
    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成23年６月 

 

株式会社 ブレーンズ 

東日本大震災



 調査概要 

 

調査の目的と主旨 
 
   2011年 3月 11日に発生した三陸沖の地震とそれによる津波によって、東日本（宮

城、福島、岩手、茨城、千葉など）は大きな被害を受けた。福島では、津波によっ

て原発の緊急時対応機器が押し流され、放射能漏えいの事態となった。 
山梨県でも、ここ 30 年以内に東海地震や東南海地震の発生確率が 70～80 パーセ

ントと想定されている。社会資本整備に関わるものとして「自然の脅威を身をもっ

て知ること」は、今後の業務への取り組み姿勢にも大きく関わってくる。自分の目

で見て感じたことをベースに設計技術の位置づけを考え、想定外への配慮も必要と

なる。 
こうした点を念頭に、千年に一度といわれる東日本大震災の被災地の実態を直接

自分の目で見て感じてくることを目的に調査を実施した。 
 

調査の実施概要 
 

震災後の調査は、全員参加を前提に３班編成で実施した。各班の調査日程と調査

ルートは下表に示すとおりである。 

１班が先遣隊として宮城県全体（内陸部を除く）の状況把握を行った。その結果、

被害の大きな三陸海岸側では何処も同様に凄まじい状況であることが分かった。 

２班はそれを踏まえ、できるだけ構造物や地盤の被害に着目して、宮城県から一

部岩手県も調査対象とした。その結果、構造物の被害は津波によるものがメインで

あり、地震によると思われる被害は地盤の液状化などの一部に限定されているよう

であった。 

３班はできるだけ多くの地域を見るということで、岩手県から宮城県にかけて広

く調査を実施した。そして、被害状況を概観することにより項目別（防潮堤、防風

林、道路、橋梁、鉄道、港湾、高台の施設、建築物、農地）に整理した。 

 

 

班 調査日程 調査ルート 

１班 
平成 23 年 

4月25日～27日

七ヶ浜町→塩竃市→東松島市→石巻市街→女川町→ 

石巻市雄勝地区→石巻市北上地区→南三陸町→仙台市若林 

区→名取市→仙台空港 

２班 
平成 23 年 

5月10日～12日

女川町→石巻市雄勝地区→陸前高田市→大船渡市→ 

気仙沼市→南三陸町→名取市→仙台空港→仙台港 

３班 
平成 23 年 

5月16日～16日

石巻市街→女川町→石巻市雄勝地区→石巻市北上地区→ 

宮古市→山田町→大槌町→釜石市→大船渡市→陸前高 

田市→気仙沼市→仙台市→名取市→岩沼市→亘理町 

 

 

表：調査日程と調査ルート 
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 調査結果の整理 
 

調査結果は「震災調査報告」として冊子にまとめたが、ここでは、調査地全体を

地形上の特徴から南三陸地域、石巻・松島地域、仙台湾南部地域の３地域に分け、

地域ごとに代表的な被災箇所として南三陸地域から３箇所、石巻・松島地域と仙台

湾南部地域からはそれぞれ１箇所を選定した。 

選定した５箇所は下記に示すとおりであり、次ページ以降に５箇所の状況と所感

をダイジェスト形式で示した。 

 

 

３つの地域 地形上の特徴 選定した５箇所 

南三陸地域 リアス式海岸で平地

が少ない 

①宮古市（田老・市街地・姉吉地区）

②陸前高田市・気仙沼市 

③石巻市（雄勝地区）・女川町 

石巻・松島地域 まとまった平地部と

山地部を併せもつ 

④石巻市（北上地区・石巻港周辺）・

東松島市 

仙台湾南部地域 広い平野部 ⑤仙台港・仙台空港周辺地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：調査地と選定した５箇所の位置 

表：３つの地域と選定した５箇所の被災地 
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宮古市田老・市街地・姉吉地区〕 

 宮古市は、三陸海岸の中間点にあり、宮古湾に注
ぐ閉伊川河口部の宮古港を中心に、古くから漁業に
加え、製造業や観光業により栄えてきた。 
 宮古港周辺には、市街地が形成されており、沿岸
域には小さな半農半漁集落が点在している。 
 田老地区は市北部の代表的な漁村であり、「万里
の長城」といわれる巨大な防潮堤を築き、津波防災
の町としても有名なところである。 
 姉吉地区は、重茂半島の外洋に面した小漁村で、
過去の津波の被害を教訓に高所移転したため、人的
被害を回避した集落である。 

 

  

 ・万里の長城と呼ばれる高さ10.45ｍ、長さ2,433ｍ 
 の巨大な防潮堤の上からまちを眺めた状況である。
・防潮堤自体は、ほとんど無傷にみえるくらいに現 
 存していた。一方、防潮堤が守るべきまちは、沿 
 岸部においては消滅してしまっていた。 
・瓦礫の撤去作業は、かなり進んでおり、震災から 
 約２ヶ月以上たった視察日においては、被災箇所 
 は更地の状態になっていた。 
・人命財産を守る手段としてつくられた防潮堤がそ 
 びえ立ち、町は瓦礫と化してしまった風景を目の 
 あたりにし、本質的なところでの違和感を感じた。
・施設整備にあたっては限界を理解しておくことの 
 重要性、防災にあたってはソフト対策やリスク回 
 避対策の重要性を実感した。 

・田老地区：巨大な防波堤と破壊されたまち  

 ・防潮堤の上から田老漁港方向を見た状況である。 
・田老町の防潮堤は２重につくられており、万里の 
 長城と言われる巨大な防潮堤の海側には、もうひ 
 とつの防潮堤がある。こちらは一部が破壊されて 
 いる。(写真奥) 
・その前には瓦礫の中から集められたスクラップ状 
 の車が積み上げられていたが、被災前にはこのあ 
 たりは美しい白砂青松の松林であった場所である。
・被災地の状況をみると、どうしても目の前の物理 
 的な破壊状況に目がいきがちであるが、被災者に 
 とっては土地や建物だけでなく、故郷の風景やコ 
 ミュニティ、さらには思い出といった心の中の財 
 産や拠り所までも流されてしまっていることにあ 
 らためて気付かされた。 

・田老地区：積み上げられたスクラップの車  

 ・宮古湾に面した市街地郊外部の状況である。 
・津波は海岸の防波堤を越え、湾岸を通る国道45号 
 (写真手前)から、山側に向かって津波が遡上し、 
 まちを破壊した。 
・家が建ち並ぶ郊外の住宅地は、建物の基礎部を残 
 し上屋は全て流され、瓦礫と化してしまった。視 
 察日にはほとんどの瓦礫が撤去され、茶褐色の荒 
 野が広がっていた。 
・その向こうにある住宅地や山の緑が美しいだけに、
 津波の浸水ラインで明暗が分かれている状況が顕 
 著に現れていた。 
・復旧作業としては、宮古市は他の市町村に比べ瓦 
 礫等の撤去が進んでいる状況であったが、工事関 
 係車両や重機以外に人影のない光景からは、ここ 
 がまちであったことを想像し難い。 

・市街地：津波の浸水ラインで明暗が顕著  
 

①宮古市(田老・市街地・姉吉地区) 

市街地 

姉吉地区 

重
茂
半
島 

宮古市 

田老地区 

赤色の範囲は津波による浸水範囲
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 ・宮古湾の奥に位置する宮古湾温泉マースの建物の 
 状況である。 
・１階部分は津波によって破壊され、鉄骨がむき出 
 しになっている。 
・この付近の木造家屋等はほとんどが流されている 
 ため、マースの建物だけが異様な光景で存在感を 
 放っていた。 
・少し離れた場所には、スクラップ状の車が並べら 
 れ(写真左)、沿道には折れたコンクリート電柱等 
 が散乱しているという状況であった。 
・付近の防波堤や防潮堤も、いたるところで破壊さ 
 れており、移動する先々で津波の破壊力を散見す 
 ることとなった。 
 

・市街地：破壊された宿泊温泉施設  

 ・道路脇に建つ津波記念碑である。 
・重茂半島姉吉地区は、本州最東端にあり1886年の 
 明治三陸大津波、1933年の昭和三陸大津波と２度 
 の大津波に襲われ、それぞれ生存者が２人と４人 
 という壊滅的な被害を受けている。 
・昭和大津波の後で残された住民らが標高60ｍ付近 
 に石碑を建立し、その後は全ての住民がこの「大 
 津波記念碑」より高い場所で暮らすようになった。
・先人の刻んだ石碑には、次のように刻まれている。
 「高き住居は児孫の和楽  
      想え惨禍の大津波 
          此処より下に家を建てるな」 
  明治二十九年にも 昭和八年にも 津波は此処 
  まで来て 部落は全滅し 生存者僅かに 前に 
  二人 後に四人のみ 幾歳経るとも用心あれ 

・姉吉地区：津波記念碑  

 ・今回の津波の遡上到達地点の状況である。 
・遡上した到達地点には、津波が押し上げた瓦礫が 
 堆積し冠水部はガードレール等も破壊されていた。
・津波記念碑は、到達地点の先のカーブのところ(写
真右奥)のところに建っていたが、道路改良工事の
際に約50ｍ上流側に移し、現在の位置に移設したそ
うである。 

・まさに今回の津波は、この大津波記念碑がはじめ 
 に建てられた位置の直下まで到達したことになる。
・12世帯約40人の集落だが、先人の教訓を忠実に守 
 り、大津波記念碑より高所で暮らし続けたことが、
 今回の大津波から人命と財産を守ることとなった。
・過去の災害による惨状を「教訓」とすることが、 
 いかに重要かを証明してみせたような地区である。

・姉吉地区：津波の遡上到達地点  

 ・姉吉キャンプ場があった海岸付近の状況である。 
 この左側の奥に姉吉漁港がある。 
・建物など上屋は全て流され、瓦礫が散乱している 
 状態であった。風光明美な入江であることは容易 
 に想像できたが、海岸付近は津波により破壊され、
 荒涼たる景観に変貌していた。 
・震災当日は、地震発生後に大津波警報が発令され、
 港にいた人々は坂道を駆け上がり、大津波記念碑 
 の先にある居住地区に避難をしたため、助かった。
・結果として、姉吉漁港にあった倉庫など10棟が流 
 されたが人的被害は無く、居住地区も津波被害を 
 免れることができた。 
・防潮堤など特に施設もない中で、被害が最小限に 
 留まっていることに、沿岸部における小規模集落 
 の今後のあり方を考える上で大きな示唆を受けた。

・姉吉地区：上屋は全て流された海岸付近  
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宮古市田老・市街地・姉吉地区〕 

 気仙沼市と陸前高田市および大船渡市は古くから
気仙郡として一つの地域圏を形成しており、江戸時
代には同じ仙台藩に属していた。現在は岩手県と宮
城県に分かれているが、歴史的にはこのような背景
がある。 
 陸前高田市の中心街は市庁舎もろとも壊滅し、市
の全世帯中の７割以上が被害を受けるといった壊滅
的被害を被った。 
 気仙沼市では大津波とそれによって流出した石油
への引火によって広域火災が発生し、被害は甚大な
ものとなった。 

 

  

 ・陸前高田市の市街地全景を撮影した写真である。 
・木造住宅は、すべて津波によって押しながされ、 
まちの四方が端から端まで見通せる状況になって 
しまっている。 

・現在の建設技術で造られたまちが、まるごと壊滅 
してしまうようなことが、現実として起こるとい 
うことを実感する光景であった。 

・自然の力の大きさに対する人間の持つ技術の無力 
さを感じた。 

・建設に携わるものとして、自然災害に対応できる 
建物や構造物を設計することが現実的に可能なの 
かと考えさせられた。 
 

・陸前高田市：荒野となってしまった市街地の全景  

 ・津波で全ての上部工が流された気仙大橋である。 
・上流側の姉歯橋も同様に上部工が流されている。 
・橋梁の設計として、大きな外力がかかった場合上 
部工と下部工が剛結されていると、両方とも被害 
を受けることになる。 

・通常の橋は支承構造となっているため、上部工だ 
けが流されて、下部工はそれほど被害がないよう 
である。この点は合理的な構造だと思った。 

・例えばディビダーク工法などの場合は、上下部の 
構造が一体となっているので心配である。 

・現地では、河床の土砂や瓦礫を浚渫船で、撤去す 
る作業をしていた。 

・陸前高田市：全ての上部工が流された気仙大橋  

 ・国道45号沼田跨線橋の写真である。 
・橋台部分は、被害が少ないが、上部工は流されて 
 いる。 
・橋台の背面盛土部は、津波により土砂が押し流さ 
 れてしまっている。 
・橋台の背面およびウイング下部の盛土の締固めは、
 建設機械等が入りづらいため人力で締め固めを行 
 わなければならない。このため、十分に締固めが 
 できなかったと思われる。 
・十分に締固めができなかった盛土部分に津波がぶ 
 つかり、徐々に浸食されて、流失していったので 
 はないかと思われる。 

・陸前高田市：橋台部のみが残る沼田跨線橋  

②陸前高田市・気仙沼市 

気仙沼市 

陸前高田市

赤色の範囲は津波による浸水範囲
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・気仙沼市：火災により町全体が赤褐色の焼け跡となっている 

・津波による破壊と火災による焼失で、まち一面が赤褐色に染まっている。 

・メディア情報で被災状況は認識していたが、実際に現地でその状況を目の当たりにし、焦げ臭い 
においや吹き抜ける風を体感し、津波と火災による複合災害の恐ろしさを実感した。終戦後の焼 
け野原の写真を想像させる。 

 

・気仙沼市：大型船をはじめ、多くの瓦礫が放置されている 

・港の最奥部の鹿折地区では、海岸から数百メートルも離れた場所に大型船(330トン)が残されて 
いる。 

・津波で流された大型船や燃料タンクなどの漂流物が建物を破棄し、被害を一層拡大させた。 

・震災から二ヶ月余りたった調査日においても、行方不明者の捜索が続けられていた。 

 ・岸壁広場から港周辺を見た写真である。 
・地震および津波によって備蓄していた燃料タンク 
 が倒壊し、流出した油に引火し、港全域が火の海 
 となった。停泊していた大型漁船も焼け焦げとな 
 っている。（写真右側） 
・岸壁広場のアスファルト舗装は、路側壁付近で深 
 くえぐるように破壊されている。 
・津波による引き波時に洗掘されたように見受けら 
れる。 

・引き波の強さにも驚かされた。 
 

・気仙沼市：岸壁広場  

 ・気仙沼市から南三陸町へ向かう途中の迂廻路で撮 
 影した写真である。 
・名前もわからない河川が流れており、下流側(海側)
 に向かって撮影をしている。 
・撮影場所は山地で、海からはかなり離れた場所で 
 あるが、津波の遡上によって、多くの瓦礫が運ば 
 れ散乱していた。 
・このようなところにまで津波が遡上するとは、通 
 常では考えられない。ある意味で異様な光景であ 
った。 

・目につきにくい場所ではあるが、このようなとこ 
ろは他にもたくさんあると考えられる。 

・当然、このような場所は瓦礫撤去など遅れが出る 
 のではないかと感じた。 

・気仙沼市：人目につかない谷筋にも残る津波の痕跡  
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宮古市田老・市街地・姉吉地区〕 

 北上山地と太平洋が交わるリアス式海岸は天然の
良港として栄えてきた。女川町の中心は女川港に面
した平野部に集中しており、今回の津波で壊滅的な
被害を受けた。女川町は被災前の人口約１万人のう
ち1,000人ほどが死者、あるいは行方不明となって 
いる。 
また、町民のうち約半数が避難者となった。 
 雄勝町は、地区の80％を山林が占め平地はほとん
どない。雄勝湾の最奥にある雄勝川沿いの少しまと
まった平坦地がある。そこに向かって津波が遡上し、
激甚な被害をもたらした。 

 

  

 ・雄勝川の上流側をみた写真である。 
・雄勝湾は直接太平洋に面しているが、釜石や気仙 
 沼のように大きな都市ではないため、巨大な防潮 
 堤もなく津波が一気に高さを増しながら遡上した 
 ものと想像される。 
・町は全滅し、人影もない。 
・左にみえる雄勝中学校の３階まで冠水した。 
・津波というのは、海水が高波となって押し寄せる 
 ことであるくらいの漠然とした認識しかなかった。
しかし、現地の破壊状況をみると、単に海水だけ 
でなく、様々な瓦礫や車などが水圧とともに押し 
寄せており、このことが破壊力を増大させている 
ようにも思える。 

・雄勝地区：津波の遡上跡は瓦礫が散乱する荒野  

 ・雄勝小学校の被害状況である。 
・建物壁面に耐震補強で取り付けた水色の鉄骨ブレ 
 ースが確認でききる。 
・学校建物に関しては、文部科学省で地震対策が積 
 極的に進められており、本建物も対策が完了して 
 いた。 
・耐震補強により地震動に対しては十分な安全性が 
 確保されており、写真でみて取れるように骨組み 
 はほぼ無傷である。 
・安全だと信じていたものが他の要因ではあるが、
 機能的に崩壊してしまっていることに大きな 
ショックを受けた。 

・建物は完全に津波にのまれたが、児童は高台に避 
 難して無事だった。 

・雄勝地区:耐震補強の鉄骨ブレースが残る雄勝小学校の校舎  

 ・捜索が終了した地区の状況とその看板である。 
・瓦礫の撤去が終わってもまだ発見できない行方不 
 明者がたくさんいる。 
・津波の残酷さは、その跡形もなくすということで 
 ある。 
・津波は寄せ波だけでなく引き波がある。 
・地震災害ではたとえ崩壊しても取り除けば遺体や 
 物はその下にあると思える。 
・引き波で海に流されたら本当に全てがなくなる。 
・捜索終了の看板に、ここで多くの人命が失われた 
 ことを想起させられた。 

・雄勝地区：捜索終了と掲げられた看板  

③石巻市雄勝地区・女川町 

女川町 

石巻市 

雄勝地区 

赤色の範囲は津波による浸水範囲
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 ・女川町役場から沢向こうの高台に建つ町立病院を 
 見た状況である。 
・最初の調査地である女川町被災の光景は衝撃的で 
 あった。(津波高約15ｍ) 
・山を下りて海岸に向かうなかで、信じられないこ 
 とが現実として目の前に広がってきた。 
・唖然としてシャッターを切ることにも気付かずに、
 瓦礫の中を合流地点である町役場まで向かった。 
・震災発生から約２ヶ月が経って、国道沿いの海岸 
 近くは瓦礫の撤去も進んでいたが、やや山沿いに 
 位置する町役場の周辺はまだ瓦礫が散乱していた。
・住民は避難地にいるため、人の気配はほとんどな 
 い。そのような中、自衛隊員が黙々と作業をして 
 いた。 

・女川町：瓦礫が散乱する低地部と高台の町立病院  

 ・女川町役場より山側中央部を撮影した写真である。
・山の中腹には、ＪＲ石巻線の終着駅である女川駅 
で停車していた車両が、津波によって流され横転 
しているのが見える。(写真中央) 

・ＪＲ東日本では地震が発生した場合、路線沿線や 
海岸付近に配置してある地震計が地震動を観測し、
列車の運行を規制している。 

・地震の検知により、東北新幹線および在来線では 
自動的に列車無線・防護無線が作動し、エリア内 
の列車を全て停止することができた。 

・津波で被災した線区でも大きな怪我もなく列車か 
ら避難できたとの報告がある。 

・運行上で人身被害がなかったことは救いである。 

・女川町:電車の車両が山の中腹に横転したままとなっている  

 ・女川港では、湾口防波堤が破壊された上に地盤が 
約１ｍ沈下したため、町営の観光物産施設の１階 
部分が冠水したままとなっている。 

・写真には三つの構造物(建物)があるが、それぞれ 
 特徴的状況を示している。 
・横転している縦長の３階建コンクリートビルは、
杭頭部で破壊され、別の場所からここまで流され 
てきて横たわっている。 

・骨組みの鉄骨だけが残っている建物は、壁部分が 
 比較的弱いため早期に壊れ、支柱や支持部の崩壊 
 には至らなかった。 
・観光物産施設は、構造的にも形状的にも安定して 
 いるため、冠水などに伴う部分的な損傷で済んで 
 いる。 

・女川町：沿岸は冠水しＲＣの建物も横転している  

 ・ライフライン復旧のために搬入されている高性能 
 ポリエチレンパイプである。 
・今回の地震では牡鹿半島で１ｍの沈下と太平洋側 
 に約５ｍの移動が観測されている。 
・広い範囲全体が変位しているわけではあるが、ひ 
ずみも相当生じているものと思われる。 

・そのような中、地下埋設物にはどのような影響が 
 あったのだろうか。 
・目には見えないが、都市機能の面では多くの問題を
 抱えていると思う。 
・住み続ける場合には補修・補強で可能か、あるい 
 は撤去・新設しなければならないのかを判断して 
 いかねばならない。 
・基本的には住宅地の高台移転や、地盤のかさ上げ 
 などの基本的な復興計画を定めていかなければな 
 らない。 

・女川町：上水道復旧作業状況  
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宮古市田老・市街地・姉吉地区〕 

 東松島市は、宮城県東部に位置し、南側が太平洋
に面している。風光明媚な日本三景「特別名勝松島」
を有する観光地としても有名な地域である。津波は、
市域の約36％(約37 )におよび、死者は1,040人、
行方不明者は112人となっている(７月19日現在)。 
 石巻市は、宮城県下第二の都市である。北上川流
域は肥沃な平野であり、仙台湾側の河口周辺が最大
の市街地である。東部と牡鹿半島はリアス式海岸に
なっている。津波は、市域の約13％(73 )におよ
び、死者は3,149人、行方不明者は890人となってい 
る(７月29日現在)。 津波は、この沿岸部から河川を 
遡り、その周辺地域に大きな被害をもたらした。 

 

  

 ・北上川に架かる国道398号の新北上大橋が落橋して
 いる様子を撮影した写真である。 
・新北上大橋は、昭和51年12月に竣工した、橋長約566ｍ
 の鋼トラス橋であるが、左岸側の155ｍが津波によ
 り落橋した。 
・津波は、通常の川面から６～７ｍある橋桁を持ち上
 げて、さらに上流へ押し流した。 
・河口から約４kmも離れた場所にあるが、津波の威 
 力は想像を絶するものであっただろう。 
・北上川の右岸側は、約500ｍに渡り堤防が決壊して
 いたが、盛土により仮復旧がなされ、輸送路とし 
 て活用されている。 

・石巻市北上地区：トラスの上部工が流出した新北上大橋  

 ・北上川の左岸側に沿って走る県道197号より撮影し
 た写真である。 
・県道は、至る所で堤防が決壊している。河川から押
 し寄せた津波が堤防を乗越え、引き波となった時に
 堤防を破壊したものと推測する。 
・写真は、決壊した堤防の仮復旧をしている様子である。

背面では、まだ水が引いていないところも見られる。
・盛土材料の確保が困難であるのか、二次製品(Ｌ型
 擁壁)を並べただけの応急処置をしている。 
・これから雨が多い季節になるため、迅速な復旧が望
まれるが、まだ時間がかかりそうである。 

・津波は、河川を遡上することにより被害が拡大して
いることを思うと、ハードのみでなく、ソフトも含
めて対策を考えていかなければならない。 

・石巻市北上地区：堤防の仮復旧が進められている北上川  

 ・石巻港周辺の工場施設の被災状況を撮影した写真 
 である。 
・石巻港は、明治時代以来漁港として栄えたが、近年 
 では、工業港としての側面も見せている。 
・港周辺では、至る所に鉄骨だけになった工場が建 
 ち並んでいる。 
・水産加工会社が多くあるのだろうか、魚の臭い、 
 ヘドロの臭いが一帯に立ち込めている。 
・工場内の設備が津波により大きな損害を受けてい 
 るようである。 
・工場再開に向けては、多くの課題を解決しなけれ 
 ばならず、そこに携わる人々の将来の生活設計ま 
 でもが大きく破壊されてしまったといえる。 

・石巻港周辺：石巻港周辺の工場施設  

④石巻市（北上地区・石巻港周辺）・東松島市 

北上地区 

女川町 

石巻市 

東松島市 

石巻港 

赤色の範囲は津波による浸水範囲
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 ・ＪＲ仙石線東名(とうな)駅付近を跨線橋から撮影 
 した写真である。 
・鉄道沿線に東名運河があり、津波は運河を遡上し 
 て押寄せたようである。 
・線路は大きく折曲がり、電柱はなぎ倒されている。
・ものすごい勢いで水が流れ込み、そして全てを変 
 えていった。自然の力を前に人の力は無力だ。 
・震災発生から約１か月半が経っても、ほとんど瓦 
 礫が残ったままである。 
・写真の右側に見える桜の木は満開である。いつも 
 の年であれば、新入生や新社会人らがこの桜を見 
 ながら希望に満ちて、通学・通勤していただろう 
 と思うと切ない気持ちでいっぱいになる。 

・東松島市：ＪＲ仙石線東名駅周辺の破壊状況  

 ・野蒜地区にある、石巻湾に面した東松島運動公園 
 を撮影した写真である。 
・ここには、野球場、テニスコート、体育館など多 
 岐にわたる運動施設が備えられており、市民の憩 
 いの場所であったことが想像できる。 
・海水浴場も近く、海岸線に面しているため、津波 
 の勢いが激しかったのであろう、体育館の内部に 
 も瓦礫が散乱している。 
・この場所は、野蒜地区の震災ゴミの仮置き場にな 
っており、ダンプトラックが頻繁に出入りしてい 
る。運動場の奥には、小高く積まれた瓦礫の山が 
見える。 

・運動公園施設としての役割を果たすことができる 
 日が早く訪れることを切に願う。 

・東松島市：体育館以外は荒野となっている東松島運動公園  

 ・奥松島パークライン(県道27号)で野蒜地区と宮古 
 島地区を結ぶ橋梁である。 
・昭和39年３月竣工とあるので、供用開始後47年が 
 経過している。 
・橋台手前の道路部が津波によって流出し、島が一 
時孤立したが盛土による応急復旧がなされている。 

・宮戸島地区への唯一の道路であり、災害復旧関連 
 の車両が多く通行している。 
・橋梁は、桁と桁の接合部などに損傷が見られるが、
通行できる程度である。 

・周辺には横転している建物が見られるなど津波の 
 勢いはすさまじかったはずだが、落橋しないで残 
 存している状況がやや奇異に感じられた。 

・東松島市：落橋を免れた松ヶ島橋  

 ・宮戸島地区の突端部にある大浜海水浴場付近の写 
 真である。 
・太平洋に直接面している場所だけに、津波による 
 被害は甚大である。 
・建物が何軒か残っているが、その内部は跡形もな 
 く流されている。 
・この地域は、海水浴場であったようだが、その形 
 跡が完全に失われている。 
・人が全くいない。自衛隊さえ見当たらない。 
・これまでに調査してきた地区の中で最も被災の度 
 合いが大きいが、瓦礫の片付けなどは全く手付か 
 ずのようである。 
・これだけ大きな災害になると、一度に復旧できな 
 いのであろう。 
・高台には避難所が設置されていた。 

・東松島市：宮戸島の海水浴場付近  
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宮古市田老・市街地・姉吉地区〕 

 この地域は、仙台湾に面して広大な平野が広がっ
ており、水田を中心とした穀倉地帯となっている。
また、沿岸部は、長い砂浜と松林が続いている。 
仙台港では、地震の揺れと地盤の液状化によって、

クレーンの一部が被害を受けた。 
名取市には仙台空港があり、仙台空港線の沿線一

帯は、近年計画的な宅地化が進展しており、郊外の
ニュータウンが形成されている。 
仙台空港では、震災直後に津波からの避難のため、

ビル内に1,600名を超える人が集まっていたが、外部
との連絡が途絶えて孤立状態に陥った。 

 

  

 ・仙台港埠頭での写真である。 
・地震によって埋め立て地盤が液状化を起こし、沈 
下やはらみ出しが生じている、との記事があった。
（日経コンストラクション） 

・現地では、エプロン部での80cm程度の沈下と岸壁の
はらみ出しによって、荷揚げクレーンのレールが湾
曲していた。 

・発生後２ヶ月がたっているので、噴砂の跡などは 
見られず、液状化が原因との確認はできなかった。

・この埠頭が建設された当時は、まだ埋め立て地盤 
における液状化に関する意識がそれほどなく、特 
別な対策は実施されていなかったのであろう。 

・場内ではクレーンの点検整備が実施されていた。 
 

・仙台港：埠頭でのはらみ出し  

 ・冠水した低い平坦地における、排水処理状況の写 
真である。 

・調査時点（約１ヶ月半後）においても、冠水状態 
は続いており、一面にトレンチが縦横に掘削され 
ていた。これによりトレンチに集まった水を海側 
に導いて、強制的にポンプで吐き出していた。 

・これらの地域の中には、地盤沈下の生じている地 
域もあるため、さらに周辺から水が集まり、排水 
効果もなかなか上がらないようである。 

・震災発生から一週間たった時点でも、低い平坦地 
は水没したままの状態であったそうである。 

・今後嵩上げするにしても、膨大な量の土が必要に 
なる。 

・仙台空港周辺：仙台市若林区の冠水地帯の復旧状況  

 ・ニュータウンの一角の歩道上での写真である。 
・地震による液状化によってマンホールが浮き上が
り、周囲が少し沈下していることが分かる。 

・この付近はちょうど浸水範囲の先端付近であり、 
周囲には一部瓦礫置き場が残っていた。 

・この駐車場内にあるコンビニも、通常通りの営業を
行っていた。 

・ニュータウン内においても、このような液状化によ
って被災した家屋もたくさんあると思う。 

・ローンで土地や家屋を購入したばかりの状態で災害に
遭い、さらに大きな出費を余儀なくされる人もいる。

・行政としては、被災者の支援を平等性を保ちながら
 進めていかなければならないが、何が平等かという
のは難しい問題である。 

・仙台空港周辺：名取市のニュータウンの液状化被害状況  

⑤仙台港・仙台空港周辺地区 

仙台港 

仙台空港周辺 

名取市 

岩沼市 

仙台市 

赤色の範囲は津波による浸水範囲

11



 

 ・仙台東部道路の名取インターチェンジ付近の被害 
状況である。 

・津波が広範囲に押し寄せ、壊れた民家や流された 
車が、耕作地の中に点在している。 

・耕作地やハウス内の農地も全て海水に浸り、耕作 
土の中に塩分が多量に入ってしまったため、再び 
農地として利用するためには多くの手間と期間が 
かかる。 

・一方、盛土構造の道路の内陸側では、道路盛土が 
防波堤の役割を果たし、津波の影響は少なかった。

・また、津波に対する非難場所の少ない平野部では、
盛土部は避難場所として利用することもでき、400 
人の住民が助かったといわれている。 

・仙台空港周辺：名取 I.C 付近の冠水した農地の状況  

 ・仙台平野の海岸の状況である。 
・津波は閖上海岸の砂浜から護岸堤防を乗り越え、

防潮林をなぎ倒し、市街地まで到達した。 
・護岸堤防では、護岸背後の洗掘が大規模かつ広 

範囲に生じていた。 
・堤防高の高いところほど、洗掘の影響が大きい 

ようである。 
・復興に向けてのハード対策として、護岸堤防や 

防災緑地としての防潮林に加え、道路や鉄道な 
どの盛土による堤防効果も期待するなど、多重 
防護が計画されている。 

・仙台空港周辺：名取市の海岸沿いの護岸堤防の被害状況  

 ・荒野の向こうにみえるのが仙台空港である。 
・長い海岸線一面に広く波が押し寄せ、広範囲にわ 
たって冠水した。(地図参照) 

・平野部のため、海岸線から５～６㎞奥まで津波が 
到達したとされている。 

・空港ターミナルビルは、海岸より約１㎞の位置に 
あり、標高は1.4ｍであるが、津波の痕跡は地盤よ
り高さ5.7ｍの高さまで確認されている。 

・航空機なども浸水・漂流している。 
・平野一帯の復旧に向けては、面積が広大なために、
三陸海岸とは異なった困難さがあると感じる。 

・仙台空港周辺：一面の荒野の向こうにみえる仙台空港の空港ビル  

 ・仙台空港の滑走路の写真である。 
・空港に津波が押し寄せる映像はテレビなどでよく 
見られたが、その被害は甚大なものであった。 

・しかし、滑走路は液状化対策がしっかりと施されて
いたため、上部の瓦礫を撤去すればそのまま使用可
能な状態であったそうである。 

・調査日には、既に旅客機の運航が再開されていた。
(救援物資を運ぶ航空機などの運航は３月17日か
ら可能となっている） 

・仙台空港は、早期に機能の一部を復旧し、外国から
の災害救援機の受け入れなど、24時間体制で業務を
継続し、復旧活動の拠点として大きく貢献した。 

・未曾有の災害で、土木技術の限界と無力感を感じさ
せられる一方、こうした点においては素晴らしさを
感じることもできた。 

・仙台空港周辺：迅速に運行開始した仙台空港  
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