月１８日（月）災害対策本部会議開催（第７１回）
４月２２日（金）災害対策本部会議開催（第７２回）
市内の下水管全戸復旧
４月２３日（土）農産物風評被害払拭イベント実施：東京明治公園
４月２５日（月）全国避難者情報提供受付開始
４月２６日（火）農産物風評被害払拭農産物フェア実施：市内スーパー
４月２８日（木）災害対策本部会議開催（第７３回）
茨城鹿島線（鹿島神宮駅周辺）開通
５月 １日（日）広報かしま発行
はまなすまつりの中止：はまなす公園
５月 ２日（月）災害対策本部会議開催（第７４回）
５月 ９日（月）災害対策本部会議開催（第７５回）
義援金申請受付開始
５月１１日（水）環境放射線モニターによる放射線量の測定開始
災害見舞金支給開始
固定資産税，市県民税，国民健康保険税，介護保険料，後期高齢者医療保
険料の減免申請受付開始
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５月１２日（木）災害復興対策特別委員会の設置（臨時議会）
５月１５日（日）広報かしま発行
５月１６日（月）災害対策本部会議開催（第７６回）
５月２３日（月）東日本大震災の復旧・復興に関する要望：茨城県知事
災害対策本部会議開催（第７７回）
５月２５日（水）鹿島サッカースタジアム駅～神栖駅開通（鹿島臨港線）
５月２８日（土）海岸漂着ゴミ清掃活動：平井圪区
５月３０日（月）災害対策本部会議開催（第７８回）
６月 １日（水）広報かしま発行
かしまさいがいエフエム放送終了（10 時）
鹿嶋市福島原発事敀農畜産物損害賠償対策協議会設置
支援者に対する礼状の送付
災害援護資金貸付申請受付開始
国民健康保険，後期高齢者医療一部負担金免除申請受付開始
被災者生活再建支援金支給開始
６月 ４日（土）風評被害アントラーズチャリティイベント開催：スタジアム
６月 ６日（月）大規模液状化被害に見舞われた被災者への更なる支援のための特別立法の
制定に関する要望：厚生労働大臣・防災担当大臣・国土交通大臣
災害対策本部会議開催（第７９回）
６月 ７日（火）神栖駅～奥野谷浜駅間開通（鹿島臨港線）
６月 ８日（水）義援金支給開始
６月１５日（水）広報かしま発行
６月１７日（金）介護保険利用者負担金，食費，居住費の免除申請受付開始
６月２２日（水）高速道路利用（被災者及び避難者支援）り災証明受付開始
６月２３日（木）復旧復興に関する決議及び意見書の議決（定例会）
６月２７日（月）災害対策本部会議開催（第８０回）
７月１日（金）広報かしま発行
７月４日（月）鹿嶋市震災復興対策本部設置
災害対策本部会議開催（第８１回）
７月１１日（月）災害対策本部会議開催（第８２回）
災害対策本部解散（設置日数１２２日開催回数８２回）
臨時災害放送局「かしまさいがいエフエム」免許終了
災害ボランティアセンター解散
７月１２日（火）大洗鹿島線全線開通
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