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東日本大震災の記録−初動対応と復興の歩み−
の発刊にあたり
県土整備部長

吉 田

隆

平成23年３月11日に三陸沖で発生した東北地方太平洋沖地震は、1,000年に1度の
巨大地震と称される海溝型地震であり、マグニチュード9.0、最大震度７を記録し、
これにより発生した大津波により東日本太平洋沿岸部は甚大な被害を受け、死者・
行方不明者２万人以上、家屋の全半壊約39万棟にも及ぶ過去に類を見ない大災害
となりました。本県においても、死者4名、家屋の全半壊約2,400棟という未曾有の
災害となりました。
改めてここに、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご
遺族の方々及び被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
震災直後の余震等による二次災害が懸念される中、県土整備部では部全体で現
場に臨み、いち早く被災状況を確認するとともに被害の拡大防止に取り組みまし
た。震災直後からの救命・救助・復旧・復興については、様々な映像や写真を通
じて各メディアで紹介され記録として残っておりますが、私たちが行った初動対
応については、あまり記録に残されておりません。
今後、発生が懸念される南海トラフ地震や首都直下地震、更には豪雨災害や竜
巻被害など自然の猛威に対し、東日本大震災で経験した初動対応についての記録
を後世に確実に残し、これらの災害に迅速かつ的確に対応していかなければなり
ません。
この記録誌が、過去の貴重な教訓を風化させず、災害に強い安全安心な栃木づ
くりの糧となるよう、県土整備部職員の皆様で共有できれば幸いです。
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