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最初に、私の仕事等について報告をさせていただきます。 

私が派遣されているのは、石巻市 福祉部 生活再建支援課で、生活支援、再建の援助をしている生活再建グループ、仮
設住宅の施設管理を担当している仮設管理グループ、入退去者管理等の運営を担当している仮設総務企画住宅グループ
があります。私は、仮設総務企画グループに所属し、今年度は、仮設住宅の解消・集約等に係る企画立案、仮設住宅解
体対象団地への説明会に関する事務を担当します。 

課の人数は28名で、内訳は石巻市職員 1７名(正規職員11名 事業推進官1名 任期付職員4名 パート職員1名)、自治法派
遣職員 9名(宮城県1名 兵庫県1名 群馬県太田市 2名 新潟県上越市 1名 兵庫県三田市 1名 佐賀県嬉野市1名 東京都中央区1

名 中野区1名)、復興専門支援員(復興庁採用)1名、総務省(民間派遣)1名となっています。その他に窓口対応等の委託業務
をしている20名の委託業者の方と同じフロアで働いています。 

市全体としては、220名(平成28年4月現在）の方が石巻市に派遣されてきて仕事をしています。内訳は、私と同じく全
国各地の自治体(南は薩摩川内市から北は石狩市まで)からの自治法派遣職員が199名(うち中野区から5名の職員が石巻市
に派遣されています)、その他(国、復興専門支援員、総務省民間派遣)21名です。 

今回のレポートは、宮城県の四季
を3回経験して、石巻市での生活が4

年目に突入した吉田宗近が担当させ
ていただきます。 

 表紙の写真と左の写真は、石ノ森
萬画館(石巻市中瀬2-7）の近くに架
かっている内海橋に津波がぶつかる
瞬間の写真です。この2枚の写真を見
ただけでも、津波の凄まじさが感じ
られると思います。 

 今回の報告は、震災直後に撮影さ
れた写真と同じ場所の現在の風景を
撮影した写真を掲載しながら、石巻
市に派遣されて見聞きをして感じた
ことを徒然にまとめてみました。 

 震災から5年が経った東北(宮城県石
巻市)の現在の状況を少しでも感じて
いただけたら幸いです。 【１】 



 日和山から石ノ森萬画館のある中瀬地区を撮影した
写真です。左上が震災当日、右上が震災から1週間後、
そして左下がH28.4月に撮影したものです。 

 東日本大震災のあった日(H23.3.11）は、石巻周辺で
は雪が降っていたそうです。左上の写真を見ていただ
くと木々に雪が被っているのがはっきりとわかります。   

 この写真から、震災のあった日が如何に過酷な状況
になっていたのかを少しでも感じたいと思います。 

 右上の写真を見ていただくと、中瀬地区にあった建
物のほとんどがなくなっているのがわかります。中瀬
地区にあった建物の約95％が津波により流失、全壊し
ました。 

 左下の写真が、現在の中瀬の状況です。中瀬地区は
災害危険区域に指定されたので、住居等を建設するこ
とが出来ません。震災復興のシンボル、観光拠点とし
て中瀬公園を建設する予定になっています。 【２】 



 左上の写真は、震災当日、石巻駅前付近に
津波が到達した時のものです。左下の写真は、
震災翌日、石巻駅前付近浸水の様子です。右
上の写真は、H28.4の石巻駅付近の写真です。
すべて、石巻市役所からの撮影です。 

 この写真を見比べると、津波がもたらした
浸水被害の凄まじさを理解することが出来る
のはないでしょうか。 

 左上下の写真を見比べると、津波が石巻駅
付近を到達した以降も、水位が上がったこと
が分かります。 

 左下の写真を見ると、石巻駅舎が池の中に
浮かんでいるように感じられます。 【３】 



右上の写真が、震災翌日の石巻駅前道路の浸水の
様子です。ボートを移動手段としなければならなかっ
た状況がよくわかります。 

左下と右下の写真は、市役所からボートが写って
いる付近をH28.4に撮影したものです。見比べてみる
とかなりの水深があったことが伺えます。 

現在、石巻市で日常生活を送っていると、この高
さの津波が来たことを不思議にかんじます。 【４】 



左の写真は、H23.3.15に大街道東のファミ
リーマート付近を撮影した写真です。この付
近も津波被害が甚大な場所で、災害危険区域
にも指定されています。 

信号機が写っているので、道路だろうとい
うことは想像がつきますが、いろいろなもの
が津波により流されてきているので、凄まじ
い状況になっています。 【５】 

右の写真は、H28.4に大街道東のファミ
リーマート付近を撮影した写真です。上の写
真と同じ付近を撮影したものです。 

津波によるガレキ等が片づけられると間違
いなく道路であったことが理解できます。 

この写真を見比べても、津波の凄まじさが
実感できると思います。 



 上の写真は、H23.3.14に万石橋付近の 

道路を撮影した写真です。 

右の写真は、ほぼ同じ場所をH28.4に撮影し
たものです。この写真からは、津波被害で
はなく、電柱が倒れていることにより、東
日本大震災の時の揺れの凄まじさを感じら
れると思います。 

 石巻市では、震度6強だったそうです。 

東日本大震災の時は、東京も震度5弱だった
ようですが、もう少し強い揺れがあったら、
都内の何カ所かでも電柱が倒れていたかも
しれません。  

 上・下写真は、石巻湾と万石浦をつなぐ
場所に架かっている万石橋付近の道路の写
真です。 

 万石浦では、津波の影響や地盤沈下など
により、カキなどの養殖棚やカキ処理場が
大きな被害を受けました。 

 万石浦は、津波等による浸水が少なかっ
た場所でもあります。風光明媚な場所であ
り、海も近いのに津波等による浸水が少な
かった稀有な場所です。 【６】 



 写真の大きさが違うので解りづらいかも
しれませんが、←の先にあるのは同じ建
物です。 

 左の写真は、門脇町四丁目・門脇小学
校付近をH23.3.19に撮影したものです。 
下の写真は、H28.4にほぼ同じ場所を撮
影したものです。 
 この付近は、災害危険区域に指定され
ている場所もあります。 【７】 

 この付近は、石巻湾からも、旧北上川
河口付近からも近く、津波被害が甚大で
あった地域です。 
 上の写真も、津波被害の凄まじさを実
感できるものだと思います。 
 右の写真からは、津波被害を直接的に
うけた地域の復興がなかなか進まない状
況が伺えます。 



 左の写真は、吉野町三丁目付近の女
川街道(国道398号線)をH23.3.15に撮
影したものです。下の写真は、H28.4
にほぼ同じ場所を撮影したものです。 
 写真を見比べると、街道沿いの建物
の違いがかなりあることに気づきます。 
 この付近は、津波による浸水が2m 
ほどあった地域なので、建物の1階部
分は浸水していたことになります。 
【8】 

 上の写真を見ると、ガレキ等が女川街道
(国道398号線)にたい積しています。 
 津波によりこれらのガレキ等が運ばれてき
たことを考えると自然の力の凄まじさを感じ
ます。 
 右の写真を見ると、空き地が街道沿いにあ
ることが分かります。 
 女川街道を走っていると、多くの空き地が
あります。 



 上の写真は、H23.3.18に中浦付近を撮影し
たものです。右の写真は、H28.4に同じ付近を
撮影したものです。 
 2枚の写真を見比べてみると、多くの建物が
なくなっているのが分かります。 
 また、4車線ある道路が震災から1週間経っ
ても川のようになっています。 
 浸水をした水が、すぐにひいた場所がある
一方、このように、なかなかひかなかった 
場所もあることが分かります。 【9】 

 ここまで、震災直後と現在の石巻市内の
写真を掲載してきました。 
 それぞれを見比べると、場所による被害
の違いを理解をしていただけることと思い
ます。 
 海から近い、川から近いなどだけでなく、
色々な影響があって、津波による甚大な 
被害があったことを理解することが出来る
と思います。 



 今回のレポートに掲載
した石巻市街地の写真を
撮影した概ねの場所を左
下地図に矢印（←）で示
しました。 
 写真の撮影場所と石巻
湾、旧北上川の場所を比
べていただくと、津波の
恐ろしさを実感していた
だけると思います。 
 もっともっと、見比べ
ていただきたい写真はあ
るのですが、次の機会を
待ちたいと思います。 

【1】内海橋 

【2】中瀬地区 

【3】石巻駅付近 

【4】石巻駅前道路 

【5】大街道東 
ファミリーマート付近 

【6】渡波町三丁目 
万石橋付近 

【7】門脇町四丁目 
旧門脇小付近 

【10】日和大橋 
【8】吉野町三丁目 

【9】中浦 



津波による浸水深の状況（河北・雄勝・北上） 

【12】下雄勝二丁目 

【11】下雄勝一丁目 

【13】 

 次のページ以降に掲載するのは、石巻市雄勝
町の写真と釣石神社(石巻市北上町)の写真です。 
 撮影している概ねの場所は、矢印（→）の示
しているところになります。 



 左の写真は、石巻市雄勝町下雄勝一丁目付近
をH23.3.30に撮影した写真です。下の写真は、
H28.4にほほ同じ場所を撮影した写真です。左
の写真を見ると、山の麓あたりまで津波被害が
あったことが伺えます。 

 また、手前に船が写っていることから、海に
あった船が陸地に揚げられた事が分かります。
下の写真からは、高台移転の場所が造成されつ
つあるのが分かります。 

石巻市雄勝町は、風光明媚であり、ホタテやカキの養殖
が盛んで、雄勝石の産地としても有名な場所です。 

雄勝石と呼ばれる天然石を使ってつくり続けられた雄勝
硯は、歴史的にも古く伊達政宗に献上されるなど著名人
に愛用されてきました。平成24年10月の「東京駅丸の内
駅舎保存復原」にも、この雄勝石天然スレート（石瓦
材）材が使われました。保存復原工事のために準備して
いた数多くのスレートは東日本大震災による津波にのま
れましたが、関係者の懸命の努力により、流された 

スレートを1枚1枚見つけ出し、そのうち使用可能な 

約15,000枚のスレートが東京駅の屋根に使われました。 

  



 上の写真のでは奥の方に雄勝病院がありま
した。 

 『海の見える病院 語られなかった「雄勝」
の真実』辰濃 哲郎著を読んでいただくと、東
日本大震災当日から何があったのかを理解す
る機会を得ることができると思います。 

 H28.3.9の新聞にも、雄勝病院で働いていた
方の御遺体が見つかったとの報道がありまし
た。 

 地元の警察署では、祥月命日に御遺体など
の捜索活動を続けています。 

 左の写真は、石巻市雄勝町下雄勝二丁目
付近をH23.3.12に撮影したものです。下の
写真は、H28.4にほほ同じ場所を撮影したも
のです。 

 上の写真では、津波被害による家屋の倒
壊などの状況が分かります。 

 下の写真では、高台移転の場所が造成さ
れつつあるのが分かります。 



 上の写真は、H23.1.1.(東日本大震災のあっ
た正月)に撮影されたものです。右の写真は、
H28.4に撮影したものです。 

 2枚の写真を見比べると、境内への続く階段
は崩れて新しく建設されたことが分かります
が、御神体の釣石には何の変化もありません。 

ここにも自然の力の不思議が感じられます。 

 石巻市北上町十三浜字追波に
ある釣石神社は、縁結び・夫婦
円満、子孫繁栄にご利益のある
神社です。 

 御神体の巨石が幾多の災害で
もビクともしないことから受験
の神様として有名で、合格祈願
に多くの参拝者が訪れています。 

 また、大漁祈願、萬年長寿の
祈願にもご利益があるとされて
います。 



 左の写真は、H21.7.31に撮影された
川開きの写真です。下の写真は、
H23.7.31(東日本大震災のあった年)の
川開きの写真です。 
 一昨年(H26年)から「孫兵衛船競漕」
が再開され、昨年(H27年)から、花火大
会が東日本大震災前の時のようになっ
たそうです。 
 川開きの2日間は、石巻市にこんなに
多くの人がいたのかということを実感 
する時季でもあります。 

 今年も7月31日(日)～8月1日(月)で石
巻川開き祭りが、開催されます。 

 掲載している写真のイベントだけで
なく、昼間のイベントもたくさんあり
ます。石巻では、川開き祭りが終わる
と秋を感じる時季となります。 

 石巻の夏から秋へと移ろう時季に、
是非、石巻へお越しください。 

お待ちしています。 

 詳細は、以下ＨＰをご覧ください。 

http://www.ishinomakikawabiraki.jp/ 

http://www.ishinomakikawabiraki.jp/
http://www.ishinomakikawabiraki.jp/


最後に！ 

 石巻市の復興状況等の具体
的なデータについては、石巻
市ＨＰ(以下アドレス）をご覧
ください。 

http://www.city.ishinomaki.
lg.jp/d0110/index.htmil 

 石巻市の生活で、見聞きし
たこと、感じたこと、考えた
ことを徒然のままに書いた雑
駁なレポートです。 

 また、このレポートに書い
てあることは、あくまでも私
の主観であり、客観性はあり
ません。 

 先日も、熊本県等を震源と
した大きな群発地震があり、
熊本県をはじめ九州地方に甚
大な被害がありました。 

 日本列島は地震列島であり、
地震災害とは日本列島に住ん
でいる限り無縁であることは
出来ません。 

 最後となりましたが、この
拙いレポートで東北(石巻市)復
興状況の一部でも感じていた
だけたら幸いです。また、レ
ポートを最後までご拝読して
いただいたことに感謝申し上
げます。 

 上の写真は、H28.4に日和山の桜の間から日和大橋を撮影したもので
す。日和大橋は、旧北上川河口に架かっている橋で、東日本大震災直後
は、津波で倒壊したと石巻市内で噂になっていたそうです。このレポー
トの写真を見ていただくだけでは、その噂がどうして広がったのか不思
議かもしれませんが、一度石巻市を訪れていただくとご理解いただける
と思います。 【１０】 

http://www.city.ishinomaki.lg.jp/d0110/index.htmil
http://www.city.ishinomaki.lg.jp/d0110/index.htmil

