
                                     

 
中野区 経営室 経営分野  

東松島市派遣 諏訪 成子 

華麗なアクロバット飛行で有名なブルーインパルスを有

する航空自衛隊「松島基地」は、私が住む東松島市矢本駅

のすぐ近くにあります。 

 この松島基地も震災により、当日基地内に保有していた

航空機２８機全てが津波により甚大な被害を受けました。 

６年近くが経過し、航空機の駐機場や格納庫の高台化が

完成し、震災に強い基地として生まれ変わりました。 

【写真】平成２８年８月２８日 松島基地にて。 

震災で中止していた航空イベントが、 

「２０１６ 復興感謝イベント」と銘打ち、 

６年ぶりに開催された時のものです。 



 

 

 

◆念願叶い被災地へ◆ 
平成２３年３月１１日の発災後、いつかは被災地での仕事に従事したいと思い続けてきました。その 

念願が叶い、平成２８年度４月より宮城県東松島市に派遣され、早 1 年と４ヶ月が過ぎました。 

 

  ◆私の配属先◆ 
今もなお、多くの職員が復興関連業務に従事しています。私はそれにより職員が不足している部署、 

「市民課 保険年金班 後期高齢者医療担当」に配属されています。 

保険年金班の職員構成は、班長(市職員)、国民健康保険２名(市職員・派遣)、国民年金１名(再任用)、 

そして後期高齢者医療１名(私)の、計５名体制です。 

市の後期高齢対象者は約 5,300 人おり、前任者も派遣職員のため引継ぎ期間はありませんでしたが、 

持ち前の度胸で日々ポジティブに、高齢者の方々への安定した医療制度の提供に努めています。 

 

  ◆東松島市の人々に支えられ◆ 
初めて携わる仕事や業務量の多さに、当初は戸惑いも 

ありました。しかし、数々の困難を乗り越えてきた市職 

員、市民の皆様だからこその温かい心遣いに逆に支えら 

れ、感謝の気持ちを持ちながら、この与えられた貴重な 

時間を大切に毎日を過ごしています。 

 

≪このレポートでは、人も土地も食も、魅力のたくさん 

詰まった東松島市で過ごす、ある 1 日を紹介します。 

着実に復興へと向かう姿をご覧ください！≫ 

【東松島市の被害状況等】 

◆家屋被害 （26.9.1 現在罹災証明書発行を基に公表分） 

全壊・大規模半壊・半壊 … １１，０７４棟 

一部損壊 …………………  ３，５０６棟 

合 計 ……………………･ １４，５８０棟 

◆世帯数 …………………… １５，０８０世帯 （23.3.1 時点） 

◆流失・水没車両数 ……… 約１１，０００台 

◆死者・行方不明 （29.4.1 現在） 

死者（市民） ………………  １，１１０人 

行方不明者 ……………………… ２４人 

◆市街地の浸水率 ………… 約６５％（全国の被災地で最大） 

◆最大津波 ………………… 野蒜地区１０．３５ｍ 



 

 
 ◆午前８：００◆ ブルーインパルスの雄姿を見上げながら出勤 

                

【東松島市とは？】 

◆ 人    口 ： ４０，１８４ 人  （29.7.１時点） 

（震災前人口： ４３，２２５ 人  （23.3.１1 時点） 

◆ 世 帯 数 ： １５，５８５世帯 （29.7.１時点） 

◆ 市職員数 ： ３９９人 （29.4.1 時点） 

◆自治法派遣職員数： ６２人 （29.4.1 時点） 

◆ 面   積 : １０１．８６ ｋ㎡ 

◆ 年間平均気温 : １１．８℃ 

東松島市役所

朝の職場の窓から

代表的演目「バーティカル・キューピッド」を

練習する松島基地所属ブルーインパルス。 

ハートに矢が突き抜けているのがわかりま

すか？ こんな光景がここでは日常的に見ら

れます。まさに、航空ファンの聖地！ 

次々繰り広げられるアクロバティックなその

姿を一度目にすれば、たちまちブルーの虜に

なってしまうことでしょう。市の誇るこのブル

ーの雄姿をぜひ観にいらしてください。 

毎朝８：２５、職員は起立して市民憲章

を声高らかに朗読します。 

さぁ、１日の始まりです！ 
【奇跡のブルーとは？】 

震災による津波で、基地内全ての航空機が壊

滅的被害を受けました。そんな中、震災当日、

ブルーインパルス８機は、九州新幹線全線開業

の祝賀飛行のため、松島基地を離れており、唯

一奇跡的に難を逃れたのです！ 

ブルーインパルスの機体は九州へ残したま

ま、隊員だけが帰還し、復旧活動の力となって

くれました。 

ブルーの格納庫は、４ｍかさ上げされた敷地

に移動され、機体は２０１３年、松島基地へ無

事帰還しました。 



 
  ◆午後１２：００◆ 地場産品の出張販売で昼食       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【昼の出張販売とは？】 

市役所内に食堂はなく、周辺にも中野区のようなランチのお店もほ

とんどありません。しかし昼になると左写真以外に、市のアンテナシ

ョップ「まちんど」（左下参照）から、お弁当の他、東松島市特産品

の海苔、牡蠣、アサリ、ブルーインパルスグッズなどが、市役所ロビ

ー周辺に並びます。（※現在、出張一時休止中） 

震災では多くの田畑が浸水し、海苔や牡蠣の水産業者も甚大な被害

を受けました。そんな中、諦めず、立ち上がり、並々ならぬ努力の末、

こうしてまた美味しい食材を届けてくれているのです。 

「あんてなしょっぷ まちんど」は矢本駅近くと大

曲の市内２店舗 （※現在１店舗に集約）。 

その大曲地区には海苔で有名な大曲浜があり、

津波で壊滅的被害を受けました。  

「まちんど」のスローガンは、 

『海の人も里の人も街の人も未来に光を届けたい』

市役所ロビー 
毎週月曜は、地域活性化施設

「Ｈａｒａｐｐａ」のパン、お弁当、地

元産野菜等の出張販売の日。 

※「Ｈａｒａｐｐａ」は、地場産品の販

売を通じ、地域産業や経済およ

びコミュニティの活性化を目指し

た地域のための場所として、昨年

４月にオープンしました。 

大曲に設置されていた仮設の 

「あんてなしょっぷ まちんど」 

（※今年４月に移転） 

【大曲浜とは？】 

◆位置：大曲地区内、南は太平洋、東は石

巻市に面する 

◆人口：震災前、約１､５００人。 

（現在、災害危険区域に指定） 

◆死者･行方不明者：２８０人以上 

◆津波：浸水高５.７７ｍ 

 

・２０軒の漁師所有の漁船約１５０艘中、

残ったのはわずか２艘。 

・大曲地区全体の人口は、約７､０００人。 

・大曲浜は、震災前６年連続で皇室献上海

苔に選出された日本を代表する上質海苔

の産地。震災時、新海苔の収穫最盛期だっ

た浜は壊滅するも、２０１６年、再び皇室

献上の浜に復活しました。 

震災当時の大曲浜

市のホームページより 



 

◆午後１２：３０◆ 昼休みを利用し地域で買物                
 

【ステッチガールズとは？】 

 デンマークの伝統刺繍クロスステ

ッチで東松島に新しい産業と被災者

の生きがい、雇用をと、タレントの

岡田美里さんが市の女性に呼びか

け、復興に頑張る女性７０名以上の

メンバーで「東松島ステッチガール

ズ」を結成。商品の制作をし、この

仮設店舗の他、ネットでも販売をし

ています。 

そのかわいい製品は、昨年１０月

の「東北復興大祭典なかの」でも大

好評でした。 

矢本運動公園内復興仮設店舗 

「みうら水産」 

魚の鮮度と種類の多

さ、きめ細かいサービス

で、スーパーとの差別化

を意識した地域密着型人

気店。 

当初魚のみの販売でし

たが、仮設住民からの要

望で、野菜や菓子、惣菜

もたくさん並び、住民の生

活を支えています。 

「ステッチガールズ」 

刺繍のクロスステッチを使

ったかわいらしい作品が多数

売られています。 

店舗内にはカフェもあり、ガ

ールズさん達による制作風景

を見ることができます。 

「ステッチガールズ」店内

ちょうど指導にいらして 

いた岡田美里さん。 

矢本運動公園 仮設住宅 

【矢本運動公園応急仮設住宅】 
平成 29 年 7 月 21 日現在 

◆建設戸数…393 戸 

◆入居戸数…10 戸 

◆入居者数…24 人 

（◇市内仮設住宅総計…1848 戸） 

（◇市内仮設住宅入居率…9.2％） 



 

◆午後１：００◆ 市主催の「防災拠点備蓄基地」視察研修に参加                

【防災拠点備蓄基地とは？】 
東松島市では、震災後約３日間支援物資が届

かなかった経験から、全市民の３日分の食料・

飲料水等の備蓄のため、平成２６年５月、大型

備蓄倉庫である「防災拠点備蓄基地」を鷹木の

森運動公園内に建設しました。 

「復興 絆 管理事務所」が管理を任され、市

の備蓄品の約半数を備蓄。(残りの半数は、市内

２４箇所の避難所となりうる施設で備蓄) 
 

◆総工費…約 2 億 2,000 円 

◆施設規模…約 1,500 ㎡ 

◆備蓄基地での主な量(市の備蓄品の約半数) 

 食料…8 万 7,000 食 

 飲料水…8 万 7,000 リットル 

 簡易トイレ…3,700 個 

 ガソリン携帯缶…20Ｌ×52 個 

 毛布…10,900 枚（防虫、防カビのため真空パ

ック個包装） 

【「復興 絆 管理事務所」とは？】 
震災時、７００ｔ以上集まった支援物資の保管を、市は佐川急便(株)に委託。平成２８

年３月に管理業務満了を迎えると同時に、「復興 絆 管理事務所」として東松島市と独立し

た事業契約を結びました。 

今回見学した備蓄基地は、以下のように民間物流会社のノウハウがあらゆる所に生かされ

た理想的な倉庫でした。その整然としたあまりの美しさにただただ見とれてしまいました。 

 

◆「フォークリフト」…倉庫内物資の運搬は、充電式バッテリー動力の静音フォークリフ

ト。排気ガスの心配なし。充電用発電機も完備。 

 

◆「ラック」…物資保管のラックは、コンパクトに重ね畳められる移動式ラックと固定式

を併用。ラックのサイズを変えられ、どちらも１ラック２ｔまで積載可能。 

 

◆「梱包」…保管用ダンボールを、破損や潰れ、湿気から守るため、箱の内部をダンボー

ル片で二重構造にし、さらにＰＰバンドを巻く位置にダンボールを当てて、

梱包機でバンドを巻いています。 

 

◆「ストレッチフィルム」…保管箱の移動、積み下ろし、地震時の揺れ等の荷崩れ防止や

ホコリ防止のため、１０～数１０箱をフィルムで包んでひと

塊にしています。 

 

◆「管理ラベル」…誰が見ても、「どこに・何が・どのくらい」あるのかが明確であるよう

全ての箱へ内容物のラベル表記がされ、全体のレイアウト表、内容物

の写真、現在の在庫数について、各ラックの至る所に整然と掲示され

ています。 

 

◆「配布物」…「サイズ、性別、年代、季節別」に、「衣服・下着・靴下・歯ブラシ等の日

用品」がセットになって袋詰めされています。また、アレルギーの有無ご

との食料も用意。これにより、家族単位での配布が容易になります。 

 

◆「データ化」…現在、全ての物資のバーコード管理が進められているとのこと。 



 
◆午後６：００◆ 野蒜駅イルミネーション鑑賞（※ 29.3.31 点灯終了）       

 

 

 

 

     

【野蒜駅のイルミネーションとは？】 

壊滅的被害を受けた野蒜地区。その高台の防災

集団移転地として整備された野蒜ヶ丘地区に、

2015 年 5 月 10 日から新野蒜駅が営業再開。昨

年 11 月には観光物産交流センターもオープン。 

11 月 20 日～3 月 31 日まで、「こころをつなぐ

１万人のメッセージ『希望の虹』」と題し、１万

人が書いたメッセージプレートを組込んだ太陽

光エネルギーで発電する１万個のＬＥＤエコラ

ンタンが色鮮やかに灯されました。 

地域おこし協力隊と地元住民の皆様により、約

半年間かけて組み立て、設置されました。 

感謝、復興、希望など、さまざまな思いの詰ま

ったあたたかなイルミネーションです。 

高台移転した野蒜駅とイルミネーション

市のマスコットキ

ャラクター「イートく

ん」の顔もあります。 

まちの未来を優し

く照らす、復興支援

へ感謝を込めた光

は、この冬市民の心

をあたたかく包んで

くれました。 

現在の旧野蒜駅舎

震災時の旧野蒜駅舎 

震災遺構として保存されている 

旧野蒜駅プラットフォーム 

【野蒜地区の被害】 

◆死者･行方不明者： 

地区居住者約 2,530 人中

320 人以上（地区居住者の

約 13％） 

◆全半壊家屋：約 2,060 棟

◆津波：最大 10.35ｍ 

昨年１０月１日、旧

駅舎を改修し「震災

復興伝承館」がオ

ープン。 

津波浸水時の水面痕が

生々しく残る駅名標 

浸水高 3.7ｍの表示

 
遠く高台に見える 

新しい野蒜駅 



 
◆午後７：００◆ 帰宅して夕食               

「よつばファーム」や「アルコバレーノフ

ァーム」の色鮮やかな夏野菜カーボロネ

ロ（黒キャベツ）、スイートパレルモ（パプリ

カ）、麗夏やパルト（トマト）等々、買うのは

もっぱら地元野菜のみ。   

地元の野菜農家さんが震災に負けず、

逞しく復活し、丹精込めて作る野菜は、安

く新鮮で、素材の旨味が凝縮された絶品

な美味しさです。 

 

【よつばファームとは？】 
時速 200 ㎞の津波が襲った、海から 1.5 ㎞の牛網地区に位置。

津波被災から立ち直れぬ地域全体の農業再生のため、震災翌年、

農業生産法人を設立。新規就労者の育成、農業を通した新しい

観光、地域コミュニティの再構築を目標に東松島野菜のブラン

ド化や各種イベント開催等、多くの挑戦をし続けている農園。 

各種野菜の他、大人気の「パクチードレッシング」などの野

菜加工品等、ネット販売も大好評。ぜひとも一度お試しあれ！ 

 

【アルコバレーノファームとは？】 
東松島市大塩地区と石巻市（本社）の農場。イタリア野菜、

お米、ハーブを生産し、農業を通じてできることを追求する農

業生産法人。被災によりコミュニティの崩壊した独居高齢者か

らの「もう一度庭いじりや家庭菜園を楽しみたい、友達を作り

たい」の声に応え、雇用支援と失われたコミュニティ再生、生

きがい創りの場を提供。 

イタリア野菜を作るのは、伊達政宗の家臣支倉常長がイタリ

アのローマ法王謁見のため、石巻市牡鹿半島より出航したこと

などによります。宮城県とローマは友好姉妹県。 

【牡蠣】 
東松島は全国の種牡蠣を

生産する日本一の牡蠣産地。

殻付き牡蠣の調理は、なかな

か家庭ではしませんが、市唯

一の牡蠣小屋「海鮮堂」が旧

野蒜駅近くにあります。 

開店わずか２カ月後、震災

で被災。復興まちづくり支援

事業に認定され、現在元気に

営業中です。 

 

【せり鍋】 
味付けは、「高砂長寿味噌

本舗」の『せり鍋の素』がオ

ススメです。 

高砂長寿味噌は、石巻市の

本社が津波で操業不能とな

り、東松島市の工場に本社機

能を移しています。 

しゃきしゃきと根っこご

と食べる仙台せりは、やみつ

きの美味さです。 

地元野菜で調理中

秋から夏まで楽しめる焼牡蠣

仙台名物せり鍋

帆立の貝殻で牡蠣を育成中 



  
 

◆さらなる復興へと◆ 

現在、市内の防災集団移転先には真新しい家が次々と建ち並び、市内応急仮設住宅の入居率は１０％を 

切りました。今回紹介させていただいたように、これまで水産業や農業を営んでいた方々は、浸水、流出 

した農地や漁場を年月をかけて整備し、試行錯誤を重ねながら奮闘の日々を送り、以前のような全国に誇 

れる牡蠣や海苔、農作物を再び提供できるまでになりました。 

とはいえ、復興と呼ぶにはまだまだ道半ば。長く住み慣れた土地、家族同然の付き合いだった住民達と 

離れ、新たな土地でスタートを切る方々にとって、失われてしまったコミュニティーの再生や心の復興な 

ど、これから時間をかけて取り組まなければならない深刻な問題がまだまだ数多く存在します。 

 

◆観光のススメ◆ 

県内外からの集客が可能だった美しい野蒜海岸は壊滅的被害を受けました。しかし現在、海水浴場の再 

開に向け、海岸周辺は急ピッチで整備が行われています。以前の賑わいが戻る日も、そう遠くはないでしょう。 

また、東松島市には「しま山１００選」の宮戸島の『大高森（105ｍ）』や、日本三大渓『嵯峨渓』を小 

さなお座敷船で巡るスリル満点の遊覧船など、日本を代表するたくさんの観どころ、遊びどころがあります。 

さらには、全国に流通する種牡蠣の多くを生産する日本を代表する良質な『牡蠣』、皇室献上浜で収穫す 

る海苔を練り込んだ『のりうどん』のほか、東松島市で生み出された『縮みホウレン草』を始めとする季 

節ごとの野菜や、それらを使用したお菓子や加工品など、全国に誇れる食べ物もたくさんあります。 

微力ながら、東松島市観光大使のひとりとして、今後もこの東松島市を一人でも多くの方に知ってもら 

えるよう、継続して現地案内役を務め、また、中野区へ戻った以降も生涯に渡り、東松島市との関わりを 

継続していく思いでおります。 

   

東松島市で過ごす１日を体感いただけましたか？ 

ぜひとも一度足をお運びいただき、実際に味わい、観て、感じて、

復興中の今を記憶に留める貴重な時間を過ごしに来てください。 

【写真】 28.12.3 「サンタをさがせ！」 中野区からのボランティアとして参加。市のマスコット「イートくん・イーナちゃん」と。 


