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隅半島西岸域の 3 地点は，いずれも，陸に向かって水深が急に浅くなるという特徴を有している． 
 また，図-6の場合，桜島北方沖で発生した後，南下した津波は，桜島北縁で反射し，北に向か

って伝播する．一方，図-7 の場合，隼人沖で発生した後，北上した津波は，隼人沿岸で反射し，

南に向かって伝播する．そして，図-8の竜ヶ水沖及び図-9の黒神町沖で津波が発生した場合には，

それぞれ，東方及び西方に，桜島に沿うように伝播していく津波成分が存在し，これらの成分の

最大水位が，比較的高くなっている． 
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1 はじめに 
東日本大震災の島毎被災・復興過程のデータの集積は、鹿児島県島嶼部(あるいは特定地

域)における被災から復興までのデータ管理マニアル整備につながる。しかし、島嶼域被災

データは、なかなか入手困難な状況が続いている。①まず被災「離島」は、全て「一部離

島:島以外も含む行政単位」で、役場も島外にある。各市町村データは常に現在進行形で更

新されていくが、その一部の限定された地域であるために、「収集」「作成」「集積」「開示」

のいずれも制約的にならざるを得ない。②離島振興法指定離島の場合は、1953 年の法施行

以来行政需要に対応した基礎データ集積に長い先例がある。その収集データは、人口動態・

社会・インフラ・医療・教育等の行政需要に限定したものではあるが、『全国離島統計年鑑』

として公)日本離島センターから公刊されている。いかに大災害と言えども、被災事実と復

興プロセスに関わる、総合的なデータの収集・作成・集積・開示が、個別離島ならびに県

単位(今回の被災離島は宮城県に限定される)で作成されるには、それだけの「行政需要が均

等に」無ければならない。つまり離島だけ特別という扱いには理由がいる。また③対応可

能な「内部体制」が確保できていなければならない。未曾有な大災害では、行政自体も被

災し、膨大・多次元・混乱(も一部常態化を余儀なくされる)の新行政需要と、深刻な人手不

足(一部専門職・技術系職員)の中で、「緊急事態」の長期継続が続いているなかでは、それ

ヘの対応も限定的にならざるを得ない。ただ、窓口は同法の指定により存在している。そ

こを通じての協力が可能である。④全国離島振興協議会(離島関係市町村が組織する団体)
ですら、個別市町村から最新の一部データを個別に収集して、季刊雑誌『しま』に掲載す

るという状態が続いている。その貴重な掲載ページの数も次第に限定的となっている。そ

れ自体も貴重なデータであるので、その整理集積も意義深い(本件データベースに追加する)。
⑤無論それは体系的かつ網羅的ではないので、新たな別次元での収集・作成・集積・開示

が必要である。幸い存分なご理解を得て、塩竈市・東松島市・石巻市・女川町・気仙沼市

から、追加資料の作成もいただき、現段階では必要条件を満たすものが得られた。 
依頼した内容・項目は次の通りである。電信文章と直接出向いて依頼し、電信・郵送で

いただいた。復興 3 年目という、常とは異なる更なる激務(まだ復興前段階に過ぎない)の中、

各課を横断した諸作業や、他部署・市役所以外の資料なども収集していただいた。また薩

摩川内市職員(元下甑村職員)で鹿児島大学大学院人文社会科学研究科地域政策学専攻島嶼

政策学コースの高野哲也氏にも、資料作成に当たり多大な協力を得た。合わせて、記して

感謝したい。ここでは 3 周年を迎えた時点での復興到達レベルのコメント等を加えた。 
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2 データ項目 
[調査対象地域]次の下記 5 自治体 11 島である。①離島振興法指定地域(寒風沢島・桂島・

野々島・朴島[塩竈市]、江ノ島・出島[女川町]、網地島・田代島[石巻市]、気仙沼大島[気仙

沼市])9 島。②指定外離島(金華山[石巻市] 宗教関係の島嶼で、一般の方の居住はない)、指

定外架橋島(宮戸島[東松島市])1 島。対象自治体ごとに若干内容で異なるところがあるので、

ここでは石巻市・塩竈市への依頼内容を掲記する。 
[データ対象期間] 
A 発災前データ(比較写真の収集も含む) 
B 被災状況データの再整理・作成(図面的データの収集も含む)、 
C 避難復旧復興プロセスデータの収集・整理(当面 2014 年 1 月末までのものを収集する)[2
月末、もしくは 3 月 11 日ものも可能であれば加える] 
[離島向け行政措置経緯] 
 発災以降の島嶼向け特別措置の経緯(時系列)。例:全島民引揚、航路対策、帰還前提措置、

仮設住宅、復興計画(架橋計画を含む)を巡る話し合い、原発事故避難訓練、各種事業開始と

進捗率等 
 島嶼部復興計画の柱・課題と未来展望 

離島特有の被災状況と減災に向けた教訓 
 (第 2 波以降対策、避難行動の制約、島の孤立化による支援活動、景観条例制約などと被

災状況、ライフライン回復の遅れの有無等) 
[基本的データ項目] 
A 被災基本データ(人・建物・インフラ・ライフライン・自然・文化財・経済的等被害など、 
主たる被災状況写真、被災全被災後写真、浸水域図と波高。津波・地震データ) 
B 避難・救助関連基礎データ 
(避難誘導、避難行動、救助救援行動、外部支援の状況、避難所とその推移)  
C インフラ状況時系列データ(ライフライン回復を含む)  
D 経済社会動向基礎データ(半年ごとの産業別復興状況/取組・雇用の回復状況等)  
E 人口動態 住民登録人口(発災前 2011 年 1-2 月～2014 年 1 月末, 男女別、年齢別、島内

地域別) と実際の人口の補足状況・方法と推移 
F 居住生活関連データ(仮設・居住等),  
G 仮設自治会等暫定的自治組織の有無と推移 
H 支援ネットワーク・被支援データとその動向  
 (海外支援や島に特に特化した NPO/NGO 活動・大学の機関等の有無) 
I 復興交流イベント・祭りの復活等 
J 被災地域情報発信(瓦版など)や、被災経験/記録作成活動等  
K その他離島での特筆すべき出来事の有無(例:白菜採種子の復活、学生演劇、復興酒米、

臨時渡船での祭りや正月参り、テレビロケなど) 
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[主たる報道・著作・地元発行資料・広報など] 
3 東日本大震災被災離島別データ(2014 年 2 月現在) 
 島別データの他、市町村全体の被災・復興データも、重要な比較データであり、復興にか

かわる総合施策・手順・進捗上の諸課題が浮き彫りにもなっているので、データベースに

加えることとした。2011 年 4 月下旬東京発仙台行の急行バス路線が復旧して以来、月一回

各島にはほぼ 2 か月に一回、被災地域全域を往復しており、経緯写真資料については自前

もので補うことができるが全てではない。必要に応じてデータベースに写真類も加えたい。 
(1) 気仙沼大島 
【気仙沼大島データ】数字はページ 以下{ }はページ数 

気仙沼市震災復興・企画部震災復興・企画課            
 ○東日本大震災に係る気仙沼市大島地区の状況（震災復興・企画課）         8{2} 
 ○観光客入込み数の推移（観光課）                                      10{1} 
 ○大島地区消防団員数の推移（危機管理課）                              11{1} 
 ○東日本大震災に係る気仙沼市大島地区の状況（大島出張所）              12{7} 
   ※手持ち資料として準備したものということで当方の責任(地方行政 

現役の関係者と協議の上)で再整理した。 
 ○大島架橋関係資料（三大唐本課・宮城県気仙沼土木事務所）              19{32} 
  被災後 7 年後の架橋が公表されたが、その後いくつかの修正が入った 
  その経緯と説明も貴重な内容であり掲載する 
 ○東日本大震災大島地区浸水マップ（大島地区振興協議会）               73{5} 

○[参考]気仙沼市の被災の状況[平成 26 年 1 月 24 日現在]             78{10} 
○[参考]復旧・復興事業の取り組み状況と課題[同 11 月 7 日現在]        88{54} 

 日本離島センター 
 (担当者からの示唆で、日本離島センターの協力を得て気仙沼での 

協議内容を得た) 
 ○全国離島振興推進員連絡委員会 [編] 若潮, 46, 2012 年 3 月            
    気仙沼大島意見交換会の記録     pp.102-119 

「震災の教訓を糧に防災対策の見直しを」(文責:全推連事務局)             142{18} 
    藤原隆仁 「宮城県の被災地を回って」pp.120-122                      152{3} 
 気仙沼大島については、避難所の掲示・回覧板物も大量に存在していた。また、日本財

団支援で、新聞的な配布物も刊行された。さらに住民の証言記録も地域内で刊行されてい

る。いずれも許可を得る手続きが必要であるが、いずれ記録としての保存が望まれるもの

である。支援記録でもあり被災生活記録でもある。また気仙沼市とその近辺の被災状況(前
後を含む)記録の写真集などが刊行されている。その中から気仙沼大島分を抜き出した資料

集も作成可能であるが、これは著作権上の許可手続きを必要とする。 
 気仙沼被災でトモダチ作戦が展開されたが、その時の交流は感動を呼んだ。またその後
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の交流も耳にした。一方世界的にも稀な「対岸の火渡海
と か い

」で、危機管理対応した事例も教

訓である。特に現場判断の重要性がある。ややもするとトップダウン判断待機で被害拡大

も招きかねない。その事例が福島原発危機現場と気仙沼大島にあった。またこの地では住

民と現地対策本部(公機関ではなく、自治組織的準公営)とでの摩擦が報道された。助力者へ

のお金の流れと借上げ宿泊施設割り振りなどで、手続き・決定の透明性、説明能力が問わ

れた。2014 年 3 月下旬段階では、田尻地区(海岸部は全住居被災)の坂上の地区で、土地造

成工事が始動している。もう一か所の造成箇所も場所が確定している(未着手)。工事自体の

進捗状況は、本土側(遅れている)とほぼ足並みをそろえている。 
(2) 出(いず)島・江(え)ノ島 

【出島・江島データ】女川町企画課 
○女川町出島の状況について(平成 25 年 10 月 21 日現在)              154{6} 
○出島集落・寺間集落両漁港被災写真                  160{3} 

    ○女川町江ノ島の状況について(平成 26 年  2 月 21 日現在)         163{2} 
○江ノ島被災写真                           165{1} 

  ○江ノ島有線放送再開 河北新報 2012年 10月 13日            166{1} 
    ○シーパル本土側埠頭被災写真                     167{2} 

○出島・江島パンフレット                          169 {1} 
 出島は死者・行方不明 25 名(出島地区 9 名、寺間地区 16 名)と、気仙沼大島 33 名に次ぐ

大被災地である。被災・全島民島外避難を契機として、小中学が閉校になった。子供の就

学環境は若い世代の住居建設・定住先に強い影響を及ぼしつつある。ただ養殖漁業をはじ

めとする水産業復興意欲は強い。女川原発を直前に控える場所でもあり、修学・避難・定

住先を巡って悩みが増え、架橋運動が改めて強い要望へと転化している。 
 2014 年 3 月現在で、出島集落と寺間集落の中間位置高台(小中学傍:現在の仮設住宅近傍)
にあったグランド用地で、宅地造成工事が道路舗装完了・鉄筋工事施工段階へとここでは

加速度的に進んでいる。本土側より早い展開である。しかしこれも当初は 2 集落近傍を主

張する意見が強かった中での、調整の結果である。またもともと始まっていた 2 集落を低

地(現在は丘越え)で結ぶ道路建設も、ほぼ貫通が終了し、次なる完成へと進みつつある。 
 江ノ島は、津波・地震死者ゼロであるにもかかわらず「東日本大震災最大の集落存続危

機域」化の段階を迎えつつある。3.11 段階では 101 名いたが、住民基本台帳で 2013 年 4
月 1 日現在で、77 名。何度か訪ねているがそのたびに現在島にいる人の数が大きく揺れて

いた。27 名というときもあれば、40 名ということもある。2014 年 3 月段階では 40 名か

ら 50 名の間で、当分はこの数字で定着し、あとは高齢化とともに減少する一方だろうとい

う。若者は 40 歳代後半独身男性。あとは高齢者のみ。 
 江ノ島は唯一『地震』被災での村落崩壊地ともいえる。経緯は重要である。全島避難の

間に、特に 4 月 7 日の余震が家屋を痛めた。偶然島人はその日島に来ていた。瓦礫を乗り

越えられず、いつもは使わない大謀網用港から上陸。各自宅応急修理をした。その後不在
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の交流も耳にした。一方世界的にも稀な「対岸の火渡海
と か い

」で、危機管理対応した事例も教

訓である。特に現場判断の重要性がある。ややもするとトップダウン判断待機で被害拡大

も招きかねない。その事例が福島原発危機現場と気仙沼大島にあった。またこの地では住

民と現地対策本部(公機関ではなく、自治組織的準公営)とでの摩擦が報道された。助力者へ

のお金の流れと借上げ宿泊施設割り振りなどで、手続き・決定の透明性、説明能力が問わ

れた。2014 年 3 月下旬段階では、田尻地区(海岸部は全住居被災)の坂上の地区で、土地造

成工事が始動している。もう一か所の造成箇所も場所が確定している(未着手)。工事自体の

進捗状況は、本土側(遅れている)とほぼ足並みをそろえている。 
(2) 出(いず)島・江(え)ノ島 

【出島・江島データ】女川町企画課 
○女川町出島の状況について(平成 25 年 10 月 21 日現在)              154{6} 
○出島集落・寺間集落両漁港被災写真                  160{3} 

    ○女川町江ノ島の状況について(平成 26 年  2 月 21 日現在)         163{2} 
○江ノ島被災写真                           165{1} 

  ○江ノ島有線放送再開 河北新報 2012年 10月 13日            166{1} 
    ○シーパル本土側埠頭被災写真                     167{2} 

○出島・江島パンフレット                          169 {1} 
 出島は死者・行方不明 25 名(出島地区 9 名、寺間地区 16 名)と、気仙沼大島 33 名に次ぐ

大被災地である。被災・全島民島外避難を契機として、小中学が閉校になった。子供の就

学環境は若い世代の住居建設・定住先に強い影響を及ぼしつつある。ただ養殖漁業をはじ

めとする水産業復興意欲は強い。女川原発を直前に控える場所でもあり、修学・避難・定

住先を巡って悩みが増え、架橋運動が改めて強い要望へと転化している。 
 2014 年 3 月現在で、出島集落と寺間集落の中間位置高台(小中学傍:現在の仮設住宅近傍)
にあったグランド用地で、宅地造成工事が道路舗装完了・鉄筋工事施工段階へとここでは

加速度的に進んでいる。本土側より早い展開である。しかしこれも当初は 2 集落近傍を主

張する意見が強かった中での、調整の結果である。またもともと始まっていた 2 集落を低

地(現在は丘越え)で結ぶ道路建設も、ほぼ貫通が終了し、次なる完成へと進みつつある。 
 江ノ島は、津波・地震死者ゼロであるにもかかわらず「東日本大震災最大の集落存続危

機域」化の段階を迎えつつある。3.11 段階では 101 名いたが、住民基本台帳で 2013 年 4
月 1 日現在で、77 名。何度か訪ねているがそのたびに現在島にいる人の数が大きく揺れて

いた。27 名というときもあれば、40 名ということもある。2014 年 3 月段階では 40 名か

ら 50 名の間で、当分はこの数字で定着し、あとは高齢化とともに減少する一方だろうとい

う。若者は 40 歳代後半独身男性。あとは高齢者のみ。 
 江ノ島は唯一『地震』被災での村落崩壊地ともいえる。経緯は重要である。全島避難の

間に、特に 4 月 7 日の余震が家屋を痛めた。偶然島人はその日島に来ていた。瓦礫を乗り

越えられず、いつもは使わない大謀網用港から上陸。各自宅応急修理をした。その後不在

中、瓦が落ち、ずれて雨漏りが酷かった。男手の無い家(女性独居老人宅)は、処置できてい

なかった。島を離れた間の余震禍で住めない家が一挙に増えた。海底送水が遮断され帰島

できない状態が続く。海水淡水化装置が臨時に設置(現在では海底送水が再開され、装置は

取り外されて水資源機構に返)され、帰島条件が一部整った。その頃訪問した時には、「大工

が来てくれない」「関係者や生協に頼んでも順番待ちすら無理」「いちばん早くて 10 月でも

どうなることか」という老女たちのあきらめ声も聞かれた。待ち期間の間に一挙に居住困

難家屋がさらに増えた。かつて見えなかった急坂の石段(1970 年代の写真と対比可能)が全

て海上から見えるほどの立体の空（から）空間が広がった。上から見ると、洋上のマチュ

ピチュ状態である。この島の未来可能性について心痛む。聞き取りでは持続可能意見を聞

かない。3 月大きな民宿の解体も個人的にしていた。最後まで再建・再開を考えていたのか

もしれない。本土側仮設住宅から本土側復興住宅にそのまま住む人が、相当数に上る見込

みという。また震災遺構で有名になった「江島会館」について、住民側の保存意欲はあま

り聞かれなかった。工学関係者が頻繁に訪ねていた遺構である。津波も水であり浮力が作

用して、基礎クイまで抜き去る事例として貴重である。無くなることでの「防災実感記憶」

装置喪失とその「教訓」機能低下に懸念が残る。 
(3) 田代島・網地島 

【田代島・網地島データ】石巻市復興政策部地域協働課 
○浸水域・住民基本台帳・避難所推移・仮設住宅               170 {1} 
○浸水域図面・拡大                           171{2} 

 ○離島情報について(平成 23 年 4 月 20 日現在)                              173{1} 
○離島情報について(平成 23 年 5 月 1 日現在)                               174{1} 
○離島情報について（平成 23 年 5 月 27 日現在）               175{1} 
○離島情報について(平成 23 年 7 月 11 日現在)                              176{1} 
○離島情報について(平成 23 年 8 月 1 日現在)                               177{1} 
○離島情報について(平成 23 年 12 月 28 日現在)                             178{1} 
○離島情報について(平成 24 年 1 月 20 日現在)                              179{1} 

  ○田代島被災状況写真                          180{2} 
  ○網地島被災状況写真                          182{3} 
 田代島・網地島共に仮設住宅が無いが、被害は軽くない。田代島の大泊集落の津波による

住居災害は規模の大きなものであった。一方仁斗田集落の漁業施設被害は大きかったが、

土地の高さで、住宅被害は小規模にとどまった。高齢者率の高い島にあって前者は I ター

ン若者複数と I ターン漁師民宿で希望が見えていた矢先で、その先行きが懸念されている。

猫相手の観光客が、情報ネットと漁師向け出資拠金で、その懸念に応えるべく動きが続い

ている。港湾工事を中心に着実な歩みが始まりかけている。 
 網地島も長渡(ふたわたし)と網地浜の 2 集落島。避難所にもなった島中央の私立医院が、

島民に安心感を与え、緊急時と避難時の物資・情報の支援基地として機能した。 
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網地浜の港の背後集落側も被災し、港の東側の住居・民宿域も被害のあった地域である。

高齢で住宅再建をあきらめていたり、遠洋漁業などで静かな老後を思っていたりする人た

ちと、I ターン者で地域再建への想いを強くしている人たちとの間で、認識ギャップが続い

ている。一方長渡は海岸低地部以外の被災は、地震系のものに限られている。女性消防団

員でもある海女たちが生活力を発揮して、購買部的市場を曜日で設け、宅配も始めたりし

て、地域に新しい流れが生まれつつある。 
(4) 金華山 

石巻市からは特段の資料提供は得られなかった。金華山黄金山神社ホームページに、震

災被害と津波光景などが掲載されている http://kinkasan.jp/document01。津波の波力・エ

ネルギーのすごさを写真のコマ送り的にとり続けたものは、科学的価値・防災教育的価値

がある貴重なものである。参拝者の経験談はさらにリアルである。「金華山 巨大津波の激

突～震源地に最も近い金華山での被災体験 3 東日本大震災に遭遇して 20」 
http://blogs.yahoo.co.jp/sakurai4391/34855141.html では、さらに被災後の被災地避難所

を各所経由して、関東の家にたどり着く経緯も、帰宅難民の旅行者バージョンとして、貴

重である。離島での災害時に、観光客も含めた避難所運営は、負担であるとともに、その

適切な対応は任務でもある。その是非は、「防災=人間の安全保障」を通じた、来島(全国土

の離島に於いても)者への「安心付与」ともかかわる。神社は正月参拝が信仰上重要で、復

旧前段階でも臨時船(海上タクシー)での渡船が決行され、地域の明るい話題となった。 
(5) 宮戸島 
 【宮戸島データ】東松島市立図書館・復興政策部復興政策課 
 ○データベース作成協力【回答】                     188{1} 
 ○3.11 大震災から 2 年 ～東松島市宮戸島の被害状況と復興への取り組み～ 

(東松島市縄文文化歴史資料館)                                       189{3} 
 ○宮戸のたから(自然・景観・歴史・文化)を活かしたまちづくり [記録集]      
   平成24年11月25日 (東松島市教育委員会)                       192{26} 
  ○島の災害履歴[宮戸の風土記] 石巻日日新聞平成 25 年 5 月 30 日      218{1} 
  ○「島の言い伝え、命救った 1142 年前の大津波 石碑建て継承」時事通信 
      平成 23 年 4 月 23 日                         219{1} 
  宮戸島は、奥松島の景勝地で月浜等の海水浴場などの傍に民宿が多く、海苔等の養殖業

も盛んな地である。架橋島としてまた近接地の運河伝い（野蒜は特に被害甚大であった）

からの余波でも被害を受けやすい構図の場所である。しかし周辺の地と異なり死者が少な

かった事態は周囲の関心を誘った。二ツ橋(2 つの津波がぶつかる姿を橋に見立てた)との地

名の地に貞観地震の石碑とされるものがある。それに従ったためとされている。その碑に

ついては諸説があり、正確な年代は不明ながらも、少なくとも貞観の石碑ではないとする

説が強まっている。 
 この地への水産系の支援は海外・国内の NGO からいち早い活動として展開されていた。
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網地浜の港の背後集落側も被災し、港の東側の住居・民宿域も被害のあった地域である。

高齢で住宅再建をあきらめていたり、遠洋漁業などで静かな老後を思っていたりする人た

ちと、I ターン者で地域再建への想いを強くしている人たちとの間で、認識ギャップが続い

ている。一方長渡は海岸低地部以外の被災は、地震系のものに限られている。女性消防団

員でもある海女たちが生活力を発揮して、購買部的市場を曜日で設け、宅配も始めたりし

て、地域に新しい流れが生まれつつある。 
(4) 金華山 

石巻市からは特段の資料提供は得られなかった。金華山黄金山神社ホームページに、震

災被害と津波光景などが掲載されている http://kinkasan.jp/document01。津波の波力・エ

ネルギーのすごさを写真のコマ送り的にとり続けたものは、科学的価値・防災教育的価値

がある貴重なものである。参拝者の経験談はさらにリアルである。「金華山 巨大津波の激

突～震源地に最も近い金華山での被災体験 3 東日本大震災に遭遇して 20」 
http://blogs.yahoo.co.jp/sakurai4391/34855141.html では、さらに被災後の被災地避難所

を各所経由して、関東の家にたどり着く経緯も、帰宅難民の旅行者バージョンとして、貴

重である。離島での災害時に、観光客も含めた避難所運営は、負担であるとともに、その

適切な対応は任務でもある。その是非は、「防災=人間の安全保障」を通じた、来島(全国土

の離島に於いても)者への「安心付与」ともかかわる。神社は正月参拝が信仰上重要で、復

旧前段階でも臨時船(海上タクシー)での渡船が決行され、地域の明るい話題となった。 
(5) 宮戸島 
 【宮戸島データ】東松島市立図書館・復興政策部復興政策課 
 ○データベース作成協力【回答】                     188{1} 
 ○3.11 大震災から 2 年 ～東松島市宮戸島の被害状況と復興への取り組み～ 

(東松島市縄文文化歴史資料館)                                       189{3} 
 ○宮戸のたから(自然・景観・歴史・文化)を活かしたまちづくり [記録集]      
   平成24年11月25日 (東松島市教育委員会)                       192{26} 
  ○島の災害履歴[宮戸の風土記] 石巻日日新聞平成 25 年 5 月 30 日      218{1} 
  ○「島の言い伝え、命救った 1142 年前の大津波 石碑建て継承」時事通信 
      平成 23 年 4 月 23 日                         219{1} 
  宮戸島は、奥松島の景勝地で月浜等の海水浴場などの傍に民宿が多く、海苔等の養殖業

も盛んな地である。架橋島としてまた近接地の運河伝い（野蒜は特に被害甚大であった）

からの余波でも被害を受けやすい構図の場所である。しかし周辺の地と異なり死者が少な

かった事態は周囲の関心を誘った。二ツ橋(2 つの津波がぶつかる姿を橋に見立てた)との地

名の地に貞観地震の石碑とされるものがある。それに従ったためとされている。その碑に

ついては諸説があり、正確な年代は不明ながらも、少なくとも貞観の石碑ではないとする

説が強まっている。 
 この地への水産系の支援は海外・国内の NGO からいち早い活動として展開されていた。

知名度も貢献したと思われる。浜傍の元の場所と、二ツ橋直近の浸水田に、大規模な嵩上

げ工事が始まり野蒜の県立松島自然の家フィールド部分が来る。三集落は高台に移転し、

その切土が用いられる。観光(海岸景観が地域経済にとり致命的な意味を持つ)・海苔加工(作
業距離と手順確保)等の地域産業の核を保持しつつ減災型防災策を講じている。 
(6) 浦戸諸島(桂島・野々島・寒風沢島・朴島) 

【浦戸諸島データ】塩竈市市民総務部政策課 
○塩竈市の被災・復旧状況(塩竈市災害対策本部)              220{6} 
  この資料は塩竈市全体ではあるが本土と浦戸(諸島)と区分したデータ処理が当初 

からなされている。被災内容の本土対比が参考値扱いではなく、直接比較できる。 
  ○浦戸諸島被災状況 島別集計表                     226{2} 
  ○浦戸諸島浸水エリア・被害状況                     228{6} 
 ○水産課所管施設の被害状況一覧                     234{3} 
  ○東日本大震災による塩竈市の被災状況(概況)               237{2} 
  ○行政区別人口・世帯数(平成 23 年 2 月 28 日/25 年 12 月 31 日現在)     239{2} 
  ○国勢調査小地域集計 年齢層・高齢者世帯内訳・産業別就業者       241{3} 
  ○応急仮設住宅利用状況等について(平成 23 年 11 月 2 日現在)        244{1} 

○第１回復興計画地区懇談会(平成 23 年 8 月)                 245{5} 
○第 2 回復興計画地区懇談会(平成 23 年 10 月)                            250{8} 
  懇談会では被災経緯と防災意識から復興についての要望に至る動向が 
 読み取れ貴重である。 
○離島漁港復旧事業実施計画図(野々島・寒風沢島)             258{2} 

 ○東日本大震災に対する塩竈市の対応状況[災害本部と総務部・市民生活部 
・健康福祉部・産業部・建設部・教育委員会・病院・水道部] 
 (平成 23 年 3 月 11 日から 12 月 18 日)                                 260{18} 
緊急時対応の部局別分掌関係とその動向を掌握できる 

○塩竈市震災復興計画策定に関わる市民意向調査報告書(平成 23 年 8 月)    278{53} 
  被災 5 か月の時点での被災者意識データである。 
 初期段階の意識は防災上・復興方針策定上極めて重要である。さらに次の段階に、アン

ケートがどう生かされるのか、また復興経緯の中で、意識がどう動き、それが後の計画見

直し・復興成果に影響を与えるものについてフォロー(懇談会や追加調査等)がいかになされ

て、事後評価に耐えられるものが想定されていくのか注視して読むべき初期資料である。 
 島別の動向では、【朴(ほう)島】では漂流瓦礫が牡蠣支柱にかかり、定期船の就航障害が

あり続けた。島民自身がボランティアで動かす小型船での桂島との間での物資・人の移送

が長期に及んだ。また石倉庫の倒壊は道路を遮断し、その重さ量の多さ(と島の高齢化)で除

去もできないでいたものを、自衛官から除去してもらった。津波被害で留守宅の一番奥の

民家での「共同生活」を始めたが、日頃の家族的親戚的人間関係が、それを自然に、すべ
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てを共有し生存を支え合う「共同」として実現していった。復興過程では寒風沢島の牡蠣

処理場の共同利用施設(朴 2+寒風沢 2 業者)として次なる展開に入った。一時 17 名になるな

ど、戸数人口とも被災前の 1/3 状態のなかでの、再生・復興プロセスの流れが続いている。 
 【桂島】の浜側低地集落の全壊は、防災林もなぎ倒してのものであった。不気味な木の

折れ続ける音が続いたことは、一定のエネルギー吸収作用もあった証と思われるが、流木

で被害も増した。小学校傍の高台ペンションは、外部(関東都会)にいる娘との交信で、救援

物資の調達に力を発揮し、それを隣接の島々にも分け与える事例も残した。現在小学側の

高台に向けて集落移転基礎工事が始まりつつある。 
 【寒風沢(さぶさわ)島】は、1960 年チリ沖地震津波と同一箇所の被災となり、被災集落

奥第一次避難所となった寺院直下の場所に、嵩上げして集落移転がなされる。隣の七が浜

市の工事残土が、大型クレーン船で運び続けられていた。この島の避難生活・被支援・復

旧・復興光景は、諸々諸次元で目立つものがあったので、これからも重点的な記録化を続

けていきたい。旧住宅域の公園化には反対者もいて、むしろ農地として利用する方が意義

深いとする。歴史・文化・産業遺産の島でもあるので、多次元配慮の展開を期待したい。

田圃の除塩・復旧過程で NPO が酒米として栽培したものが、清酒として成果も残した。 
 【野々島】は、小中学統合且つ本土側からの通勤児童生徒の受け入れもしている島で、

津波時の定期船での幸運も語り草になっている。陥没して池ができるほどの津波威力で住

居被害も大きかった。港湾陥没補修から嵩上げまでは目に見える変化であるが、災害復興

住宅がこの地域にふさわしく、生活拠点として違和感ない存在になる様な、先進事例(淡路

島郡家等)視察も事前に必要かもしれない。仙台の高校生が塩害に強い「仙台白菜」のこの

地での復活にボランティア活動で関わり、島の中学生が「白菜物語」で演劇をしたりして、

それが文化的盛り上がりにもなっている事例は、島民の小さな希望の火ともなっている。 
4 文献的資料データ編 
 各種ホームページ物の他に、公)日本離島センター(離島の属する県・市町村出資の離島振

興協議会が母体) 季刊『しま』情報は準公的でかつ重要なものである。被災市町もその構成

員である。同センターホームページにすべてが再掲されているわけでもないので改めてこ

こに掲載する。改めてまとめてみると、緊急事態から始まり連載が終了する 2013 年 9 月ま

での 2 年半の、全指定離島網羅的な事実確認データの価値の重さを改めて知ることになっ

た。許可を得てデータベースに加えさせていただいた。また市町担当者からも、そのデー

タで補完してもらいたい旨の指摘をいただいた。合わせて感謝したい。 
 日本離島センター『しま』掲載記事                  316    
№225  2011 年 4 月号 宮城県離島の地震津波災害 
 高野宏一郎 「宮城県離島の復興に多大なご支援を」            317(pp.16-17) 
 本誌編集部 「【緊急報告】宮城県離島の被災と復旧の概要」      319(pp.18-27) 
№226  2011 年 7 月号 宮城県離島の地震津波災害 
  写真小林恵・文本誌編集部                     331(pp.1-12) 
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深いとする。歴史・文化・産業遺産の島でもあるので、多次元配慮の展開を期待したい。

田圃の除塩・復旧過程で NPO が酒米として栽培したものが、清酒として成果も残した。 
 【野々島】は、小中学統合且つ本土側からの通勤児童生徒の受け入れもしている島で、

津波時の定期船での幸運も語り草になっている。陥没して池ができるほどの津波威力で住

居被害も大きかった。港湾陥没補修から嵩上げまでは目に見える変化であるが、災害復興

住宅がこの地域にふさわしく、生活拠点として違和感ない存在になる様な、先進事例(淡路

島郡家等)視察も事前に必要かもしれない。仙台の高校生が塩害に強い「仙台白菜」のこの

地での復活にボランティア活動で関わり、島の中学生が「白菜物語」で演劇をしたりして、

それが文化的盛り上がりにもなっている事例は、島民の小さな希望の火ともなっている。 
4 文献的資料データ編 
 各種ホームページ物の他に、公)日本離島センター(離島の属する県・市町村出資の離島振

興協議会が母体) 季刊『しま』情報は準公的でかつ重要なものである。被災市町もその構成

員である。同センターホームページにすべてが再掲されているわけでもないので改めてこ

こに掲載する。改めてまとめてみると、緊急事態から始まり連載が終了する 2013 年 9 月ま

での 2 年半の、全指定離島網羅的な事実確認データの価値の重さを改めて知ることになっ

た。許可を得てデータベースに加えさせていただいた。また市町担当者からも、そのデー

タで補完してもらいたい旨の指摘をいただいた。合わせて感謝したい。 
 日本離島センター『しま』掲載記事                  316    
№225  2011 年 4 月号 宮城県離島の地震津波災害 
 高野宏一郎 「宮城県離島の復興に多大なご支援を」            317(pp.16-17) 
 本誌編集部 「【緊急報告】宮城県離島の被災と復旧の概要」      319(pp.18-27) 
№226  2011 年 7 月号 宮城県離島の地震津波災害 
  写真小林恵・文本誌編集部                     331(pp.1-12) 

 本誌編集部 「【続報】宮城県離島の被災と復旧・復興の概況」    339(pp.14-21) 
 本誌編集部 「地震と津波で被災した島々の現場から」       347(pp.22-51) 
№227  2011 年 10 月号 宮城県離島 復旧・復興の概況 
  本誌編集部 「【続報】宮城県離島の復旧概況」                     389(pp.42-53) 
  瀬戸山玄  「気仙沼大島 家郷の再興を模索する人びと」     401(pp.54-64) 
  齋藤 潤  「塩竈市浦戸諸島 再開が進みつつある養殖業の現状」 412(pp.65-75) 
  本誌編集部 「石巻市網地島 島の生業を支える「小漁」の漁師たち 423(pp.76-83) 
  古賀 学  「石巻市田代島 いまこそ「観光」復興に向けた支援を」431(pp.84-93) 
  長野 章  「女川町出島・江島 漁業の再開に向け、まず最小限の施設復旧を」  
                                         441(pp.94-113) 
№228  2012 年 1 月号 宮城県離島の地震津波災害 
  本誌編集部 「【続報】宮城県離島の被災と復旧・復興の概況」       469(pp.24-26) 
№229  2012 年 3 月号 宮城県離島の地震津波災害 

本誌編集部 「【続報】宮城県離島の復旧・復興の概況」             473(pp.24-27) 
№230  2012 年 6 月号 宮城県離島の地震津波災害 

本誌編集部 「【続報】宮城県離島の復旧・復興の概況」             477(pp.24-27) 
№231  2012 年 9 月号 宮城県離島の地震津波災害 

本誌編集部 「【続報】宮城県離島の復旧・復興の概況」             481(pp.20-23) 
本誌編集部 「防災講演会を三重県の島々で開催」         485(pp.150-151) 

№232  2013 年 1 月号 宮城県離島の地震津波災害 
本誌編集部 「【続報】宮城県離島の復旧・復興の概況」            487(pp.24-27) 

№233  2013 年 3 月号 宮城県離島の地震津波災害 
本誌編集部 「【続報】宮城県離島の復旧・復興の概況」            491(pp.22-23) 

№234  2013 年 6 月号 宮城県離島の地震津波災害 
本誌編集部 「【続報】宮城県離島の復旧・復興の概況」            493(pp.24-25) 

№235  2013 年 9 月号 宮城県離島の地震津波災害 
本誌編集部 「【続報】宮城県離島の復旧・復興の概況」             495(pp.34-35) 

2014 年 1 月号からは掲載されなくなった(替わって伊豆大島災害が掲載されている) 
そのたびたびの人口の推移も追うことができる。№270 にみるように、特定の専門分野か

らの切り口も試みられている。興味深い取り組みとして被災離島(浦戸諸島の桂島)から派遣

されて、東海・南海トラフ大震災を懸念する、三重県の離島での被災体験講演会・勉強会

もなされている。①非常用に積み立てていた自治会予算、②役に立つ多発電機、③大変だ

った支援物資の受け入れ、④全員で送った(被害を受けなかったものもあえて含む)避難所生

活、⑤念頭に置いておきたい島の孤立が、体験に裏付けられ伝えられた、教訓であった。 
5 論文・論述データ 
 島を対象とした被災・復興関連論文は少ない。 
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○今瀬政司 「東日本大震災における「情報の流れ」と民間支援の実態から学ぶ教訓 
      （事例：発災直後の塩竈市浦戸諸島）」           497{15} 
       http://sicnpo.jp/saigai110311/imase-urado2012.pdf 

※日本ＮＰＯ学会・日本ＮＰＯセンター連携事業「東日本大震災における 
     民間支援の軌跡と動向調査」（タケダ・いのちくらし再生プログラム）2012 
○長嶋俊介「東日本大震災被災島嶼の 2 年半」日本島嶼学会 2013 年次大会要旨集 
○長嶋俊介「島嶼の津波被害とリスク管理—東日本大震災—」日本島嶼学会 2011 年次大会       
○長嶋俊介 会計検査資料「公共民の経営学・現場学」でも 2011 年 6 月号から 2014 年 4 

月号まで随時東日本大震災をとりあげてきた。必ずその時点での状況を意識 
的に取り上げつつ、防災・復興に役立つ学問的知見・学会の動向や現場学的 
他の事例も紹介してきた。                 512{207} 

      津波災害と観光、島の文化復興と津波災害・防災についても国際学会(韓国と 
インドネシア)豊島学会で発表した。質問も多く得た。一部まだ論文の形では

公表していないので後日データとして追加したいと思っている。 
6 おわりに 
 関係各位の協力を得て、現時点で収集可能なデータ資料は、可能な限り集められたもの

と自負している。ただこれは十分条件ではない。①島毎の再整理・再データ化が必要であ

る。②それには膨大な写真の整理も含めて、経緯を見やすくすることも必要になる。③島

毎・集落ごとの地区責任者や当事者性のある方に、改めてこれらデータを渡しつつ、プラ

イバシーも配慮しつつ、裏を取る取材的聞き取りも必要である。④分析的事実整理と展望

も、このデータ化の本来の目的である。研究協力者とあるいはチームとして取り組むべき

作業でありこれも急ぎたい。⑤気仙沼大島では架橋工事が本格化している。架橋ではどの

事例でも、島の社会変容が確実に起こるが、良い方向のみへの展開とは限らない。各地事

例も紹介しつつ島民と話し合う機会を少人数で持ったが、学会の協力も得て、本格的な紹

介機会も持ちたく思っている。⑥被災 3 年目にして復興途上で土地基盤造成作業が本格化

したに過ぎない。社会貢献的学問努力は多様な次元で求められている。とりわけ揺れる意

識への対応・再計画化へのヒント・触知困難 intangible なものも含めての認識、復興への

道筋サポート・・これらについて、なお側面支援を必要としている。被災者主人公の諸取

組に非力ながら協力できることがあれば、学問的資料作りや他地域事例紹介程度のことに

留まるかもしれないが、惜しみない協力を続けたい。 
改めて協力者各位の協力とご理解に、深く感謝申し上げます。 




