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日本建築学会海洋建築委員会は東日本大震災の直後から津波被災地調査を数度にわたって実施した。その成果は「東
日本大震災合同調査報告 建築編 5 津波の特性と被害」1)および「同 総集編」2)の一部として出版された。調査の大半
は被災直後の 2011 年に行われ，まだ巨大津波の爪痕が生々しい被災地の状況を伝えている。今回，津波襲来から 7
年が経過した被災地の現状を調査するために，
八戸から南三陸までの太平洋沿岸を南下した。
各地で巨大防潮堤建設，
大規模嵩上げ，高台移転などが進行しており，かつての被災地の風景は大きく変貌しようとしている。巨大津波がも
たらした太平洋沿岸の被災地の大きな変化を記録しながら，今後の津波防災への教訓を読み取りたい。
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１．はじめに
東日本大震災から 7 年経過した津波被災地の現状を視
察した。被災地の調査は，2018 年 6 月 1 日～3 日の 3 日
間，八戸から南三陸まで岩手県と宮城県の太平洋沿岸を
南下しつつ実施した。
大津波襲来以前の被災地は，海と陸をつなぐ豊かな海
辺の生活が息づく場所だった。先祖代々築き上げてきた
風景や住まいへの記憶を大切にし，漁業や地場産業を中
心とした土地利用が営まれてきた。大津波によってその
ような風景が瞬時に破壊されてしまったとしても，土地
に染み付いた記憶は消え去ることはないはずである。
しかし，７年経過した津波被災地の光景はあまりにも
大きく変化していた。海岸線には以前に比べてはるかに
高くなった防潮堤が聳え立ち，建物が流失・倒壊した地
域は大規模な嵩上げにより道路や町割りが一変し，居住
禁止区域に指定された場所は高台造成を経て移転が進ん
でいた。景色の大きな変化を見るにつけ，土地に染み付
いた記憶が希薄化してしまわないかと気になった。
今回訪問した被災地は小さな半島と湾が繰り返す典型
的なリアス式海岸であり，場所ごとに個性的な文化が息
づいている。調査範囲は限定されるが，住民が主体とな
った地域の特性に応じたまちづくりがどのように進んで
いるのかを以下に報告する。
２．八戸から宮古へ
八戸から国道 45 号線を南下し，
岩手県最北の洋野町の
種市と八木を経て久慈に入った。
久慈からは国道 45 号線
を離れ県道 268 号線で小袖海岸を経て野田に向かった。
野田からは再び国道 45 号線により南下し，
普代から県道
44 号線に入って明戸，羅賀，平伊賀，島越に立ち寄り，
小本から国道 45 号線に戻り田老と宮古を訪れた。

(1) 種市
東日本大震災のとき，種市（たねいち）は震災以前か
ら高さ 12m の巨大防潮堤が築かれており，この防潮堤が
町を守ったという報道がなされていた。実際に種市を訪
れてみると，種市駅，洋野町役場，種市病院などがある
町の中心部は標高 15m の高台にあり，海岸での津波高さ
は 10m に達していない程度なので，防潮堤がなくても町
中心部が浸水することはないことがわかった。種市の巨
大防潮堤は，高台から急坂を降りたところにある種市漁
港を取り囲むように造られていた（写真 1）
。このため低
地の漁港に浸入した津波を閉じ込め，津波被害の拡大回
避には役立った。津波は漁港の防波堤に激しくぶつかっ
たのち，漁港周辺を取り巻く作業小屋を破壊し，漁港内
に流入し，数十秒で漁港一帯を飲み込んだといわれてい
る。壊滅的な打撃を受けた漁港は復旧しており，日常の
生活が戻っていた。

写真 1 種市漁港の防潮堤
(2) 八木
八木（やぎ）は，明治三陸津波と昭和三陸津波で被害
を受けているにもかかわらず，これまで防潮堤を造ろう

とはしなかった。その代わり，避難というソフトだけで
年の完成を目指して工事は続いている。
人命を守る訓練を徹底していた。
「避難先の高台は事前に
はっきりと決めておく」
，
「住民が低地に下りないように
町道を封鎖する」，「分担で決まっている水門をすべて
12 分以内に閉鎖する」
，
「消防団員は津波避難を拡声器
で呼びかけた 10 分後には自らも避難をする」
。こうした
ことがすべて訓練を通じて体得されていた。各地区の自
主防災活動も住民意識を高めるのに役立った。高台への
避難路の除草や過去の津波経験者から話を聞く場を設け
るなど積極的に取り組んだ。その結果，東日本大震災で
は，漁港は津波により壊滅し瓦礫の山となったが，防潮
堤を造らなくても犠牲者を出さずにすむことを証明した。
しかし，今回訪れた八木には，真新しいできたばかり
の巨大防潮堤が漁港の入り口付近に建設されていた（写
真 2）
。高さは 12m もあり，防潮堤が海への視界を遮っ
ていた。津波に対する住民の防災意識の高さと現実にで
き上がっている防潮堤の高さの間に矛盾を感じた。

写真 3 久慈港の湾口防波堤(上)と防潮堤（下）
(4) 野田

写真 2 八木漁港の防潮堤
(3) 久慈
7 年前，海洋建築委員会による東日本大震災津波被害
調査は久慈を出発点として実施された。初めに訪れたの
は久慈国家石油備蓄基地だった。地下水面下の岩盤に空
洞を設け，地下水圧により貯蔵原油を封じ込める水封式
地下岩盤タンク方式が採用されていた。地下施設の安全
性は確保されたが，地上設備はタンクの破壊を含め甚大
な被害を被っていた。その後，久慈港に移動し，海岸に
打ち上げられていた被災船舶，流失・転倒した漁協の石
油タンク，鉄骨造漁業施設の破壊状況，分別された津波
瓦礫の大きな山など，ほかの多くの地でも目にすること
になる光景に初めて遭遇した。
被災前の久慈の防潮堤は昭和三陸津波に対応する高さ
7.3m（現在は 8.0m）で整備されていた。この既存の防潮
堤が明治三陸津波に対しても有効に機能するようにと考
えられたのが久慈湾口防波堤である（写真 3）
。20 年前の
1991 年，北堤 2700m，南堤 1100m を計画長さとして久
慈湾口防波堤の建設が始まった。東日本大震災の被災時
には，まだ北堤 375ｍ，南堤 545m しかできていなかっ
たが，そのうち北堤の一部が被災した。現在，北堤は
1000m 以上，
南堤は 600m 以上できており，
10 年後の2028

写真 4 十府ヶ浦（上）と野田漁港（下）の巨大防潮堤
野田は集落の前に広がる十府ヶ浦（とふがうら）から
遡上した津波により，死者 37 人，家屋の全半壊約 500
戸という甚大な被害を受けた。防潮堤が破壊され，防潮
林がなぎ倒され，家屋は基礎・土台だけを残して流失し

たものが多かった。2011 年 11 月には高台移転の正式合
意に至り，村は十府ヶ浦に沿って高さ 14m の巨大防潮堤
を造り，国道 45 号線と三陸鉄道の側壁を堤防化し，さら
に内陸部の嵩上げを行う 3 段階の防御ラインを引くこと
を決定した。現在，巨大防潮堤はほぼ完成し，その全貌
を目にすることができる（写真 4）
。
(5) 普代
普代（ふだい）は東日本大震災の津波被害をほとんど
受けなかったことで有名になった。明治三陸津波と昭和
三陸津波で甚大な被害を受けたのち，40 年間普代村の村
長を務めた和村幸得氏の
「悲劇を繰り返してはならない」
という遺言は，1984 年に完成した高さ 15.5m の普代水門
（写真 5）と 1970 年に完成した高さ 15.5m の太田名部防
潮堤となって実を結んだ。河口から 600m はいった水門
での津波高さは 20m を超えており水門を乗り越えたが，
水門で大きく減衰して上流の小学校や集落に被害が及ぶ
ことはなかった。
水門は一部損壊したが修復されている。
全長 155m に及ぶ太田名部防潮堤は，津波高さが防潮堤
よりも低く，背後の太田名部集落を無被害で守った。

大防潮堤が築かれており，その稜線が県道として使われ
ている（写真 6）
。車道から海側を見下ろすと，破壊され
た防潮堤の一部を残す明戸浜防潮堤震災遺構公園がある。
(7) 羅賀
羅賀（らが）には明治三陸津波のときに海から流され
てきた津波石が標高 25m，海岸線からの距離 360m の畑
の中に残されている。東日本大震災の津波も同じ場所ま
で到達した。集落の低地にあった家屋は流失し，高地に
あった家屋は残った。被災調査のとき，その境界ははっ
きりと分かった。低地の家屋は高台移転することになっ
た。漁港の近くにはホテル羅賀荘が建っており，津波の
直撃を受け 3 階まで浸水した。1 年 8 か月の休館の後，
現在は再開されている（写真 7）
。ホテルの裏手にはトン
ネルがあり平伊賀へと抜けることができる。津波は平伊
賀からこのトンネルを通って羅賀に到達しており，津波
時にはトンネルの使用が禁止されている。

写真 7 再開したホテル羅賀荘

写真 5 修復された譜代水門
(6) 明戸

(8) 平伊賀
平伊賀（ひらいが）でも，東日本大震災では，羅賀と
同じように集落の低地の家屋は流失し，高地の家屋は残
り，その境界がはっきりと分かった。低地の家屋は高台
移転することになった。制御室を三陸鉄道の車両の形で
デザインしていた平伊賀水門も被害を受けた。現在，平
伊賀の海岸線には高さ 14.3m の巨大な防潮堤が築かれ，
海と陸を遮断している。平伊賀水門も昔の車両のデザイ
ンではなく，無機質な巨大なコンクリートで建設されて
いる（写真 8）
。

写真 6 明戸の県道が走る防潮堤
東日本大震災の津波により明戸（あけと）にあった防
潮堤は破壊され，防潮林とキャンプ場が流出し，上流の
明戸集落にも被害が及んだ。震災前は県道が防潮堤内側
の低地帯を大きく迂回していた。現在は，かつての防潮
堤の少し内陸側を，海岸線にほぼ平行に高さ 14.3m の巨

写真 8 巨大化した平伊賀水門

(9) 島越
東日本大震災では高さ 24m の津波が襲いかかり，高さ
10m の鉄筋コンクリート橋梁の上に高架駅として造られ
ていた島越（しまのこし）駅は津波に飲み込まれ，駅舎，
プラットフォーム，線路のすべてが流失した。現在，旧
駅舎の駅前広場には津波で残った宮沢賢治の詩碑と旧駅
舎からホームへ向かうための階段が震災遺構として保存
されている。線路は震災前の高架構造から防潮堤を兼ね
た高さ 14.3m の築堤に変更された（写真 9）
。2014 年に
は新駅の使用が再開されている。震災前は駅舎もホーム
も松前川の南側にあったが，新駅は北側の築堤に隣接し
た嵩上げ地の上に移転している。島越の集落は両側を山
に囲まれた V 字谷地形に開かれており，集落は高台にあ
ったわずかの家屋を除いて壊滅的な状態となった。漁港
は駅の近くに残るが，集落はつづら折りの山道を登って
到達する切牛地区への高台移転となり，漁業従事者にと
っては職住分離で大変な生活を強いられることになる。
被災後の漁港整備は進んでおり，津波襲来に備えてコン
クリート製の高所誘導用避難デッキが造られている。

にあった小本小学校と中野地区にあった小本中学校は閉
鎖され，2016 年に小本駅の近くに一体型校舎として移転
している。今では，小本川水門の両脇にはしっかりとし
た築堤が建造されている（写真 10）
。右岸の巨大防潮堤
と大規模嵩上げもほぼ完了している。

写真 10 脇を固めた小本川水門
(11) 田老
田老（たろう）は明治三陸津波と昭和三陸津波で壊滅
的な被害を受け，まち全体を要塞のように守る防潮堤を
築いた。旧防潮堤は襲来する津波を受け流すことができ
るように造られ，防潮堤を越流した場合も考えて，高台
避難が容易にできるようなまちづくりがなされていた 3)。
その後，防潮堤の外部に居住地が広がるに及び，新防潮
堤が津波に対抗するような位置に付け加えられた。高さ
10m，
総延長約 2400m の防潮堤は万里の長城と呼ばれた。
しかし，新防潮堤は東日本大震災の巨大津波には歯が
立たずに崩壊し，旧防潮堤もその上を津波が越流して壊
滅的な被害を出す結果になった。防潮堤神話が崩壊し，
住民たちは防潮堤を頼らない高台移転の道を選んだ。現
在，まちのほとんどが山を切り崩して造成された高台に
移転し，新築住宅が建設されている（写真 11）
。

写真 9 島越駅から見た防潮堤（上）と避難用デッキ（下）
(10) 小本
明治三陸津波と昭和三陸津波で甚大な被害を受けた小
本（おもと）では，小本川を遡上する津波を遮るために
巨大な小本川水門を建設した。しかし，東日本大震災で
は水門の両脇から津波が流れ込み，右岸の小本地区と左
岸の中野地区に襲いかかり，
国道 45 号線が小本川を横切
る小本大橋より下流で甚大な被害を出した。被災した同
地区の住宅の多くは，浸水しなかった小本大橋より上流
の三陸鉄道小本駅周辺に移転している。かつて小本地区

写真 11 高台移転した田老の新しい住宅地
(12) 宮古
東日本大震災では，
宮古の鍬ケ崎地区に津波が溯上し，
鉄骨造漁業施設は残存したものの，木造家屋のほとんど
が流失・倒壊する甚大な被害がでた。現在，宮古港海岸
を取り巻くように高さ 10m の防潮堤が築かれている（写
真 12）
。かつての防潮堤高さは 4m だった。防潮堤は厚

さ 62cm のプレキャストコンクリート製直立壁で，陸と
海を遮るように隙間なく連続的に並べられている。とこ
ろどころには海が見えるように高強度ガラスをはめ込ん
だ窓が申し訳程度に取り付けられている。地中には基礎
フーチングを介して長さ約 15m の鋼管杭が埋め込まれ
ている。陸側から海側に出ることのできるゲートの数は
極めて少ない。防潮堤の背後には，海側に産業用地，山
側に住宅地を配し，高台への避難を考えた道路を通すま
ちづくりが進められている。

写真 13 山田の直立型防潮堤（上）と大規模嵩上げ（下）
(2) 船越

写真 12 宮古・鍬ケ崎の直立型防潮堤
３．宮古から陸前高田へ
宮古を出て国道 45 号線でひたすら南下し，
山田の旧中
心街，船越，赤浜，大槌の旧中心街，鵜住居の旧中心街，
根浜，両石，釜石の中心街，唐丹の花露辺，本郷，小白
浜の 3 地区，大船渡を経て陸前高田を訪れた。
(1) 山田
山田では溯上する津波とその後の津波火災により 800
人を超える死者を出し，
中心街は壊滅的な被害を受けた。
山田漁港には震災前から陸と海とを遮断するような約
7m の旧防潮堤が聳えていたが，津波は旧防潮堤を乗り
越えて町中心部へと流れ込んだ。震災後，これまでの防
潮堤は取り除かれ，新しい防潮堤が一直線に建設されて
いる（写真 13）
。防潮堤高さは 3m 増えて約 10m になっ
た。基礎鋼管杭を施工している間に堤体ブロックを工場
で製作（プレキャスト）し，鋼管杭打設後わずか数日間
で連結一体化するハイブリッド防潮堤が使われている。
工期は従来の半分に短縮されるという。陸側は陸中山田
駅付近を中心に大規模嵩上げがほぼ終了している。

写真 14 山田湾側（上）と船越湾側（下）の防潮堤
船越湾と山田湾の両方向から津波が溯上してぶつかる
水合が発生した船越では，山田湾側と船越湾側の両方で
防潮堤の建設が行われている（写真 14）
。防潮堤高さは
山田湾側が約 10m，船越湾側が約 13m である。震災後，
水合が起こった低地は津波により発生した大量の瓦礫の

集積場として使われていた。現在は，自然公園として整
備されている。山田湾側には津波により被害を受けて長
期間休館になっていた「鯨と海の科学館」が 2017 年 7
月から 6 年半ぶりに復活オープンしている。
(3) 赤浜
赤浜は住民の多くが漁業を生業とする地区である。東
日本大震災では，民宿の屋根に乗り上げた遊覧船「はま
ゆり」のニュース映像がしばしば放映された。津波は高
さ 6.4m の防潮堤を乗り越えて集落に襲いかかり甚大な
被害を与えた。赤浜の沖にはひょっこりひょうたん島の
モデルになった蓬莱島があり，そこまで歩いて行ける防
波堤があった。防波堤は津波により破壊されたが，現在
は復旧されている。この防潮堤の陸側には東京大学国際
海洋沿岸センターが建っていたが，
これも激しく被災し，
本年 2 月に同じ赤浜のやや高台に研究棟と宿泊棟が再建
されている。
赤浜の集落は大規模な嵩上げをしたうえで，
長期間にわたる仮設住宅での生活に終止符を打って移転
することになる。
赤浜が属する大槌町は高さ 14.5m，総延長 4.8km の巨
大防潮堤を湾奥に建設することを決めた。赤浜は海とと
もに生きることの大切さを唱え，この巨大防潮堤の傘に
入ることを拒否した。巨大防潮堤は赤浜を外して建設さ
れることになった（写真 15）
。

さらに拡大した。町の 85％を喪失し，犠牲者は約 1300
人，住人の 1 割が亡くなる大惨事となった。現在，湾奥
では，高さ 14.5m，底辺幅 78m の巨大防潮堤により城壁
のようにぐるりとまちを取り囲む建設工事が進んでいる。
この巨大防潮堤は緑の森で被覆する計画になっている。
巨大防潮堤の陸側では大規模な嵩上げ工事がほぼ完了し
ている。大槌城跡の城山山頂から町を見下ろすと，小鎚
（こずち）川に沿うかつての町の中心にはまだ転々と建
物が建ち始めた段階だが，山の裏側にあたる大槌川に沿
う地域には移転した住民が住む復興住宅や新築家屋が高
密度で建ち並んでいることが一目でわかる（写真 16）
。
各地区にあった小学校も一つに統合され，大槌川沿いの
高台に以前からある県立大槌高校の近くに移転している。

写真 16 城山から望む大槌湾（上）と大槌川流域（下）

写真 15 赤浜集落（上）と大槻町大防潮堤終端部（下）
(4) 大槌
大槌湾に浸入した東日本大震災巨大津波は増幅されて
防潮堤を破壊し，大槌町の中心部の大町・本町に怒涛の
ように襲いかかった。その後発生した津波火災は被害を

(5) 鵜住居
震災直後の被災調査に行ったとき，鵜住居（うのすま
い）はまだ乾ききらない泥土に覆われていた。釜石東中
学校と鵜住居小学校の生徒約 600 人が自発的に避難して
全員助かったという朗報があった一方で，津波の避難訓
練に使われていた地区防災センターに避難した住民約
200 人が亡くなるという悲劇もあった。壊滅的な被害を
受けた鵜住居は，片岸海岸に高さ 14.5m の巨大防潮堤を
造り，鵜住居川河口に強固な水門を築き，町全体を平均
1.7m 嵩上げすることを決めた。津波に飲み込まれた釜石
東中学校と鵜住居小学校の跡地は震災復興の目玉として
2019 年ラグビーワールドカップの競技場として生まれ
変わろうとしている。釜石東中学校と鵜住居小学校はま
ち全体を見下ろす高台に移転し，鵜住居の復興のシンボ
ルになっている（写真 17）
。

も津波に飲み込まれた経験がある宝来館女将の岩崎昭子
さんは「文化・芸術・スポーツを通しての震災復興と地
域空間創造への貢献」
により 2015 年度日本建築学会賞文
化賞を受賞している 6)。震災後，県は L1 対応で防潮堤高
さ 14.5m を提示したが，地元住民から震災以前と同じ防
潮堤高さ 5.6m を維持したいという要望が強く出され，
最終的に受け入れた。現在，陸と海のつながりを大切に
する土地の思いを込めた優しい防潮堤がほぼ完成してい
る（写真 18）
。

写真 17 鵜住居小学校（上）とラグビーWC 会場（下）
(6) 根浜

(7) 両石
両石（りょういし）は V 字谷地形にできた集落で津波
エネルギーが集中しやすく，明治三陸津波でも昭和三陸
津波でも壊滅的な被害を受けていた。
昭和三陸津波の後，
標高 7m 以上の山地を切り崩し，90 戸が 4 カ所に分散し
て高台移転した。その後，再び低地に住み始めた人々が
チリ地震津波で被害を受けた。東日本大震災では，津波
が高さ 9.3m，全長 400m の防潮堤を越えて流れ込み，防
潮堤背後の家屋 300 戸のうち 80％が全壊し，浸水区域の
大半が流失した。防潮堤は国道 45 号線に沿う 130m が転
倒・洗堀の被害を受けた。被害が大きくなった原因の一
つに，釜石湾口防波堤による反射波の影響が指摘されて
いる。震災後は，集落全体が標高 20m となるような大規
模嵩上げに加え，集落と国道 45 号線を守る高さ 12m の
新しい防潮堤がほぼ完成している（写真 19）
。

写真 19 両石の国道沿い防潮堤
(8) 釜石
最大水深 61m，海面からの高さ 6m の釜石湾口防波堤
は世界一の防波堤として多額の費用を投資して建設され
た。工事は 1978 年に始まり，東日本大震災の 2 年前の
2009 年に完成していた。北堤 990m，南堤 670m の 2 本
の防潮堤の間には大型船の航路のために 300m の開口部
写真 18 砂浜再生を目指す根浜（上）と高台移転地（下） がある。東日本大震災以前，湾内の防潮堤高さは 4m と
低かったので，湾口防波堤には明治三陸津波に対して既
震災前の根浜は幅 200m、長さ 2 ㎞の砂浜が続き，白
存の防潮堤でも市内に深刻な浸水被害が生じないことが
砂青松 100 選にも選ばれるほど美しい海岸を有していた。 期待されていた。東日本大震災では，津波は湾口防波堤
津波により防潮堤が破壊され砂浜のほとんどは流失して
の 8 割近くを損壊し，湾内の防潮堤を越えて市街に流れ
しまった。その後，地元住民は「失われた砂浜の再生」
込み，建物の 1 階が完全に浸水する状況になった。湾口
を目指して活動を続けている。活動の先頭に立ち，自ら
防波堤の存在により津波が反射されて釜石湾に隣接する

両石湾や唐丹湾の被害が拡大したという指摘もある。損
壊した湾口防波堤は，被災後まもなく復旧することが決
まり，本年 3 月に復旧工事は終了している（写真 20）
。
既存の防潮堤は取り壊され，新たに高さ 6.1m の直立型
防潮堤が建設されている。防潮堤には海が見えるように
小さなガラス窓が取り付けられている。
市街地には，
2014
年 3 月に大型商業施設がオープンし，近在の人々でにぎ
わっている。しかし，昔からの商店街は客足をとられ寂
しそうに見える。

震災後 3 ヶ月経たずに市に提出した要望書でも防潮堤は
必要ないとした。その代わり，地区内に標高 16 メートル
の道路を造り，その外側を盛土して防潮堤の役割をもた
せることにした（写真 21）
。住民の多くが生業にしてい
る漁業への利便性を第一に考え，斜面を利用して海が見
える景観を保つまちづくりが行われている。
(10) 本郷
唐丹の本郷地区は，通常は枯れ川になっている大曾根
川の川原を切り開いた集落で，かつては谷地形の砂浜近
くに集落があった。明治三陸津波でも昭和三陸津波でも
壊滅的な被害を受け，昭和三陸津波の後，山の斜面を切
り開いて集落の高台移転を決めた。海岸近くには高さ約
12m の巨大な防潮堤，さらにその内側には盛土された県
道が走る第二の防潮堤を造った。東日本大震災では，こ
の 2 つの防潮堤を越えて津波が流れ込んだ。高台移転し
た家屋には被害が及ばなかったが，新たに低地帯に造ら
れた家屋のほとんどが倒壊・流失した（写真 22）
。低地
で被害に遭いながらも修理して住み続けている漁民から，
漁業を生業とする人が大幅に減少しているという話を聞
いた。

写真 20 再建された釜石湾口防波堤（上）と防潮堤（下）
(9) 花露辺

写真 22 本郷の低地集落から高地集落を望む
(11) 小白浜

写真 21 花露辺の漁業を第一に考えたまちづくり
唐丹（とうに）の花露辺（けろべ）地区は，津波で 68
世帯中25世帯が流される被害を受けながら死者は1人だ
けにとどまった。震災前でも防災訓練に参加する住民は
8 割に達し，漁の収穫は船主が 4 割，残り 6 割を船員で
等しく分けるという方法が受け継がれる相互扶助を大事
にする地区である。震災前から防潮堤は造っておらず，

写真 23 小白浜の防潮堤と高台移転地
唐丹の小白浜（こじらはま）地区は，浜辺にあった集
落が明治三陸津波により死者 475 人の甚大な被害を受け
たのち，約 100 戸の高地移転を行った。しかし，漁業の
不便さと山火事の発生により大半が再び低地帯に戻った。

そこに昭和三陸津波が押し寄せ，死者は 7 人と少なかっ
たが再度本格的な高地移転が行われた。海岸には道路を
兼ねた高さ 12m，全長約 500m の巨大防潮堤が建設され
た。東日本大震災の大津波により，コンクリートブロッ
クを並べて造られた防潮堤は複数個のブロックが倒壊し
た。このため津波が防潮堤背後の低地に流れ込み，低地
にあった住居のほとんどが流失した。現在，この防潮堤
の海側に高さ 14.5m の新しい巨大防潮堤が建設されてい
る（写真 23）
。この小白浜を拠点にして，東京大学名誉
教授の神田順氏は住民と一緒になり被災後のまちづくり
に貢献している 7)。
(12) 大船渡

域となった。まちはかつての市街地の姿を思い出せない
ほど大きく変わっている。
(13) 陸前高田
陸前高田は死者約 1800 人を出した岩手県最大の津波
被災地である。壊滅した市街地を中心に約 130ha の広大
な土地が標高 10m にまで嵩上げされている。かつての市
街地の記憶を残すような場所はもうどこにも見ることが
できない。全長約 3km に及ぶベルトコンベア（通称夢の
かけ橋）により東京ドーム 4 杯分の土が約１年半で運び
込まれた。これまでとは全く異なるまちづくりが始まろ
うとしている。かつての市街地の住民は，すでに高台に
移転した人々も多いが，嵩上げ地に戻って再建を図ろう
という人々もいる。今年 4 月，その嵩上げした土地の中
心部に大型商業施設がオープンした（写真 25）
。それ以
外の土地はまだ更地の状態である。
震災前，広田湾に面する防潮堤は高さ 5.5m，全長約
2km だった。現在は，高さ 12.5m の巨大防潮堤に姿を変
えている。陸前高田には，高田松原にあった奇跡の一本
松，その背後に建つユースホステル，気仙川河口近くの
気仙中学校，若い世代の市営住宅だった下宿定住促進住
宅，そして道の駅高田松原が震災遺構として残されるこ
とになっている。しかし，その周辺の景色は以前とは全
く変わってしまった。

写真 24 延々と続く大船渡の直立型防潮堤
1960 年のチリ地震津波は大船渡を襲い，死者 53 人を
数える大被害となった。大船渡湾口防波堤は，1963 年か
ら 4 年かけて建設された。湾口防波堤ができてから湾内
が閉鎖海域となり海洋汚染が進んだといわれている。東
日本大震災の津波は大船渡湾口防波堤をすべて海面下に
沈めた。津波は防潮堤を越えて市街地に流れ込み，被害
は大船渡駅周辺を中心に広域に及んだ。湾口防波堤は
2017 年に海面からの高さを以前の 2 倍以上の 11m にし
て再建された。大船渡湾の防潮堤高さも被災前の 3.5～
4m から被災後は 7.5m になった。防潮堤は直立型で鋼管
杭が地中 18m まで打ち込まれている（写真 24）
。
大船渡駅周辺は嵩上げ工事が進み，まだ更地が目立つ
ものの，プラザホテルなど流失しなかった建物は修繕し
て営業を再開し，新しい大規模商業施設なども続々と開
店している。しかし，大船渡線より海岸側は居住禁止区

写真 25 陸前高田の巨大防潮堤（上）と嵩上地初店舗（下）
４．陸前高田から南三陸へ
陸前高田から国道 45 号線を南下して宮城県に入り，
い
ったん国道 45 号線から離れて唐桑半島の舞根と鹿折を
訪れ，再び国道 45 号線に戻って気仙沼，波路上，大谷海

岸，小泉，歌津，清水浜，南三陸と南下した。南三陸か
らは一路仙台を目指し，今回の津波被災地の現状調査を
終えた。
(1) 舞根
唐桑半島の付け根に位置する舞根（もうね）は牡蠣の
養殖を営む小さな漁村集落である。1989 年に「森は海の
恋人運動」を始めた畠山重篤氏の自然保護活動により全
国的に知られるようになった 8)。舞根でも，当初は高さ
10m の防潮堤建設計画があった。しかし，2012 年 5 月，
70%以上の住民が高台移転を望んでいることを理由に，
全世帯主の署名で防潮堤建設計画撤回の要望書が提出さ
れた。これを受けて，気仙沼市は同年 6 月に防潮堤建設
計画を撤回した。
現在，
海の近くに漁業施設だけを残し，
集落は舞根湾が直下に見渡せる高台に移転している（写
真 26）
。防潮堤のない自然海岸に戻すことにより自然共
生を目指している。

写真 27 鹿折唐桑駅付近の嵩上げ
(3) 気仙沼

写真 28 気仙沼魚町付近の防潮堤

写真 26 自然共生を目指す舞根湾（上）と高台移転地（下）
(2) 鹿折
津波の溯上，大型船舶の漂流，津波火災の発生により
地区全体が壊滅的な被害を受けた鹿折
（ししおり）
では，
市の主導で大規模な嵩上げが行われた。宅地基礎・既存
埋設物の撤去，地盤改良（圧縮）
，盛土，インフラ整備，
街築
（道路）
という一連の工事は最終段階に入っている。
かつて漂流してきた大型船舶が鎮座していた場所に近い
鹿折唐桑駅はやや高台にあったが，今は大規模な嵩上げ
により周辺の土地の高さと変わらなくなっている（写真
27）
。
駅からは嵩上げ地のほぼ中心に建設された 5 階建て
の災害公営住宅が望める。

気仙沼湾の湾奥にある魚町は，防潮堤高さに関して震
災直後から県と協議を重ねてきた。防潮堤高さを標高
6.2m，全長約 300m とする県の案に対し，景観を懸念し
て防潮堤は必要ないとする地元住民の案の調整は 100 回
近くに及んだ。最終的に，2014 年 2 月，地元住民は悩ん
だ末，防潮堤高さとして標高 4.1m のコンクリート上に
高さ 1m のフラップゲートを設置した県の提案を受け入
れることで落着した。ゲートは津波襲来時に浮上するた
め，背後地を嵩上げすることにより普段は陸側から見た
目の高さを1.08mに保てるという理由だった
（写真28）
。
しかし，2017 年 2 月の国土地理院の再測量で地盤隆起
が観測され，県は同年 3 月に隆起した 22cm を差し引く
計画に変更した。ただし，工事が進んでいる魚町の防潮
堤は高さを削ると余分の出費になるとして 22cm を差し
引く計画から外す方針をとった。もともと防潮堤は必要

ないとする地元住民は，まち，生活，防潮堤を一体と捉
えて受け入れたぎりぎりの決断を反故にするものとして
反対し，再び軋轢が高まっている。
津波の遡上と津波火災による被害が大きかった南気仙
沼地区では，鹿折と同じように市の主導で大規模嵩上げ
が進んでいる。嵩上げ後は，主に宅地と商業地として利
用されることになっている。
(4) 波路上
波路上（はじかみ）は半島状に海に突き出た土地であ
る。東日本大震災では，津波は 3 方向から遡上して波路
上を襲った。津波により残った建物は 4 階建ての気仙沼
県立向洋高校だけといってよいほど壊滅的な被害を受け
た。高校の南校舎 3 階の高さまで津波が到達し．南校舎
と北校舎の間の中庭にも濁流が渦巻き，北校舎の 2 階ま
で浸水した（写真 29）
。被災調査で訪れたとき，校舎周
辺には近所の木造家屋が瓦礫となって積み重なっていた。
現在，高校の周辺では大規模な嵩上げ工事が進められて
いる。校舎は震災遺構として保存が決まった。震災後の
波路上の防潮堤高さは，湾側の北海岸で 7.2m，外海側の
南海岸で 9.8m になっている。

写真 29 震災遺構として残される気仙沼県立向洋高校
(5) 大谷海岸
震災前，大谷海岸（おおやかいがん）の駅を降りると
海水浴場の砂浜が広がっていた。駅のそばの道の駅は，
東日本大震災の津波により 2 階まで水没した。いま駅周
辺は海への視界を塞ぐように黒いフレコンバッグが積み
上げられている（写真 30）
。防潮堤に関して県と住民と
の話し合いが長期化した大谷海岸では，まだ建設工事が
今年の 1 月に始まったばかりである。
死者 75 人を出した
大谷海岸では，当初，県が砂浜を埋め立てて約 10m の防
潮堤を建設する案を示した。その後，砂浜を何とか残そ
うという 3 年にわたる住民運動を経て，防潮堤高さは原
案通りながら，防潮堤の位置を内陸側にずらすことによ
り砂浜の面積を増やし，
国道 45 号線を嵩上げして一体化
し，海側を階段にして迅速な避難を可能にする案として
まとまった。2020 年の工事完成と 2021 年の海水浴場再
開を目指している。

写真 30 フレコンバッグが積み上げられた大谷海岸
(6) 小泉
小泉は被災後すぐに住民主導の高台移転を検討した先
駆的な地域として知られている 9)。かつての集落は津谷
川に沿って形成されていたが，津谷川を遡上する津波に
飲み込まれて集落は消失した（写真 31）
。死者 43 人，家
屋の流失・倒壊は 260 戸を超えた。住民たちは 1km 離れ
た標高 40m の山林を切り開いて集団移転する案を約 100
世帯の同意を得てまとめた。すでに高台移転のピークは
過ぎ，新しいまちづくりが進められているが，家屋の建
設工事は遅れ気味であり，生活再建のために他の場所を
移転先に変える住民も出ている。
小泉海岸では，高さ 14.7m の巨大防潮堤の建設が提示
されている。しかし，防災集団移転によりすでに防潮堤
の必要性はなくなっている。景観や生態系を無視して，
このような土地にあえて巨額の費用を投入する意味はあ
るのかが問われている。

写真 31 津谷川河口付近の嵩上げ地

(7) 歌津
東日本大震災では，津波は歌津（うたつ）の沿岸部を
走る高架の国道 45 号線の橋梁をことごとく流し去り，
高
台の伊里前（いさとまえ）小学校の校舎 1 階まで到達し
た。小学校下の低地に開けていた歌津の市街地は壊滅的
な被害を受けた。震災後，旧市街地は商業施設と漁業施
設の用地として利用されることになり，標高 7m の大規
模嵩上げが進んでいる。現在は，かつて下から見上げる
ような位置にあった小学校が，嵩上げによりさして高い
とは感じられないようになった（写真 32）
。居住区域は
この旧市街地から高台移転することになり，南側の中学
校上団地と北側の枡沢団地の 2 地区で開発が進んでいる。
海岸部の防潮堤高さは，震災前 4.6m であったが，震災
後はほぼ倍の 8.7m で整備されることになっている。

(9) 志津川
東日本大震災では，津波は志津川（しづがわ）の中心
部を襲い，住宅の約 70％が全壊した。町役場，警察署，
消防署，公立病院も大きな被害を受けた。鉄筋コンクリ
ート造 4 階建ての高野会館に避難した人々は屋上に上が
り何とか助かったが，防災対策庁舎では鉄骨造 3 階建て
の屋上を 2m 上回る津波に飲み込まれ，最後まで避難を
呼びかけていた職員らが犠牲となった。現在，旧市街地
にあった建物はこの 2 つの建物を除いて取り壊され，標
高 10m の大規模嵩上げが進んでいる。防災庁舎は周囲を
嵩上げ地盤に取り巻かれ，わずかに頭が見える程度にな
った（写真 34）
。工事の進捗とともに道路の位置も大き
く変化している。旧市街地は海側が漁業施設用地，陸側
が商業施設用地となる。居住区域は旧市街地を離れて高
台移転することになり，ベイサイドアリーナ周辺の東地
区，志津川小学校周辺の中央地区，志津川高校周辺の西
地区（東）
，災害公営住宅周辺の西地区（西）の 4 地区に
分けて開発が進んでいる。職住分離を前提とした人工的
なまちづくりである。海岸の防潮堤高さは，歌津と同じ
く震災前 4.6m，震災後 8.7m である。.

写真 32 伊里前小学校から見下ろした歌津旧市街地
(8) 清水浜
東日本大震災では，海辺に開けた清水浜（しずはま）
の住民が高台の久須志神社に向かって避難する途中で津
波に追いつかれて飲み込まれるという悲劇が起きた。そ
の途中には高さ約 5m の築堤の上に敷設された気仙沼線
清水浜駅があった。津波はこの築堤を越え，一部を流し
去った。現在，清水浜の集落も駅舎も漁港だけを残して
消えてしまった。漁港周辺の護岸整備はあまり進んでい
ない（写真 33）
。久須志神社に近い山林を切り崩して高
台移転地の清水（しず）団地が造成されている。漁港ま
で近いとは言えない。大規模工事が進む歌津と志津川に
挟まれた清水浜の復興は遅れているように見える。

写真 34 大規模嵩上げと高台移転を進める志津川

写真 33 かつての集落が消えてしまった清水浜

５．おわりに
多くの自治体は巨大防潮堤の建設を優先させ，まちづ
くりはそのあとの作業と考えた。
東日本大震災の直後は，
防潮堤建設という考えを多くの住民は歓迎したことも事
実である。しかし，時間の経過とともに批判的な見方も
出てきた。地元でも，巨大防潮堤の建設を先行させたた
めに，計画段階でまちづくりの十分な合意形成を行うこ
とができず，莫大な建設費が防潮堤や嵩上げのために流

表1 訪問地における主要対策一覧
調査対象地
防潮堤
嵩上げ
高 台
（１）
種 市
△（既存）
（２）
八 木
〇（新設）
八 戸 （３）
久 慈
△
（４）
野 田
◎（二段構え）
〇
〇
（５）
譜 代
△（既存）
（６）
明 戸
◎（道路利用）
↓
（７）
羅 賀
〇
〇
（８）
平伊賀
◎
〇
（９）
島 越
◎（鉄道利用）
〇
◎(職住分離)
宮 古 （１０） 小 本
〇
〇
△（既存）
（１１） 田 老
◎（再建）
△
◎
（１２） 宮 古
◎
〇
〇
（１）
山 田
◎
◎
（２）
船 越
◎
〇
〇
宮 古
（３）
赤 浜 △（既存高維持）
〇
〇
（４）
大 槌
◎
◎（市街地）
〇
（５）
鵜住居
◎
◎
（６）
根 浜 △（既存高維持）
◎
↓
（７）
両 石
〇
◎
（８）
釜 石
〇
（９）
花露辺
×（造らず）
△（既存）
（１０） 本 郷
◎（二段構え）
△（既存）
陸前高田 （１１） 小白浜
◎
〇
△（既存）
（１２） 大船渡
◎
◎（市街地）
〇
（１３） 陸前高田 ◎（二段構え） ◎（市街地）
〇
（１）
舞 根
×（造らず）
◎
陸前高田 （２）
鹿 折
◎
（３）
気仙沼
△（最低限）
◎
波路上
（４）
〇
◎
↓
（５） 大谷海岸 ◎（位置変更）
〇
（６）
小 泉
△（検討中）
◎(職住分離)
（７）
歌 津
〇
◎（市街地） ◎(職住分離)
南三陸 （８）
清水浜
◎(職住分離)
（９）
志津川
〇
◎（市街地） ◎(職住分離)

調査ルート

その他
※避難訓練重視
☆湾口防波堤建設
〇居住禁止設定
△水門（既存）

◎水門強化
〇避難デッキ
◎水門強化
〇居住禁止設定

※漁業優先
〇水門強化
〇水門強化
※砂浜復活
☆湾口防波堤再建
※漁業優先
△居住禁止（既存）
△居住禁止（既存）
☆湾口防波堤再建
〇水門強化
※自然共生
※地場産業優先
※砂浜維持
〇居住禁止設定
〇居住禁止設定
〇居住禁止設定
〇居住禁止設定

写真番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

表中，◎は「特に重視」，〇は「重視」，△は「抑え気味」，×は「拒否」，☆は「国家方針」，※は「地域理念」
れてしまい，住宅などの再建が大幅に遅れて住民が地元
を去り，人口減少に拍車をかけていると考えている人は
決して少なくない。 漁村では，防潮堤が陸地からの自然
な水流を妨げて将来の漁業に悪影響を及ぼす可能性があ
ると懸念する意見も強い。
今回の被災地現状調査を通じ，
地元の人々の生活と文化を優先させたボトムアップ的な
まちづくりというソフトを優先し，防潮堤や湾口防波堤
などのトップダウン的なハード対策には柔軟に対処でき
るような防災・減災へのアプローチを確立していく必要

性を強く感じた。
東日本大震災から 7 年経過した津波被災地を訪れたの
は，松井徹哉（名古屋大学名誉教授）
，後藤剛史（法政大
学名誉教授）
，遠藤龍司（職業能力開発大学校教授）
，藤
田謙一（海洋建築委員会委員長）
，私の 5 名である。いず
れも東日本大震災直後の津波被災地調査に参加したメン
バーである。東日本大震災合同調査報告では，福島第一
原発事故による放射能汚染に起因する立ち入り禁止区域
を除き，主に岩手・宮城・福島の東北 3 県の太平洋沿岸

の海岸線をほぼ網羅的に調査したが，今回訪れたのはそ
の一部である。洋野町の種市と八木は初訪問だったが，
そのほかの場所はいずれも何度目かの再訪問であり，被
災直後の状況を思い出しつつ議論しながら移動した。本
報告は，震災直後から現在までの被災地の変化を車中や
宿での 5 人の議論を踏まえつつ著者の視点 12)-15)でまとめ
たものである。最後に，現状調査で訪れた各地における
津波被災後の主な対策を一覧表として示した（表 1）
。
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