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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こうと思います。 

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、被災者の生活支援、再建に関することを担当している生
活再建グループ、仮設住宅の解消・集約・供与に関することを担当している総務企画グループ、仮設住宅の施設管理・
移転調整・解体に関することを担当している仮設調整グループがあります。私は、仮設調整グループに所属し、今年度
は、仮設住宅の移転調整に関する事務を担当します。 

課の人数は31名で、内訳は石巻市職員 18名(正規職員11名 事業推進官1名 任期付職員5名 パート職員1名)、自治法派遣
職員 12名(宮城県1名 群馬県太田市 2名 東京都中央区 1名 神奈川県平塚市 1名 新潟県上越市 1名 京都府京都市 1名 兵庫
県 1名 香川県丸亀市 1名 佐賀県嬉野市1名 大分県玖珠町1名 東京都中野区1名)、復興専門支援員(復興庁採用)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、208名(平成29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185名(うち中野区から3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)23名です。 

上の写真は、表紙と同じ内海橋に津波が来る直前の様子を撮影したものです。次頁から連続写真となります。 
 

レポートパートⅠは、宮城県の四
季を4回経験して、石巻市での生活が
5年目になる吉田宗近が担当させてい
ただきます。 

 表紙の写真は、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り欄干を破壊し
た様子を平成23年3月14日に撮影した
ものです。 

 今回のレポートは、津波が来た様
子を撮影した2箇所の連続写真を見て
いただき、改めて津波被害を認識し
ていただくと共に、被災地に派遣さ
せていただいている私が、いろいろ
な場面で見たこと、聞いたこと、
知ったことを徒然なるままに報告さ
せて頂こうと思っています。 

  

① 



 ①と②の写真をくらべると、旧
北上川の河口から、津波の影響に
よりかなりの水が逆流してきて、
橋の下付近まで水位が上昇してい
ること、堤防付近でも水位があ
がってきていることがわかります。 

 また、②と③の写真をくらべる
と③の写真では、橋付近で、橋げ
たに逆流している水がぶつかり、
川面が大きく波打ってきている様
子がわかります。 

仕事で仮設住宅の集約に伴う仮設住宅
からの退去、仮設住宅間の移転の調査の
ための訪問にお伺いしていた時のことで
す。 

どんなきっかけで、その話になったの
かは、記憶に定かではないのですが、高
齢の女性の方から「津波から夫と逃げて
いて、一緒に津波に呑み込まれたが、気
が付くと自分だけが建物の屋根の上にい
て助かった」という話を聞きました。 

いろいろな場面で、津波体験を聞いて
きましたが、私にとっては、衝撃的な内
容の一つです。 

② 

③ 



 ④の写真では、旧北上川の河口か
ら逆流してきた水が、ついに内海橋
を越えてきていること、そして、堤
防を越えていることがわかります。 

 そして⑤の写真では、内海橋を逆
流してきた水が呑み込んだこと、堤
防を越えた水が、建物の屋根まで浸
水してきていることがわかります。 

 今年も、3月11日頃に東日本大震災
の特集番組が多く放映されていました。 

 今年の特集番組の中には、昭和22

年に公布された古い法律である災害救
助法が、現在の社会情勢では、多くの
矛盾を抱えていることをテーマに取り
上げたものがいくつかありました。 

 その矛盾は、震災から6年が経った
ことが原因ではなく、震災直後から
あったものがほとんどです。 

 日々の仕事の中で、被災地で働く私
たちもその矛盾向き合いながら仕事を
しています。 

④ 

⑤ 



さらに⑥の写真では、どんどんと水
位が上がってきて、内海橋があったこ
とさえわからない状況になっているこ
とがわかります。 

また、⑥と⑦の写真をくらべると⑦
の写真では、旧北上川河口付近、中瀬
で津波に呑み込まれて破壊された建物
等が上流にむけて押し流されて来てい
ることがわかります。 

昨年度末、震災当時に石巻市の部長
だった方が講師の「震災を経験して、
職員に伝えたい事」というテーマの勉
強会に参加した時のことです。 

「復旧は進んできているが、復興は
進んでいない」という講師の方の言葉
を聞いて、私がみている現状と講師の
方がみている現状が大きく違うことを
感じました。 

その方とは、仕事を一緒にする機会
があり、いろいろなことを教えていた
だいたことに感謝をしています。 

⑥ 

⑦ 



東日本大震災直後は、「家が津波
に流されて、着の身着のまま逃げて、
服が濡れているところに、雪が降って
きて大変だった」という内容の話を聞
きましたが、この連続写真をみていた
だくと、少しは、その時の状況を想像
できるのではないでしょうか。 

実際の状況を聞ける機会は、私も
ほとんどありません。それこそが、当
事の状況が、過酷だった証になるので
はないかと感じています。 

⑧の写真では、はっきりと住宅が
流されてきていること、水位も上
がってきていることがわかります。 

また、⑨の写真では、更に下流か
ら上流にむけて津波により破壊され
た大変多くの住宅等が流されている
様子がわかります。 

今までの連続写真をよく見ていた
だくと雪が降り出していることもわ
かります。 

⑧ 

⑨ 



都市基盤部 防災・都市安全分野 

東日本大震災復興広域協働担当 

 この頁からの連続写真は、東日本
震災直後、石巻市雄勝総合支所（当
時）から撮影をされたものです。 

 写真の左手側が、海になります。 

 ⑩の写真から津波の影響で水が押
し寄せてきて、徐々に道路が浸水し
てきている状況がわかります。 

 さらに、⑪の写真では、その浸水
がさらに増してきていることが分か
ります。 

 この津波の影響で、海の見えた多く
の場所で、高さ9mの防波堤の建設が進
んでいて、海の見えない風景が創られ
つつあります。 

 津波の恐怖体験から、防波堤建設を
望む声もありますが、その反対に慣れ
したしんだ海の見える風景がなくなる
ことで、防波堤建設に反対する声もあ
ります。 

 私は、どちらが正しいとは言えませ
んが・・・・。 

⑩ 

⑪ 



 ⑫の写真は、更に浸水の水位が上
がってきていること、家を押し流す
ほどの力あったことがわかります。 

 また、⑬の写真は、更に津波の影
響により、水位が上がってきている
こと、家を押しつぶすような強さで
あったことがわかります。 

 石巻市に自治法派遣で各自治体か
ら派遣されている職員数は年々減少
傾向（H27：210名 H28.：199名 
H29：185名）にあります。 

 派遣元の自治体は、東日本大震災
から6年が経過し、派遣を続けること
の困難さを感じていることと思いま
すが、被災地で働いている私からす
ると、石巻市の状況は、まだまだ人
手を必要とする状況から脱していな
いと感じています。 

⑫ 

⑬ 



 続いて⑭の写真は、更に水位が上
がり、自動車をはじめ、いろいろな
ものが流されてきている様子がわか
ります。 

 ⑮の写真では、津波の影響による
水位が、住宅の２階まで達してきて
いること、かなりのうねりなどを伴
う強い力で押し寄せてきていること
がわかります。 

東日本大震災から6年が経過して、
H29.4現在のプレハブ仮設住宅入居世
帯は、約2,000世帯（約4,500名）に
なっています。過去最大は、H24.6時
点の約7,100世帯（約17,000名）でし
た。 

現在の人数をどう感じるかは、いろ
いろな意見のあるところだと思います。 

プレハブ仮設住宅の解消に向けて、
日々仕事をしている私は、プレハブ仮
設住宅の解消はできたとしても、復興
については、まだまだ先だと感じてい
ます。  

⑭ 

⑮ 



 そして⑯の写真では、津波の影響に
より海の水面の高さが、建物の３階ま
で達していることがわかります。 

 この写真は、津波の凄まじさが理解
できる一枚だと言えます。 

 ⑰の写真（平成29年3月中旬撮影）
は、今まで見ていただいた⑩から⑯の
連続写真と同じ場所の現在の状況です。 

 震災から6年が経ちましたが・・・。 

 石巻市の半島部の復興状況は、多く
が⑰の写真と同じような状況です。 

 そのため、石巻市で組織改正により、
今年度から半島復興事業部を立ち上げ
ました。 

 この写真の右奥に盛土をして、かさ
上げ工事をしている場所があることが
わかると思います。 

 半島部の多くでこのような工事が行
われています。  

⑯ 

⑰ 



最後になりますが、連続写真では
ありませんが、震災当時と現在をみ
くらべるためのものです。 

左の写真は、H23.3.12に撮影され
ものです。市役所の西隣にあった市
営駐車場です。津波の影響による浸
水があったことがわかる写真です。 

下の写真が、現在の同じ場所を撮
影した写真になります。 

H28.8に石巻市立病院が移転、開
業しました。 

石巻市立病院も、東日本大震災以前
は、旧北上川河口付近にありました。 

津波の被害により、閉鎖をしなけれ
ばならなかった病院が、東日本大震災
から5年が経過して、再建することが
できました。 

再建場所については、いろいろな意
見があったと聞いています。 

このような現場をみると、少しずつ
ですが、石巻市の復旧も進んでいるの
かなと感じます。 



左と下の地図が、今まで掲載を
してきた写真が撮影されている場
所を示したものです。 

そのほかで、見ていただきたい
場所は、数多くあります。未だに
復旧さえもすすんでいない場所も
あれば、東日本大震災時の面影が
ないほど、復旧をしている場所も
あります。 

津波による浸水深の状況（河北・雄勝・北上） 

仙台銀行 

内海橋 

津波による浸水深の状況（石巻市街地） 

浸水区域の場所を地図でみてもら
うと、海からかなり遠い地域まで浸
水をしてます。 

自然災害の恐ろしさを感じること
ができる地図だと私は思っています。 

特に、石巻市で生活をしていると、
ここまで津波の影響による浸水が
あったのかと驚くこともしばしばあ
ります。 

中瀬 

石巻市立病院 

日和大橋 



右の写真は、神割崎、下の写真が日
和山公園から日和大橋を眺めた写真で
す。2か所共に石巻市の名所・旧跡に
なります。 

石巻市には、このほかに風光明媚な
名所・旧跡があります。 

東日本大震災への復興には、東北地
方へ観光に来ていただき、一時的なも
のとなりますが、流入人口を増やすこ
とが復興への一助となります。 

ぜひ、一度、石巻市を訪問していた
だけたらと思います。 

左の写真の日和大橋（旧北上川河
口にある橋）は、東日本大震災直後
は、津波により壊れたという噂が
あったそうです。 

左の写真は、東日本大震災以前の
写真なので、現在も、写真と同じ橋
があります。 

最初の内海橋の連続写真を見てい
ただくと、そのような噂があったこ
とも信じられる気がします。 



最後に！ 

 石巻市の復興状況等の客
観的・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.ishinomak
i.lg.jp/d0110/index.htmil 

 このレポートは、私が、
石巻市の4年間の生活で、見
聞きしたこと、感じたこと、
考えたことを徒然のままに
書いた雑駁なものになって
います。 

 また、このレポートに書
いていることは、あくまで
も私の主観であり、客観性
はありません。 

 東日本大震災の復興は、
まだまだ進んでいないのが
現状だと、私は考えていま
す。 

 最後となりましたが、こ
のレポートで東北(石巻市)の
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、東日本大震災以前に撮影をした金華山にある黄金山神社の本殿
です。 
 金華山は、前頁でも紹介した石巻市の名所・旧跡の一つであり、牡鹿半島の
突端に浮かぶ信仰の島で、三年続けてお参りをすると、一生お金に不自由しな
いといわれています。 
 金華山に行くと、未だに東日本大震災の生々しい爪あとをみることができま
す。私は、金華山に行った時に乗った船の船長さんから、東日本大震災の時に、
ちょうど金華山に向かう時で、津波警報を聞いて、沖合いに逃げることにより
津波から助かったという話を聞きました。 
 東北（石巻市）で生活する人にとっては、東日本大震災は、まだまだ日常生
活の中に生きています。 

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

