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１ はじめに（道路視察報告書の作成に当たって） 

              古川公毅   道路視察団長 
                       首都道路協議会副会長 
                    株式会社 IHIインフラシステム 
 
 2018年 6月 21日、22日の道路視察に 25名の参加を頂いた。参加者有志に
よる報告書を首都高速道路協議会のホームページに掲載するものである。 
 東日本大地震の被災地の復旧・復興の取組みに関する首都道路協議会の道路

視察は、2011年 6月、2013年 6月に続いて、今回が 3回目である。 
 今回の道路視察の目的は、2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大地震と大津
波による被災後 7 年を経て、宮城県気仙沼市、南三陸町及び岩手県陸前高田市
の被災地域における復旧・復興の進行状況と課題及び国土交通省東北整備局に

よる国道 45号線の復旧と「三陸沿岸道路」の建設状況を把握し、東京の今後の
震災対策に役立てることである。 
 まず気付いたことは、がれきの山が姿を消していることだ。5年前にはあちら
こちらにうず高く残っていたが、今回は、全くと言っていいほど目につかない。

国を挙げて、がれき処理の大きな取り組みが行われたことを実感した。 
 また、基盤整備事業、とりわけ、防潮堤の建設、地盤の嵩上げと道路の盤上げ

を伴う土地区画整理事業などが大きく進展していることを目の当たりにした。 
 第一日目は、気仙沼市建設部が視察全行程を対応して下さった。市庁舎に近い

魚町・南町地区区画整理事業の状況を建物屋上から見て、L1レベルの津波対応
の防潮堤が建設され、地盤が嵩上げされて防潮堤が目立たない工夫がされてい

る様子が確認できた。また鹿折地区区画整理事業、南気仙沼地区区画整理事業に

ついても前回視察時から地盤の嵩上げが大きく進展していることが確認できた。

前回残っていた JR鹿折唐桑駅付近の第 18共徳丸は解体されていた。 
 南気仙沼地区の下水道の建物の、蹴上げの高い外階段を 5 階まで上るのは大
変だったが、屋上から眺めた「気仙沼大島大橋」のアーチ橋の遠景と、水産加工

施設用地等の復興状況の近景は圧巻であった。 
 高台移転の長磯浜地区防災集団移転団地 64区画は、3年前に入居の落ち着い
た佇まいで、震災前のコミュニテーがそのままに守られているとのことだ。 
 宮城県気仙沼土木事務所にご案内頂いた、南三陸町に近い気仙沼市南部の、外

海に面する中島海岸防潮堤は、被災前より 200m陸側に設定された T.P14.7mの
三面張りの堤体の規模の大きさを実感できた。 
 第二日目は、東北地方整備局仙台河川国道事務所副所長の遠藤様がバスに同

乗し、二日目の視察全行程をご案内下さった。 



2 
 

 南三陸町の志津川地区では、南三陸町のご案内で、津波と同じ高さに作られた

「見晴台」に上り、L1レベルの津波対応の、T.P.8.7mの防潮堤の完成を確認し、 
振り返って、嵩上げの盛土工事が進む南三陸町の志津川地区を臨んだ。 
あの「防災庁舎」跡の鉄骨は、整備中の震災復興祈念公園の中に 10年間保存
し、その期間に取り扱いを議論するとのことで、周辺の高盛土に埋もれながらも、

その姿を見ることができた。もうもうと盛土工事の土埃が立っていた。 
 南三陸町の復興をけん引した「さんさん商店街」と「ハマーレ歌津」の仮設店

舗は、それぞれ国道 45 号線沿いに本移転し、2017 年にオープンしている状況
を、（株）「南三陸まちづくり未来」からご説明を受け、買物をした。 
 国道 45号線の「歌津大橋」は、下部工が終わり、上部工工事中であった。 
架設が終わった BRTのトラス橋は見た目には、鉄道仕様である。 

 工事中の「三陸沿岸道路」の「柳沢川橋」、「津谷川橋」、「本吉 IC」をそれぞ
れ見せていただいた。津波の届かない山の中腹などに建設中である。 
 また、「三陸沿岸道路」の完成区間の一部を通行した。無料である。 
 さらに、「三陸沿岸道路」の「気仙沼湾横断橋」の３径間連続鋼斜張橋の巨大

な水中橋脚工事を見せていただいた。救命具を装着して三班に分かれて小型船

舶に分乗し、鋼管矢板井筒橋脚の周りを数回巡った。大型のコンクリートプラン

ト船や、大型クレーン船あるいは作業用小型船舶がいずれも「大阪」の船籍であ

るとの説明に驚いた。復興工事に全国動員がかかっていると実感した。 
 視察日程の 後は、陸前高田市である。国道 45号線の「気仙大橋」の架替工
事を車中から見て、東北国営公園事務所長の武藤様から「奇跡の一本松」で「高

田松原津波復興祈念公園」の構想の説明を頂き、「道の駅・高田松原」の震災遺

構の展望階段 上階から陸前高田市の復興工事の全景を見た。 
 防潮堤が出来上がってきており、地盤の嵩上げ工事が 盛期を迎えている状

況を見ることができた。広大な広がりに比して、稼働している建設重機の少なさ

が気がかりであった。地盤の嵩上げが完了するまでには、まだまだ時間を要する

のではないか。 
 今回の視察を通じて、過去二回の道路視察時と比べて、基盤整備面での大きな

進展が思っていた以上であった。しかし、陸前高田市にみるように、まだ大きな

課題が残されている。これからが復旧・復興の正念場であると実感した。 
 お忙しい中、懇切にご案内、ご説明頂いた東北地方整備局、宮城県、気仙沼市、

南三陸町ほか関係機関の皆様に改めて感謝申し上げます。 
 強行スケジュールであったにも拘らず、熱心にご視察いただいた参加者に敬

意を表します。また、送り出して頂いた会員各社・各機関にお礼申し上げます。 
 後に、道路視察の事前調整と円滑な実施に当った首都道路協議会事務局長

牧野義雄氏の尽力に感謝し、事務局の角田章三氏の協力を労います。 
                   （2018年 7月 1日記） 
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２ 道路視察行程と参加メンバー 

 一般社団法人首都道路協議会 事務局長 牧野義雄 
 
 平成３０年度の道路視察については、副会長の古川公毅視察団団長のもと、平成

３０年６月２１日（木）～２２日（金）に１泊２日の日程で実施しました。視察先

は、東日本大震災の東北被災地で、これは平成２３年、同２５年に続き、３回目と

なります。コースは前回、平成２５年のコースと似ていますが、１日目に気仙沼市、

２日目に東北地方整備局で整備中の三陸沿岸道路（国道４５号のバイパス）を中心

に視察をしました。 
梅雨の最中ですが初日、２日目とも天気に恵まれ、参加者の皆さんの報告書にあ

るように大変、有意義な視察となりました。 
  
初日の６月２１日は東北新幹線で東京駅を発ち、一ノ関駅で下車、チャーターし

たバスに乗り換え気仙沼市へ向かいました。余談ですが、このバスは新車だそうで、

新車の匂いがプンプン。非常に快適な視察を行うことができました。 
１時間半ほどかけて、気仙沼市へ到着。サメの博物館や市場のあるシャークミュ

ージアムという施設へで昼食をとります。午後１時に気仙沼市役所へ向かいます。

市役所の建設部の職員の出迎えをいただき、建設部計画・調整課の伊東課長さんの

概要説明を聞きました。前回も気仙沼市の現場を見せていただいたので、説明と資

料上から事業が進捗している印象を持ちました。 
計画・調整課企画調整係長の阿部さんと同係の畠山さんのご案内で、現地の視察

に出かけます。最初は、区画整理事業地の視察なので、土地区画整理室長の佐藤さ

んの説明を受けました。港に近い魚町・南町地区の区画整理はだいぶ事業が進んで

いて、一部商業ビルや船の待合所の建設も進んでいます。防潮堤は、ＴＰ＋4.1mの
計画ですが、フラップゲート式防潮堤の採用や後背地の盛り土、防潮堤に沿って商

業施設を配置したりいろいろと工夫して圧迫感を緩和しているそうです。鹿折地区

は前回、平成２５年度の視察のときには、盛土工事が始まったばかりだったのです

が、現在は工事的にはほとんど完了に近い印象です。ここは商業・工場系の計画で

すが、建物の建設はこれからという状況です。 
次いで、下水道課の５階に上り南気仙沼地区を中心に復興現場を俯瞰します。気

仙沼湾や明日視察予定の気仙沼湾横断橋の橋脚も見えました。事業は確実に進捗し

ているけれど、街が真に復興を遂げるにはもう少し時間がかかると思われました。 
それからいわゆる高台移転事業の現状も見せていただきたいと特別にお願いをし

ていたのですが、長磯浜防集団地の視察をしました。ここは６４区画の移転が完了

している地区で、公営住宅も建てられています。既に住民の方がお住まいのため静
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かに見せていただきました。ここは近くの場所からの移転とのことで、山を削り市

街地から遠い場所への移転した印象はありません。落ち着いた住宅地の感じです。

ちなみに、意外なことに防集団地の事業は、市としてほとんど（９９％）終了して

いるとのことです。 
２１日の最後は、中島海岸（小泉地区）の防潮堤工事の現場を視察しました。防

潮堤工事は、宮城県が施行しているもので、気仙沼土木事務所技術次長（班長）の

坂下さんと技師の金田さんに説明をしていただきました。中島海岸は、高さ２０ｍ

を超える大津波が押し寄せ、津谷川に沿って甚大な被害があった場所で、津波によ

って海岸がえぐられ海岸線が２００ｍも後退しました。現在、ＴＰ＋１４．７ｍの

高さで防潮堤が建設されています。防潮堤は緩傾斜型で防潮堤の幅は９０ｍにも及

びます。堤防に沿って気仙沼市施行で嵩上げした駐車場施設も建設中で、もとは海

水浴場であった中島海岸も何年か先には復活する見込みです。もちろん津谷川の堤

防も改修中でした。 
 
宿泊は、南三陸ホテル観洋で、平成２３年、平成２５年と宿泊した施設です。ゆ

ったりした浴槽、露天風呂で疲れを癒すことができました。また、懇親会も盛り上

がり楽しいひと時を過ごしました。 
 
２日目の６月２２日も晴れ。今回は天候に恵まれています。本日の視察は９時に

宿泊地を出発し、東北地方整備局の現場を中心に見せていただくことになっていま

した。仙台河川国道事務所の遠藤副所長さんがバスに同乗し、大半のルートを案内

してくれました。本当に感謝に堪えません。 
最初に訪れたのは南三陸町の見晴台で、津波と同じ高さに整備された頂上からみ

ると南三陸町の復興工事が見渡せます。説明は南三陸町建設課の三浦課長さんにし

ていただきました。話題になった防災庁舎は、遺構としてそのままの地盤高で残す

ということで、周りの盛り土が高くなっているため上部だけを見ることができまし

た。全体的に宅地が計画通り着々と造成されている感じです。 
 見晴台を降り、「南三陸さんさん商店街」に寄ります。平成２５年の視察の時も立

ち寄ったのですが、その時は仮設の施設で、今回は別の場所に本移転しています。

時間の都合で、ゆっくり買い物をする余裕はありませんでした。次いで国道４５号

の歌津大橋を視察しましたが、新橋の架設が進んでおり、下部工は終了し、今後、

上部工の施行が予定されています。 
 途中、休憩タイムで「ハマーレ歌津」に寄り、次に三陸沿岸道路の柳沢川橋と津

谷川橋を視察しました。柳沢川橋の工事現場は山中にあり大型バスが進入できるの

か心配になるような工事用搬入路を走行して着きます。全長９４ｍのＰＣ橋で、張

り出し架設により施行されているとのことでした。山中に巨大な構造物が立ち上が
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り平成３０年開通を目指し工事が進んでいます。津谷川橋は、一転して丘陵を抜け

た平野部に設置する橋で、丘陵部からは盛り土構造の巨大な堤のような道路が連な

ります。この盛り土の区間にあえぎあえぎ登ると、ＪＲ気仙沼線のコンクリート橋

や津谷川の堤防が見てとれます。津谷川に架かる部分は鋼５径間の桁橋で現在コン

クリート床版の工事中でした。 
 次いで本吉気仙沼道路（三陸沿岸道路）の本吉ＩＣを見せていただき、昼食をと

りました。昼食は、はまなす海洋館というホテルも営業している施設で、明るい海

の見える場所でおいしくいただきました。 
 
 午後は、まず気仙沼湾横断橋の架設工事の現場を見せていただきました。気仙沼

湾横断橋は三陸沿岸道路が気仙沼湾を渡る３径間連続斜張橋であり、完成すれば東

北地方最大となる斜張橋だそうです。陸上部にも大きな橋脚が建設されていますが、

今回は海上に築造中の橋脚を船で視察させていただけることになりました。３隻の

工事用船舶に分乗し、現場に近づくと巨大な橋脚に圧倒されます。海中にどのよう

にして工事するのか事務屋の私には詳細は分かりませんが、いろいろな困難を乗り

越え築造していることが想像できます。水が漏ることはないのか、海水の圧力はど

れほどなのか。工事が安全に進捗することを願わずにはいられません。 
  
最後の現場は、陸前高田市の高田松原津波祈念公園で、東北国営公園事務所の武

藤所長に説明をいただきました。この場所は、有名になった「一本松」のある場所

で、平成２５年にも視察に来たところです。「一本松」は残念ながら枯れてしまった

のですが、加工してオブジェとして現地に残されています。津波の記念公園は東北

で３公園が計画されており、大震災による犠牲者の追悼・鎮魂、震災の記憶と教訓

の伝承、復興に向けた強い意志の発信を目的として建設されます。高田松原津波祈

念公園には、国営の追悼・記念施設が建設されます。現在のところまだ工事が始ま

ったばかりですが、何年か後には完成され多くの人たちが訪れることになるでしょ

う。今回の視察で、特に驚かされたのは、遺構として残されるタピック４５（旧道

の駅「高田松原」）で、建物の階段を上ると津波に打ち上げられたブイがそのまま残

り、建物の相当な高さまで波が押し寄せたことが分かります。建物内部は、震災時

のままで、破壊された内部の様子に改めて衝撃が走ります。陸前高田市全体では防

潮堤や土地の嵩上げ工事が実施されていますが、ここに建物が立ち、人が住むのは

もう少し先になることでしょう。 
 
 陸前高田の現場で視察は終了し、一路、一ノ関駅へ戻りましたが、今回の視察で、

復興事業は、前回に比べかなり進んできている印象を持ちましたが、気仙沼市の職

員も仰っしゃっていたように、人口減や高齢化の波が押し寄せ、人が住む本当の意
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味で街が再生されるのは、かなりの時間がかかるものと思われます。今後とも多く

の人たちの努力によって早期に地域が再生、復興することを強く願いました。 
 最後に、今回の視察で大変お世話になった気仙沼市、宮城県気仙沼土木事務所、

南三陸町、国土交通省東北地方整備局の仙台河川国道事務所、同東北国営公園事務

所の多くの職員の方たちに御礼を申し上げます。 
また、視察に参加された会員の方たちもお疲れ様でしたた。 

 

行程と参加メンバーは以下のとおりです。 

 

〈行 程〉 

６月２１日（木）  ７：５６ 東京駅 出発（東北新幹線） 
１０：０８ 一ノ関駅 
１１：４５ シャークミュージアム着（昼食） 

        １２：４５ 出発            
１３：００ 気仙沼市役所着 

        １３：１０ 概要説明 
        １４：００ 魚町・南町地区事業地 
              バス車内から鹿折地区・南気仙沼地区区画整理事業

を視察 
１４：３０ 下水道課屋上から事業地を概観 
１５：１５ 長磯浜防集団地 
１６：００ 小泉地区防潮堤視察  
１７：００ 宿泊地（南三陸町）着 

         
 
６月２２日（金） ９：００ 宿泊地出発 
         ９：１０ 見晴台 
         ９：２５ 南三陸さんさん商店街 

９：５５ 歌津大橋 
１０：１５ ハマーレ歌津 
１０：３５ 柳沢川橋 
１１：１０ 津谷川橋 
１１：４０ 本吉ＩＣ（仮称） 
１２：１０ はまなす海洋館（昼食） 

        １３：２０ 気仙沼湾横断橋をチャーター船で視察 
        １４：３０ 復興祈念公園（陸前高田市） 
        １７：００ 一ノ関駅着 
        １７：５８ 一ノ関駅発 

２０：２０ 東京駅着 解散 
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    平成 30年度：（一社）首都道路協議会  道路視察参加者 30.6.21 

  氏名 所属・職名 摘要 

1 古川 公毅 ㈱IHI インフラシステム顧問 視察団団長 

2 髙瀨 健三 鹿島建設株式会社土木管理本部ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進部長   

3 宇佐見健太郎 鹿島建設株式会社土木管理本部技師長   

4 小坂 寛巳 西武建設株式会社理事   

5 浅川 英夫 公益財団法人東京都道路整備保全公社理事長   

6 杉橋  要 公益財団法人東京都道路整備保全公社道路部長   

7 石井 信隆 株式会社大林組東京本店土木事業部顧問   

8 柄川 伸一 株式会社大林組東京本店土木事業部担当部長   

9 山下 保博 三井不動産株式会社開発企画部特任参与   

10 荒  弘幸 三井不動産株式会社開発企画部参与   

11 山田 修平 三井不動産株式会社開発企画部副参事   

12 原田 龍次 戸田建設株式会社理事   

13 髙橋 紀男 東鉄工業株式会社土木本部建設技術部部長   

14 森元 秀樹 東鉄工業株式会社土木本部建設技術部部長   

15 玉川 俊晴 東京ガス株式会社導管総務Ｇ渉外チーム   

16 山縣 正彦 東京ガス株式会社導管総務Ｇ渉外チーム   

17 長谷川和夫 一般財団法人首都高速道路技術センター常務理事   

18 若林  登 一般財団法人首都高速道路技術センター企画部長   

19 重並 弘道 東亜建設工業株式会社土木事業本部長付技術部長   

20 田中  誠 首都高メンテナンス西東京株式会社課長   

21 久保田信雄 三井住友建設株式会社顧問   

22 村野 正明 大成建設株式会社土木営業本部営業部長   

23 升貴 三男 森ビル株式会社顧問   

24 牧野 義雄 （一社）首都道路協議会事務局長   

25 角田 章三 （一社）首都道路協議会事務局   

 ＊申込み順、敬称略  
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シャークミュージアムの前にて（津波の高さ表示あり） 

宿泊ホテルの前にて 
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気仙沼港にて（海中に気仙沼湾横断橋の橋脚が見える） 
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３ 平成 30年度道路視察に参加して 

                               鹿島建設(株) 

 宇佐見 健太郎 

○はじめに 

今回、初めて首都道路協議会の道路視察に参加させてもらい、貴重な体験をすることがで

きました。今回の視察対象は、2011年（平成 23年）3月 11日に東日本大震災により大き

な津波の被害を受けた、南三陸町、気仙沼市、陸前高田市の、被災後 7年 3ヶ月経った、

復興に向けた現場の視察だったこともあり、視察させていただいたすべての箇所が印象に

残っています。 

以下に、視察現場の中でも、特に印象に残ったところの報告をさせてもらいます。 

 

○気仙沼市・中島海岸防潮堤 

1日目、津波被害を受けた気仙沼中心市街地の土地区画整理事業の状況を、現地を見なが

ら気仙沼市建設部の方々に説明して頂いた後、国道 45号線を南下し、中島海岸防潮堤工事

の現場に到着した。 

 

防潮堤の状況を見渡せる仮設の展望台の上で、宮城県気仙沼土木事務所と気仙沼市の方

に次のような説明をして頂いた。 

・中島海岸での津波の高さは 20m を超え、海岸に接続する津谷川沿いに上流まで津波が

遡上し、死者・行方不明者 64名を含め多くの家屋や病院が被災した。 

・県では、国の基準に基づき「頻度の高い津波（L1津波）」に対応する堤防高(T.P.＋14.7m)

を設定し，河川及び海岸堤防の災害復旧を行い，洪水や高潮及び津波に対する安全度を

確保することとした。 

・市では、防潮堤と同じ高さに、海水浴場に来られた方々の駐車場を整備することとした。 

・景観や環境に配慮した計画としており、この計画を決めるために、有識者による検討会

や、住民の方々との検討ワーキングを実施するなど、多くの検討・話し合いを行った。 

 
中島海岸防潮堤の状況を

見渡せる仮設の展望台。 
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現地では、防潮堤のほぼ完成した姿と、駐車場の整備のための嵩上げ工事の状況をみる

ことができた。 

 

私は、道路事業に関わってきた経験から、面的に広く、線的に長いインフラの整備に

は、箱物の整備とは別次元の苦労があることは身に染みている。被災してから 7年で、今

の状態にできたのは、多くの人の様々な苦労と努力と協力があったことは想像に難くな

い。 

視察当日は、7年前に目の前の海が突然襲ってきたことなど想像できないほど、良く晴

れた穏やかな日であった。 

津波の高さを実感するために、展望台の上で、津波はどれ位の高さだったのかとお聞き

したところ、防潮堤のさらに上にある断崖の上と同じくらいと聞いて、改めて自然の力の

大きさを思い知った。 

 

○南三陸町志津川・見晴台 

 

 
中島海岸防潮堤の一部。 

3.11の津波は防潮堤の

上に見える断崖の上まで

達したとの事。 

 
左下側のピラミッド

形状のものが見晴台。 

3.11の津波の高さと

同じ高さに盛土されて

いる。 
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2 日目、宿泊地を出発し、国道 45 号線を少し北上した後、復興事業として整備された南

三陸町志津川にある、「さんさん商店街」の駐車場でバスを降りた。 

近くにある、津波の高さと同じ高さに盛土された見晴台にのぼり、仙台河川国道事務所副

所長と南三陸町建設課長に、周辺の復興状況の説明をして頂いた。 

見晴台からは、整備された防潮堤の形が見え、地盤の嵩上げ工事・国道整備工事・河川堤

防整備工事が、土ぼこりを巻き上げながら行われている様子を見ることができた。 

 

 

 

津波と同じ高さの見晴台から、被災した南三陸町旧防災庁舎の赤い鉄骨が、少し離れたと

ころのやや下側に見えた。防災庁舎で亡くなった方々がどのような恐怖・思いであったか。 

被災した建物等そのものを震災遺構として残すことは、映像や文字の記録とは比較にな

らない記録であることを、改めて感じた。7 年前の災害の悲惨な状況を示す震災遺構と呼

ばれるものが少なくなっているが、7 年前に被災した今の人々の感情を超えて、これから

の子孫に津波の恐ろしさを伝え、これからの命を守るために、震災遺構は少しでも多く残

すべきではないかと感じた。 

 

見晴台から見える南

三陸町旧防災庁舎の赤

い鉄骨。 

 
見晴台から海の方向

を望む。 
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○気仙沼湾横断橋 

国道 45号線を北上し、途中で、三陸沿岸道路の橋梁の施工現場を視察しつつ、三陸沿岸

道路の一部をなす気仙沼湾横断橋の工事現場に到着した。 

気仙沼湾横断橋は高架橋と斜張橋からなる全長 1,344ｍの橋梁であるが、このうち、橋長

680m・中央スパン 360mの東北地方最長の斜張橋の主塔を支える海上橋脚(P12)の施工現場

に、船で近づき、海上から間近で視察させていただいた。 

P12は 3,000トンの鋼管矢板井筒基礎（平面 40m×30m、鋼管φ1.5m・L47m）に 17,000㎥

のコンクリート橋脚という規模である。3 年前から海上工事を開始し、現在は橋脚コンク

リートの打設の最終段階であった。 

気仙沼湾横断橋完成後は、復興・産業や観光の振興に資するのは当然として、災害時の道

路のリダンダンシーの強化など様々な効果が期待できる。工事の説明をして頂いた現場の

方々から、何十年も使い続けられる巨大構造物を造る仕事をしている人たちの熱意を感じ

た。 

 

 

 

左側の四角い形状の

ものが海上で施工中の

P12橋脚。 

右側の白いビルのよ

うなものはコンクリー

トプラント船。 

海上で施行中の P12
橋脚近景。 
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○陸前高田市・旧道の駅高田松原(タピック 45) 

国道 45号線を北上し、有名な奇跡の一本松を含んでいる高田松原津波復興祈念公園整備

事業の現地を、東北国営公園事務所長に案内して頂いた。 

復興祈念公園の整備、というよりは、津波被害を受けた陸前高田市の旧市街地の整備は、

これからという状況で、周りは未だに広大な更地となっていた。 

人工的な保存処理を施された奇跡の一本松を見た後、被災した状況そのままに保存され

ている建物である、旧道の駅高田松原(タピック 45)を視察した。飴のように曲げられた

建物内部の鉄筋コンクリート造りの壁や、海を臨める観覧席構造の屋上の TP14m近くまで

津波が来た痕跡など、7年前の災害がどのようなものだったのかを具体的に感じることが

できた。 

ここでも、震災遺構は少しでも多く残すべきであると、強く感じた。 

 

 

 

 

 

 
タピック 45全景。 

屋上は海を望める観覧

席のようになっている。 

 
奇跡の一本松。 

後方は被災したユース

ホステル。 
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○さいごに 

それぞれの視察場所で、短時間の視察にもかかわらず、お忙しい中、わかりやすい適切な

説明をしていただいた、気仙沼市建設部計画調整課、同・都市計画課、宮城県気仙沼土木

事務所、仙台河川国道事務所、東北国営公園事務所の方々に、この場を借りて御礼申し上

げます。 

また、今回の視察の手配・案内をして頂いた事務局の方々にも御礼申し上げます。 

被災地の方々が、1日でも早く、落ち着いた生活ができることを心よりお祈りして、私の

報告を終わりにさせてもらいます。 

 
タピック 45の建物の

内部 

 

タピック 45 観覧席構

造の屋上より海を望む。 

一番下に見える手摺の

少し上まで津波が到達

したとのこと。 
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４ 復興から繁栄へ 

西武建設（株） 小坂寛己 
１．はじめに 
首都道路協議会の視察として、被災地を訪れるのは３度目である。前回（５ 

 年前）訪れた時は、ようやく復興が着手されていた状況でしたが、今回訪れ 
 てみると着実に復興が進んでいる印象がした。前回同様に、気仙沼市、南三 
 陸町及び陸前高田市に足を運びましたが、ここでは気仙沼市の状況について 
 報告させていただきます。 
２．気仙沼市の状況 
  気仙沼市役所では、かつての現地震災対策室で伊東建設部計画・調整課長 
 から、復興の現状について詳細にご説明いただき、その後現地を担当の方々 
 に案内していただきました。 
  鹿折地区の土地区画整理事業は施工期間が平成３１年度までですが、ほぼ 
 工事が完了していました。 

 
   平成２５年の状況(解体前の第１８共徳丸) 

 
   平成３０年の状況 
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   南気仙沼地区は平成３１年度に事業が終了し、３２年度には換地処分完了 
  予定です。また、魚町・南町地区については平成３２年度に事業及び換地

処分が完了予定とのことでした。 
 
   災害公営住宅整備事業については、平成２９年度までに２８地区 
２，０８７戸が完成していました。 
 

 
   魚町・南町地区に完成した災害公営住宅 
 
   完成した災害公営住宅の屋上から湾内も含めて周辺を視察しましたが、 
  眼下では海岸防潮堤の整備が進められていました。防潮堤の高さについて

は、いろいろと経緯があったとお聞きしましたが、防潮堤頂部は跳ね上げ 
  式となっていて工夫の跡が伺えました。 
    
   防災集団移転事業の進捗状況は、整備区画数９１０に対して、その９割

近い区画で家屋が完成しています。その中の一つで長磯浜地区を視察しま

したが、高台に住民の要望に沿った様々な家が完成し、新たな絆を育んで

いるようでした。 
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   着々と進む防潮堤の整備 
 
  その他の諸事業についても順調に整備されており、後２、３年で完了の見   
 通しである。 
 復興の中でも最も期待されているのが、三陸沿岸道路の整備であり、志津 

川ＩＣから陸前高田ＩＣまでの区間 52.3㎞のうち、今年度末までに 41.3㎞が
完成する予定である。三陸道気仙沼湾横断橋（仮称）は全長 1,344ｍ（斜張橋
部分 680ｍ）で、気仙沼湾を横断しますが、斜張橋は青森ベイブリッジを超え
て東北最大となります。また大島ＩＣで気仙沼大島龍宮海道とも結ばれ地域一

帯の大動脈となることが期待されています。三陸沿岸道路は、過去の津波を考

慮して高台に計画されているため、ルートの９５％が津波浸水区域を回避して

います。従って震災時に、住民避難や緊急輸送路の機能を果たします。さらに、

首都圏への出荷経路が変わることで、移動時間が短縮されるとともに、三陸の

周遊ルートが形成され、三陸の観光振興にも大いに貢献することが期待されて

います。 
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    松崎地区下部工事の進捗状況（対岸は斜張橋の下部工事現場） 

 
    日本最大のコンクリートポンプ船で施工されている斜張橋 
 



20 
 

３．おわりに 
  当初被災地を訪れた時は復興までに１０年は掛かると言われていましたが、 
 ７年目に再訪して感じることは、これまでの関係者の方々のご苦労と復興へ 
 の熱意です。人口は震災前の８割ほどに減少していますが、高齢化などの影 
 響を考えると、全ての復興事業の完了とともに、新たな基盤整備に立脚した 
 一層の繁栄を願って止みません。 
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５ 平成３０年度首都道路協議会道路視察に参加して 

 

公益財団法人東京都道路整備保全公社理事長  浅川英夫 

 

 平成３０年６月２１日、２２日の両日にかけて、平成２３年３月１１日に発

生した東日本大震災から７年余りを経た、主に宮城県気仙沼市や三陸沿岸道路

等の現在の復旧・復興状況を視察してきた。 

首都道路協議会としては、平成２３年６月、平成２５年６月に続き、今回が３

回目となるが、私は今回初めての参加となるため、過去２回の報告書やホーム

ページの情報などを参考にしながら、視察に臨んだ。 

視察１日目は、宮城県気仙沼市内の復旧・復興状況、主に土地区画整理事業、

防災集団移転事業、災害公営住宅事業、防潮堤復旧事業、視察２日目は、南三陸

町復興まちづくり事業、国道４５号線歌津大橋復旧事業、三陸沿岸道路整備事

業、岩手県陸前高田市に整備している高田松原津波復興祈念公園を視察した。 

 

１ 視察１日目 

 まず、気仙沼市役所にて、気仙沼市全体の復旧・復興事業の概要説明を受け

た。復旧・復興事業は５省４０事業、交付金２００件、３７５０億円に及び、 

震災前の気仙沼市の予算規模は約３００億円であったので、約１０年分に相当

する事業を行っていることになる、事業は、大きくは住宅系と産業基盤との２

本立てで、住宅系の防災集団移転及び災害公営住宅はほぼ終了、土地区画整理

事業も進捗は順調であるとのことである。 

 

（１）土地区画整理事業 

土地区画整理事業は現在３地区、ＵＲ（都市再生機構）に一括委託して実施し

ている。気仙沼市に土地区画整理のノウハウも経験もないためとのこと。震災

前、建物は 5 階建てまでであったが、現在は１０階建てまでとなっている。津

波には逃げるのが基本であるが、間に合わないときは高い建物に避難できるよ

うにするためである。 

鹿折地区（宅地引渡し率８５％、３１年度終了予定）、南気仙沼地区（宅地引

渡し率５２．６％、３２年度終了予定）は車窓から、魚町・南町地区（宅地引渡

し率４５．７％、３２年度終了予定）は、災害公営住宅（４階建）の屋上から視

察した。 

魚町・南町地区では活気ある商業地及び観光地の早期復興を目指している。

この地区で大きな課題となっているのは防潮堤の整備である。平成３０年４月

に報道された区画整理事業地内で県が建設中の防潮堤（海抜４．１ｍ、長さ３１
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２ｍ）のうち、完成済みの一部区間１６０ｍで計画より２２ｃｍ高く る施工

ミスがあった件について、地元住民からは、居住や観光の観点から、見た目の高

さを１ｍ、胸の高さに抑える現計画どおりにしてもらいたいとの意向が強く、

現在、県と協議しているとのことであった。 

 

（２）防災集団移転事業及び災害公営住宅整備事業 

防災集団移転事業は９９％終了（９１０区画中、９０１区画引渡し）、災害公

営住宅整備事業は平成２９年度で工事完了（２０８７戸）している。 

 市街地は土地が少ないためマンション型（高層）、郊外は戸建て住宅で整備し

ている。特に気を付けたのは、既存のコミュニティを壊さないように集落ごと

に移転したこと、仮設住宅でバラバラになったコミュニティを市が主導して再

構築するように努めたとのことである。 

 

（３）気仙沼市下水道課庁舎屋上より市内概観―大島架橋（宮城県事業） 

 下水道課庁舎（４階建）屋上より、市内の復旧・復興事業の状況を概観した。 

ここでは、大島架橋について触れる。大島は面積８．５平方ｋｍ、約３千人

が住んでいる東北地方最大の有人離島で、気仙沼湾に浮かび、本土から船で約

２５分の所にある。震災前は年間約３０万人の観光客が訪れる気仙沼を代表す

る観光スポットであった。しかしながら、島民は離島のため生活面で様々な不

便や不安を抱えていたほか、大震災時には大量の瓦礫により航路が塞がれ、長

期間孤立した。そこで、宮城県は、日常生活の利便性向上や救急医療の確保、災

害時の緊急輸送路の確保、観光・産業振興の面からも早期整備を行うこととし、

平成３０年度の完成を目指して大島架橋事業を推進している。 

橋長は３５６ｍで中路アーチ型、平成２９年３月に、陸上で組み立てた橋の

中央径間を台船で吊り上げ曳航し、架橋地点で側径間と中央径間を接合、橋桁

架設を完了させた。現在は、床版工事を行なっており、今年度中に完成予定であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）中島海岸防潮堤の復旧（宮城県事業、気仙沼土木事務所） 
 

気仙沼大島大橋 
 

魚町・南町地区土地区画整理及び防

潮堤の整備 
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（４）中島海岸防潮堤の復旧（宮城県事業、気仙沼土木事務所） 

中島海岸は、気仙沼市内の４つの海水浴場のうちの一つである。東日本大震

災の２０ｍを超える大津波により、防潮堤１０４３ｍがすべて流出、汀線は約

２００m後退、離岸堤５基がほぼ全壊、海に面していない津谷市街地部において

も津波が津谷川を遡上し、甚大な被害が発生、死者・行方不明者は６４人であっ

た。 

復旧に当たっては、地元関係者、学識経験者などからなる検討会での検討を

経て、景観や環境にも配慮しながら、高さ１４．７ｍの防潮堤を現況の汀線を考

慮して被災前より約２００ｍ陸側に設定し、離岸堤を堤防位置から１９０ｍ沖

合に設置、砂浜幅は従前と同じ７０ｍを回復することとした。また、海水浴場と

して機能するよう、気仙沼市が、防潮堤の背後地の一部を１０ｍ盛り土して震

災前と同規模の駐車場（復興交付金で）やシャワー室、トイレ（災害復旧事業

で）を整備することとした。 

 海岸の防潮堤については平成３０年５月に完成、河川部分は現在平成３１年

３月までの工期で工事中である。また、気仙沼市が整備している駐車場等も工

事中である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 視察２日目 

 

（１） 南三陸町志津川地区復興まちづくり事業 

志津川地区復興まちづくり事業の状況を地区内の見晴台から概観した。防災

集団移転促進事業（１０００世帯）、復興土地区画整理事業（盛土９９％了、換

地引渡し７割・来年７月までに了、事業終了平成３２年度予定）、震災復興祈念

公園（平成３２年秋頃開園、ＵＲ施工、防災対策庁舎を残すかどうかは議論の最

中とのこと）について、説明を受けた。今年度中には仮設住宅を解体したいとの

ことであった。 

また、観光交流拠点として、南三陸町志津川さんさん商店街が平成２９年３

月３日にオープン、今後は道の駅認定を目指している。 

 
中島海岸防潮堤及び離岸堤 

 
駐車場整備（気仙沼市施工） 
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幹線道路の整備については、三陸沿岸道路（志津川ＩＣ～南三陸海岸ＩＣ）が

平成２９年３月に開通したことで、さんさん商店街来場者数が平成２９年度は

過去５年間平均２０．５万人の約３倍、６１．４万人に大きく増加するととも

に、仙台市や石巻市からの来訪者が増加するなど広域化が進んでいる。 

また、三陸沿岸道路と並行して走るもう一つの幹線道路である国道４５号線

も志津川地区が今年３月２９日に開通し、地元では地域活性化に大きな期待を

寄せている。 

 

（２）国道４５号復旧・復興事業―歌津大橋上部工工事 

 歌津大橋は、伊里前湾の海岸線及び伊里前川河口に架かる３０４ｍの橋梁で

あったが、東日本大震災の津波により橋脚を残し落橋した。 

 今回、架設する歌津大橋は、設置個所を変え、BRTの橋と並行して、伊里前川

に対し斜めに架橋するものであり、橋長は１１３ｍである。 

 架設方法は、送り出し架設であり、現在、鋼橋を工場製作中である。今後、 

一回目の送り出しを３１年１月、２回目の送り出しを３１年３月に予定してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 三陸沿岸道路の整備 

【概要】 

ア 復興のリーディングプロジェクト  

三陸沿岸道路は今回の東日本大震災で「命の道」としての機能を発揮した。具

体的には、  

・「釜石の奇跡」と呼ばれている岩手県釜石市の小中学生５７０人が一人の犠牲

者も出すことなく津波の被害を逃れることができた避難先が震災６日前に開通

したばかりの三陸沿岸道路の「釜石山田道路」であった。 

・「仙台東部道路」の若林 JCT～名取ＩＣ間において盛土構 （７～１０ｍ）の

  
震災復興祈念公園の 成（中央に見

えるのが防災対策庁舎） 
 

歌津大橋建設工事 
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道路上に約２３０人が避難するとともに、盛土構 が内陸部への津波・ガレキ

の流入を抑制するなど、防災機能を発揮した。 

・三陸沿岸道路のルートは過去の津波を考慮して高台に計画されていたため、

地震・津波から被災せず、緊急輸送等に大きく貢献した。 

こうしたことから、国は、復興のリーディングプロジェクトとして、三陸沿岸

道路の整備を位置づけ、平時には人々の暮らしを支え（医療サービス、産業、観

光）、災害時には命を守る（避難、救命救急、緊急輸送、復旧）機能を持った、

無料で利用できる自動車専用道路として、早期に全線整備することとした。 

 

イ 三陸沿岸道路の主な整備効果 

１）所要時間の短縮 

現在、三陸地域は内陸部に比べ移動距離に対する所要時間が非常に長くなっ

ているが、三陸沿岸道路整備後は、仙台～宮古間が約３時間（約２時間短縮）、

宮古～八戸間が約２時間（約１時間短縮）で結ばれる。 

２）産業振興への寄与 

仙台や東京方面への搬送時間が短縮され、水産物の鮮度が維持されることな

どにより、物流の効率化が図られ、経済圏が拡大する。また、復興道路沿線での

企業立地、商業施設の進出が期待される。 

３）観光振興への寄与 

所要時間の短縮により、豊富な観光資源を生かした観光振興を図ることがで

きる。 

４）災害時にも寸断しない強靭な道路の確保 

平時の日用品や災害時の緊急支援物質等の効率的かつ確実な輸送が実現する。 

 

ウ 具体的な整備効果の事例 

・気仙沼地域から仙台市内まで、全線国道４５号線利用では２４７分、東北道

利用では１４９分、三陸沿岸道路当該区間全線整備時には１１９分と大幅に所

要時間が短縮される見込みである。 

また、三陸沿岸道路ルートと東北道ルートの利用比率をみると、平成２７年

１１月は三陸沿岸道路ルート利用４１％であったものが、２９年１１月には７

７％と大幅に東北道ルート利用からシフトしている。 

・平成３０年３月２５日に、大谷海岸ＩＣから気仙沼ＩＣまでの７．１㎞が開

通した。東日本大震災後、気仙沼市では初めての開通である。 

 この区間の整備効果としては、①津波浸水区域を回避でき、信頼性の高い高

ネットワークを形成、②地域の基幹産業である水産業の振興を支援、③交通

分散により並行現道の混雑が緩和、④救急搬送時の安定・ 達性が向上、⑤気仙

沼市の活性化を支援、があげられる。 
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エ 進捗状況（平成３０年４月１日現在） 

       全体   開通済       事業中 

      ３５９㎞ ２０５㎞（５７％）１５４㎞（４３％） 

うち宮城県 １２６㎞  ９９㎞（７９％） ２７㎞（２１％） 

 

 現場視察した主な個所は以下の通り。 

① 柳沢川橋上部工工事（歌津本吉道路） 

 三陸沿岸道路（歌津本吉道路）のうち、宮城県気仙沼市本吉町柳沢地内のコン

クリート橋上部工工事である。 

 本橋梁は、構 形式が２径間連続ポストテンション方式ＰＣＴラーメン箱桁

橋（９４ｍ）で、移動作業車を用いて張出架設により建設するものである。工期

は平成２９年８月から３０年１１月末までで、予定通りに進捗しているとのこ

とである。現地での柳沢川は小川のようなもので、川を渡すというよりは、谷を

渡す橋の建設といった印象である。 

② 津谷川橋上部工工事（歌津本吉道路） 

本工事は、三陸沿岸道路（歌津本吉道路）のうち、宮城県気仙沼市本吉町新南

明戸・新北明戸地内間に架橋する、鋼５径間連続非合成鈑桁橋工事である。橋長

１９０．１ｍ、幅員１２．６７ｍで、工期は平成２９年１２月から平成３０年１

０月までである。 

現在、架設作業も完了し、RC床版工事を行っている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 気仙沼湾横断橋の建設（気仙沼道路） 

三陸沿岸道路のうち気仙沼湾を横断する区間は、橋長１３４４ｍ（海上部６

８０ｍ＋陸上部６６４ｍ）の長大橋となる。完成すれば斜張橋では東北地方最

大の橋長になり、また、１００ｍの支柱が立つことから、東日本大震災からの復

興のシンボル、地域のシンボルともなり、新たな観光スポットとして、地元は大

きな期待を寄せている。 

 

 
柳沢川橋建設工事 

 
津谷川橋建設工事 
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今回視察したのは、「国道４５号 気仙沼湾横断橋小々汐地区下部工工事」で

ある。当工事は、気仙沼湾横断橋のうち海上部に位置する３径間連続鋼斜張橋

の下部工１基と橋台１基を築 するものである。橋台（橋脚の鋼管矢板井筒基

礎）は３０ｍ×４０mと国内最大級の大きさで、海の中を約２０ｍ掘削する。 

工期は、平成２７年４月から平成３０年９月までで、現在、橋脚躯体は１０リ

フト中、９リフト目を施工中で、６月２５日にコンクリートを打設する予定で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 高田松原津波復興祈念公園の整備（岩手県陸前高田市） 

国は、地元地方公共団体と連携して、東日本大震災１０周年となる平成３２

年度を目途に、岩手、宮城、福島の３県に一か所ずつ祈念公園を作ることとして

いる。岩手県では、平成２６年１０月３１日に陸前高田市高田松原地区に整備

することが閣議決定されている。なお、陸前高田市は県内で最も多くの人的被

害（死亡者・行方不明者数約１８００人、県内の人的被害者数の約３割）を受け

ている。 

 設置の目的は、①東日本大震災による犠牲者への追悼と鎮魂、②震災の記憶

と教訓の後世への伝承、③国内外に向けた復興に対する強い意志の発信である。 

高田松原津波復興祈念公園の面積は約１３０ｈａ、県営公園の中に、国が追

悼・祈念施設を設置する。複数の主体が管理する公園は初めてのことだそうで

ある。 

 陸前高田市では、東日本大震災の記憶の風化を防ぎ、後世に教訓を伝承して

いくために被災した建物等を「震災遺構」として保存することとしている。建物

内部の散乱したがれきや破壊された床・壁などについて、津波の破壊力が実感

できるようできる限り現状のまま存置し、現物を生きた教材として見てもらう

べきであるとの考えである。 

 震災遺構として残す建物等は、犠牲者が出ていない、①奇跡の一本松・陸前高

 

三陸沿岸道路建設工事 
 

気仙沼湾内に建設している橋台 
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田ユースホステル、②旧道の駅「高田松原」タピック４５、③気仙中学校、④下

宿定住促進住宅の４か所を考えている。 

 

現場視察は以下の２か所で行った。 

 

①奇跡の一本松 

高田松原７万本のうち唯一生き残った復興のシンボル。海水による深刻なダ

メージを受け枯れ死したが、今後も震災の記憶を後世に受け継いでいくため、

陸前高田市がモニュメントとして保存し、多くの人が見られるようにしている。 

 

 

  

 
奇跡の一本松 

 
奇跡の一本松 案内板 
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②被災全壊した旧道の駅「高田松原」（タピック４５） 

国道４５号線に面した東北地方随一の道の駅であったが、高さ１３．７ｍの

津波の直撃を受け、建物本体の概観に大きな損傷は生じなかったものの、内部

の壁面等は大きな損傷を受けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 終わりに 

 

今回の道路視察を通じて、気仙沼市内の復旧・復興はだいぶ進捗した印象を

受けた。特に、住宅関係はほぼ終了に近く、防潮堤の整備なども目途が立ちつつ

ある。 

 しかしながら、三陸地域全体の底上げを図るためには、やはり、復興のリーデ

ィングプロジェクトとして、国が急ピッチで整備を進めている三陸沿岸道路の

完成が待たれるところである。 

 地域の安全安心の確保をはじめとする生活面においても、産業振興、観光振

興の面においても、幹線道路の果たす役割、効果は絶大なものがあり、地元の三

陸沿岸道路に対する期待がひしひしと感じられた。 

 最後に、今回の視察にご対応していただいた気仙沼市、南三陸町、宮城県気仙

沼土木事務所、国交省東北地方整備局仙台河川国道事務所・東北国営公園事務

所の職員の皆様に厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。 

 

 
タピック４５―津波で破壊された

建物内部 

 
旧道の駅「高田松原」（タピック４５） 
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６ 平成 30年度首都道路協議会道路視察について 

                      
                        公益財団法人東京都道路整備保全公社 杉橋 要 
 
平成 30 年 6月 2１日、２２日の二日間首都道路協議会主催の道路視察に参加いたしました。視察場所

は東日本大震災から７年経過した東北地方の被災地の復興の現場。首都道路協議会では震災直後と平成
26 年の二回視察をおこなっており、今回で 3 度目の視察ということですが、私は平成 2３年の被災直後
に訪れ、それ以来 7 年ぶりでありました。 

21日午前７：５６東京発はやぶさ１０３号にて東北へ。10時過ぎに一ノ関で野口交通バスに乗り換え、
12 時前には気仙沼シャークミユージアムに到着し、昼食。 
 
 
 
 
 
                       
                      隣接する魚市場     阿部主幹（下水道庁舎屋上にて） 

     シャークミュージアム 

１３：００より気仙沼市役所にて、議会中の多忙である中対応していただいた、伊東計画調整課長より
概要説明を受ける。その後、魚町二丁目住宅屋上にて阿部主幹、佐藤室長より魚町、南町地区の区画整理
事業説明を伺う。鹿折、南気仙沼地区の区画整理事業の現況を車中より視察の後、気仙沼港が一望できる
下水道課庁舎の屋上で。阿部主幹、佐藤室長より気仙沼市内中心部の復旧・復興事業の概況説明を受け
る。竣工すると東北地方最長となる気仙沼湾横断橋（三径間連続鋼斜張橋 Ｌ＝１，３４４ｍ）や内陸部
と湾内の大島を結ぶ大島大橋（中路アーチ橋 Ｌ＝３５６ｍ）の架橋も進んでいる。 
もはや 7 年前の被災直後の面影は見つけられない。過去の出来事を知らなければ臨海地区の開発事業

としか見えないかもしれない。 
 
 
 
 
 
 
     大島架橋       気仙沼湾横断橋（高架部）      
長磯浜の防災集団移転地の視察に向かう。計画されていた64区画はすべて引きわたしが終わっており、

すでに住まいの方がいられるのでひっそりと視察。防災集団移転事業全体では 910 区画に内 29年度末で
99 パーセントが引き渡し済であり、平成 30 年度には 100 パーセントとなる予定とのことであった。 
国道 45号を南下し「道の駅大谷」にて休憩。単なる道の駅と思って周囲を回ると、トイレと売店の裏

に BRT の専用道路がありよくよく見ると、気仙沼線の被災した大谷海岸駅を利用した（？）ＢＲＴの乗
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降場でもあった。市では、三陸沿岸道路の大谷ＩＣが近いこともあり、交通結節点としての機能強化を図
り大谷海岸を観光ゲートウェイとして整備し観光交流拠点の形成を目指しているようである。 
続いて小泉地区の中島海岸（小泉海岸）において県施行の防潮堤事業を視察。周囲を一望できる展望台

に上り宮城県気仙沼土木事務所の坂下次長、金田技師より説明を受ける。このエリアでは、国、県、市が
それぞれ事業を行なっており気仙沼市の職員の方々もここまで同行してくださった。 
１７：００宿泊予定地の南三陸ホテル観洋到着。 

当初は、視察している場所と 7 年前に被災状況をみて回った箇所とがなかなか頭の中で結びつかなかっ
たが、一日現場を見て回り、宿に入るころになりようやく一致するようになった。  
 
 
 
 
 
 
                                       

海の見える展望台     宮城県坂下次長、金田技師    金田技師、畠山主事、坂下次長、阿部主幹  

 

  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

中島海岸整備事業完成イメージ図 

２２日、９：００に宿舎を出発。昨日とは逆に北上する。まず、南三陸町のさんさん商店街に立ち寄り 
見晴台において南三陸町建設課長より町の復興事業について説明していただく。      

 
 
 
さんさん商店街遠景  

 
 

さんさん商店街遠景            さんさん商店街       南三陸町三浦建設課長（見晴台にて） 
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２２日は、復興のリーデングプロジェクトである国交省施行の三陸沿岸道路沿岸道路整備事業を 
視察。地方整備局仙台河川国道事務所の遠藤副所長が一日バスに同乗し車中で説明してくださった。
三陸沿岸道路のうち歌津本吉道路の歌津大橋上部工工事、柳沢橋上部工工事、柳沢川橋上部工工事、
本吉ＩＣを視察、気仙沼港では気仙沼湾横断橋下部工事のうち海上施工の１２橋脚工事を船上より視
察。河川国道事務所の遠藤副所長、坂本建設専門官、手間本康一専門官をはじめ現場の方々にはお忙
しい中説明等対応していただきお礼申しあげます 
三陸沿岸道路については、本年 3月２５日大谷海岸～気仙沼中央間が開通、さらに本年度中に 
歌津～歌津北～卯名沢 10ｋｍ、本吉大谷海岸４ｋｍの開通が予定されており、大島架橋は３２ 

年度完成見込み、気仙沼湾横断橋は平成３１年見込みと着々と整備が進んでいる。 
 
 

                      

 

 

 

 

 

Ｐ１２橋脚海上施工           Ｐ１２橋脚海上施工          海上より大島大橋遠景 

  気仙沼を後に北上し陸前高田に向かう。陸前高田の復興祈念公園事業地において、武藤東北国営公園
事務所長の説明を受け視察。奇跡の一本松も枯れ、現地にあるのは保存（？）処理をしたモニュメント
（ただし本来の松のＤＮＮは保存されているとのこと）。震災遺構として保存している「道の駅高田松原
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（タピック４５）を見学し、到達した津波の高さと内部の被災状況を見、東日本大震災における津波の脅
威を再確認させられた。 
帰路は国道３４３号で一ノ関へ。１７時５８分一ノ関発の「はやて３４０」に乗車し東京へ。 
今回で２回目の首都道路協議会の道路視察であったが、前回同様今回も中身の濃い充実した視察であ

りました。 
最後に、お忙しい中対応いただいた国交書東北地整、東北公園事務所、宮城県、気仙沼市、南三陸町の

方々に厚く御礼申し上げるとともに、充実した中身の濃い道路視察を企画・実施していただいた牧野事務
局長、事務局の方々に感謝いたします。ありがとうございました 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

武藤国営公園事務所長 
 
 
        奇跡の一本松                 

 
 
 
 
 
 
 
 旧「道の駅高田松原」（ＴＡＰＣＳ）       ＴＡＰＩＣＳ屋上へ        ＴＡＰＩＣＳ内部被災状況 
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７（一社）首都道路協議会の道路視察に参加して 
株式会社大林組東京本店土木事業部 柄川伸一 

１ はじめに 
 平成23年3月11日14時46分に発生したマグニチュード9.0という巨大地震とそれにより生じた最大高さ10
ｍ以上の巨大津波によりもたらされた死者行方不明者約2万人、避難者約33万人、道路、港湾等のインフラ施設
の広範囲に及ぶ未曾有の被害を生じた東日本大震災から約7年3か月を経過した平成30年6月21，22日に行わ
れた（一社）首都道路協議会主催の道路視察の概要及び感想について述べる。 
２ 見学等の概要（見学順） 

項目・案内者名 内容 キーワード 
① 概要説明 

 
 

気仙沼市 

人口減少に挑む 
都市機能や産業構造の再構築 
創造的復興 

使者1042人、行方不明者215人 
被災家屋26124棟（全体の約41％） 
人口減少約10000人（74000人→64000人） 
復興事業…一般会計（約300億円）の10数倍 

② 復興土地区画整理事業 
 
 
 
 

気仙沼市 

TP3.0～5.5ｍの盛土を行い住
居系市街地の整備及び TP1.8
ｍの盛土を行い商業・工業系市

街地の整備を行う 

鹿折、南気仙沼、魚町・南町各地区計85.8ha 
事業費711.4億円 
移転元地の買取済み。 
造成工事…公共事業からの盛土材確保が課題 
基盤整備工事、仮換地指定 
災害公営住宅建築済み 

③ 防災集団移転団地 
 
 
 

気仙沼市 

津波で被害を受けた集落の住

宅立地の制限を設け、新たな安

全な住まいを形成 

総910区画のうち土地契約842戸建築契約808
戸。 
移転予定者の辞退により一般募集中。 
平成30年度中引渡し完了 
長磯浜防集団地を視察 

④ 海岸防潮堤等事業 
 
 
 
 
 

宮城県 

L1堤防（TP14.7m）の建設 
検討会を設置（小泉海岸） 

工事完成箇所進捗率27％（国、県、市全体） 
漁港の利便性、将来の土地利用の方向性の検討 
地域との合意形成、地域振興、防災、環境・景

観を考慮。海水浴場としての景観に配慮。 
合意カ所から工事着手 
コンクリート壁に抵抗感、圧迫感→工夫 
小泉地区防潮堤を視察 

⑤ 南三陸さんさん商店街 
 
 
 

南三陸町 

仮設ながら被災地の顔として

復興をけん引してきた 
地域経済発展、地域の雇用創

出、利便性向上。 
出店者による出資の会社 

平成25年視察の際にも立ち寄った 
2017年３月３日にオープン 
出店者による出資。 
総事業費約7億、約２/３を国が補助。残りは融
資 

ハマーレ歌津商店街 
 

南三陸町 

同上 2017年４月２３日にオープン 
総事業費約1.9億、約２/３を国が補助 
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項目・案内者名 内容 キーワード 
⑥ 歌津大橋 

国交省仙台工事事務所 
国道45号 橋長113ｍ、鋼上部工、送り出し架設 

⑦ 柳沢川橋 
 
 

国交省仙台工事事務所 

三陸沿岸道路（自専道） 
ＰＣ橋（全長 94ｍ、張出し架
設） 
 

高耐久化仕様（プレグラウトＰＣ鋼材、桁端部

エポキシ鉄筋使用） 
張出架設完了 
平成30年度開通見通し 

⑧ 津谷川橋 
 

国交省仙台工事事務所 

三陸沿岸道路（自専道） 
鋼５径間連続非合成鈑桁（全長

190.1ｍ） 

床版施工中 
平成32年度開通見通し 

⑨ 本吉 IC 
国交省仙台工事事務所 

三陸沿岸道路（自専道） 平成30年度開通見通し 

⑩ 気仙沼湾横断橋 
 
 

国交省仙台工事事務所 

三陸沿岸道路（自専道） 
 

橋の全長1344m、斜張橋は680ｍ。 
鋼管矢板基礎(φ1500 Ｌ45.5ｍ 91本) 
下部工施工中。プラント船を使用 
平成31年度開通見通し 

⑪ 陸前高田復興祈念公園 
 
 
 
 

国交省国営公園事務所 

震災犠牲者への追悼と鎮魂、審

査員お記憶と教訓の伝承、復興

への強い意志の発信のために

国営施設を設置 
岩手、宮城、福島の3件に設置
することを閣議決定 

震災遺構（奇跡の一本松、道の駅「高田松原」） 
管理体制（国、県、市が一体となったあり方を

検討中） 
平成32年度末を目標に整備 
 

 
３ 写真等 
②－１ 市街地復興土地区画整理事業 

鹿折、南気仙沼、魚町・南町各地区 
②－２ 長磯浜 防災集団移転団地 
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②－３ 市街地復興土地区画整理事業  ②－４気仙沼市下水道課屋上から 防潮堤 

 
 

 

④－１ 中島海岸・津谷川災害復旧 工事概要 ④－２ 中島海岸防潮堤 

 

 

 

⑤ 南三陸さんさん商店街 ⑥ 南三陸ハマーレ歌津商店街 
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⑧－１ 三陸沿岸道路  

 

 

⑨－１ 柳沢川橋 ⑨－２ 津谷川橋 
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⑪－１ 気仙沼湾横断橋 完成予想図 

 
⑪－２ 気仙沼湾横断橋 海上部橋脚 ⑪－３ 気仙沼湾横断橋 プラント船 

  

⑫ 陸前高田復興祈念公園 
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３ おわりに 
区画整理事業、防潮堤事業、道路事業、復興祈念公園等の震災復興に関する膨大な事業が進められていることが

実感できた。特に、区画整理事業、防潮堤事業、道路事業等今後の地域の経済復興に基礎になるインフラ整備が前

回の視察に比べて、目に見えて進捗していることが分かった。科学的根拠のみではなく関係者間の協議を踏まえ

て事業を進めるという方式による成果がようやく出てきたと思われる。 
この間人口減少が進み今後の少子化の影響も考えると人口維持は極めて困難とのこと。ただし、今後 100年は
被害が発生しない確率は極めて高くなったことは間違いない。安心して住める状況を創ることが必須のことだ。 
費用対効果などということはこれらの事業にはそぐわないかもしれない。貴重な税金、震災復興税を創設して

の事業。生き残った人たちが震災前に戻りリスタートするだけでなく今後は同様の震災を受けないような対策を

講じている。無駄遣いは許されないが、その効果のほどはすぐには分からない。大げさに言えば最終的には歴史が

判断することになると思う。 
宮城県や気仙沼市の方々のご苦労はまだまだ続く、理念に基づき、根気強く実施されることを願うとともに、こ

れらと住民や企業のそれぞれの頑張りや成果が積み重なり従来の生活を取り戻し、さらなる飛躍につながると思

う。それらを期待します。 
最後に、各地で案内していただいた皆様方に厚く感謝する次第であります。また、見学先の選定や交渉、報告書

のとりまとめをしていただいた首都道路協議会の事務局の皆様にも感謝申し上げる次第です。 
以上 
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８ 平成 30年度 首都道路協議会道路視察に参加して 
               三井不動産株式会社 

山下 保博 荒 弘幸 山田 修平 
 
 
東日本大震災から 7年が経過した気仙沼市、南三陸町、陸前高田市の視察であり、関係各位の御協

力のもと、復興への取組み・被災の伝承へと歩み続ける被災地の姿を目の当たりにし、大変有意義で

充実した視察会であった。 
                                              
日  程： 平成 30年 6月 21日(木)、22日(金) 
行  程： 6月 21日(木) 曇 

      気仙沼市視察： 区画整理事業地、長磯浜防集団地、小泉地区防潮堤 
 6月 22日(金) 晴 

 南三陸町視察： 南三陸さんさん商店街、歌津大橋、ハマーレ歌津、 
 歌津本吉道路、本吉気仙沼道路(本吉 IC)、気仙沼湾横断橋 

        陸前高田市視察： 陸前高田津波復興記念公園計画予定地 
                                                 
 
視察 1日目 
 気仙沼市役所で同市における復旧・復興事業の取組状況等についての説明を頂き、内湾の魚町・南

町地区区画整理事業地の視察に向かった。道中、津波の到達高さを記した家屋の表示板を目にした。

あらためて、想像を絶する規模の津波が到達し、多くの人命を奪った被災時の映像が蘇った。 
3地区（鹿折地区、魚町・南町地区、南気仙沼地区）合計で

85ha にも及ぶ大規模な区画整理事業地では、内湾に沿って
延々と防潮堤が整備されていた。魚町・南町地区は商業系、

鹿折地区ならびに南気仙沼地区は商業・工業系市街地と位置

付け、各所で盛土造成工事が進められる中、集合住宅型の災

害公営住宅を中心として新たな生活が始まっている。その災

害公営住宅には緊急時の屋上避難誘導を目的としたサインが

あり、津波災害の教訓が活かされていた。 
郊外では計画的に防災集団移転が進み、高台に戸建て・長屋による新たなまちが形成されていた。

従前の思い入れのある土地を離れる苦労はあると思われるが、元のコミュニティーが活かされるこ

とは移転に伴う負担の軽減にも繋がるのだろう。市街地＝集合住宅化、郊外＝集団移転と異なる事業

手法を主とした新設住居整備であるが、それらの着実な進捗は、住民との調整を図りながら事業に邁

進された気仙沼市役所の尽力が大きく、その復興に向けた活動取組みを直接ヒアリングできたこと

は貴重な体験となった。 
気仙沼市は今後の課題として、買取用地における未利用部分の活用方法や流出人口抑制などを挙
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げられていた。これらは一朝一夕に解決しうるものではないが、まちなみの復興から賑わい・活性化

への転換誘導が次なる政策ポイントになるのであろう。 
 中島海岸に立寄り、海水浴場として利用されていた海岸で

の長大な防潮堤の整備状況を視察した。高さ 15ｍ近くにもな
る防潮堤が海岸をトレースし、津谷川の両岸まで連続してい

る。今後、視察台周辺も盛土造成され、海水浴利用者の駐車

場として利用されるとのことである。海水浴場としていずれ

賑わいを取り戻すのであろうが、防潮堤の上り下りの移動は

容易ならざることが想像できる。海水浴一つにしても、防潮

対策に起因する土地の高低差が影響を与えるのだと感じた。 
  
 
視察２日目 
 絶好の視察日和となり、南三陸町の視察から２日目が始まった。 
 宿泊先を出発し、まずは志津川地区復興土地区画整理事業及び南三陸さんさん商店街の視察に向

かった。志津川地区復興土地区画整理事業は、志津川湾とこれに注ぐ八幡川、新井田川に沿った   

約 60ha の区域で、さんさん商店街もこの区域内にある。  

また、八幡川を挟んで対岸には震災遺構である南三陸町の旧

防災庁舎も隣接している。本地区に設置されている見晴台よ

り区画整理区域の復興状況を視察した。因みに、この見晴ら

し台の高さは、東日本大震災で本地区を襲った津波の高さと

同じとのことであり、実際に見晴らし台に上るとその高さに

圧倒される。区域内は道路などのインフラ整備が進み、逐次

建物も整備されてきている。 
南三陸さんさん商店街は、志津川駅近くに本設移転されてから初めての訪問であったが、視察時間

帯が早かった為に来訪者は少なかったものの、充分に賑わいの感じ取れる施設であった。 
三陸沿岸道路が南三陸まで延伸開通し、来街者の倍増したこのエリアは、復興まちづくりの低地部に

位置付けられる。住居が規制され、地域観光・交流拠点に特化した発展を担うエリアであり、持続的

発展が期待される為にも、今後の課題として三陸沿岸道路の延伸後も本地区を訪れる観光客等を通

過させない、観光の目的地化していく取組みが必要とのことであった。 
 国道 45号の伊里前川渡河部に架橋されていた歌津大橋の復旧現場を視察後、新たに大きく迂回さ
れた国道 45号暫定道路を通り、道路・護岸・沿道が一体で復旧されている事例として、ハマーレ歌
津を視察。観光拠点としてのさんさん商店街と異なり、地元の生活に寄り添った商業施設であった。 
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 次に、三陸沿岸道路の整備状況を視察した。気仙沼横断橋は気仙沼市内と湾内の大島を斜張橋で 

結ぶ計画で、隣接する気仙沼大島大橋（県整備）とともに  

復興のリーディングプロジェクトとして整備が進められてい

る。現在のところ未だ橋梁は架かっていないが、完成すると

東北最長の斜張橋となるそうだ。ここでは交通船を準備して

頂き、巨大なクローラ台船とともに普段では視察することの

難しい湾内の水中橋脚の整備状況を目近に見学することがで

きた。是非ともこれら２橋の早期開通を果たし、復興のシン

ボル的存在になって頂きたい。 
 最後の視察先として、陸前高田市にて奇跡の一本松・タピック 45を廻った。 
タピック 45 は震災遺構として残された建物であり、実際に
施設内を見せて頂いたが堅牢な建物であるにもかかわらず、

柱や壁が津波によって崩壊され、かつて海岸の松原に植わっ

ていたであろう松の大木が今も建物内に残されていた。 
いかに津波が激しかったかを改めて知る思いだった。 
今後、奇跡の一本松とともに、タピック 45のように「後世に
残すもの」を選定して追悼祈念と教訓伝承を目的にした、  

高田松原津波復興祈念公園として一帯を整備されるとのこと

である。 
  
 
おわりに 
 視察を通して、復興において三陸沿岸道路や国道 45号が重要な役割を担っていること、さらには
今後の地域発展における大きなカギを握ることを改めて認識した。 
東北地方沿岸部を縦断する幹線道路が整備されることによって、地域間の相互連携強化が図られる。

地域間での新たな交流や観光回遊・物流ネットワークの強化が期待され、地域構造も大きく変化する

ことであろう。 
 
一方で、防潮堤・国道 45号復旧・三陸沿岸道路等の整備は津波被害の軽減を図るべく、到潮予想

高を勘案して周辺地盤よりも高い位置に整備が進められ、さしずめ、まちの骨格が隆起するかのよう

な立体的な構成を見せていた。周囲を一体的に盛土することで地盤合わせが図られる地域もあるが、

その他の地域では、見上げる程の長大法面が土地を分断する格好になっている。 
まちづくり・地域連携の観点で今後の課題になるであろう高低差対策は、中長期かつ段階的な計画

を持ち、ハード・ソフトの両面から総合的な取組みも必要になるのではないだろうか。 
 
今回の視察は、東日本大震災から７年を経て、壊滅的な被害を受けた宮城県、岩手県沿岸地域の復

興状況の視察を目的に参加させて頂いた。気仙沼市では、伊藤課長をはじめ担当職員の皆様に復興状

況等の説明や現場視察に同行して頂いた。また、仙台河川国道事務所の斎藤副所長や東北国営公園事
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務所の武藤所長に同行して頂くなど、各地で丁寧に御案内を頂いた。改めてこの場をお借りし、関係

各位に厚く感謝を申し上げるとともに、被災地の一日も早い復興と発展を祈念いたします。 
また、このような視察会を企画頂きました首都道路協議会事務局のみなさまに感謝いたします。 
 
                                        以 上 
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９ 気仙沼の災害レポート（その３） 
              ―災害復興計画の着実な推進― 

原田 龍次 戸田建設㈱ 
 
 気仙沼港の岸壁に立つと地震による大きな地盤沈下で海水面と同じ位になった

岸に、気仙沼湾全体に漏れた重油の引火で黒焦げになった漁船を見て津波の凄ま

じさに目を見張った７年前のことが昨日のように思い出される。今は岸壁も嵩上

げし立派に整備され汽船や漁船も自由に着岸出来、気仙沼の漁業に大きく寄与し

ているのが良く分かる。 

 
 
私共の東日本大震災現地視察も今回で３回を迎

えることになる。第１回目は平成２３年６月災害

直後でもあり津波で破壊された家屋やその瓦礫、

内陸に打ち上げられた多数の漁船、中でも港から

約１Km もある JR 鹿折唐桑駅の前に打ち上げら
れた「第十八共徳丸」を見て津波の破壊力の威

力を知った。災害直後の応急対策としてライフ

ライン等の復旧や６９万トンという膨大な量の

瓦礫処理。さらに約１０００人にも上る遺体の対

応、約２００人の行方不明者の捜索に追われてい

た。被害に遭った人達は小中学校の体育館に避難

しており、その人達の応急仮設住宅建設が急ピッ

チで進んでいた。近々「災害復興計画」の検討

を始めるという状況であった。また、気仙沼市

と相互「防災協定」を結んでいる姉妹都市の目

写真-1 火災で焼けた漁船(H23.6)  写真-2 整備された現在の岸壁(H30.6)  

写真-3 JR 鹿折唐桑駅と周辺状況

(H23.6)  

写真-４ JR 鹿折唐桑駅(BRT)と周辺状

況(H30.8) 
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黒区をはじめ他の自治体からの人的支援や義援物資に大変感謝している旨の説明

が強く印象に残っている。 

 
 第２回目は気仙沼市のその後の復

旧・復興状況や「復興計画」の策定状況を把握するため平成２５年６月に訪れた。

復興計画は土地利用計画を主とし、それに津波を想定した宅盤の高さを算定し立

体的な計画となっているのが特長である。 
家屋を失った人々の住宅の確保は防災集団移転促進事業（以下防集事業と記）、

土地区画整理事業、災害公営住宅等で進めることになっている。これらの「災害

復興計画」の策定は東京都や他府県からの人的支援が大きく寄与している。 
また、市街地を津波から守るために

防潮堤の設置が不可欠で、津波シミ

ュレーションから TP５～６mの高さ
が必要であるが、どこにどういった

構 で るのはこれからの検討と住

民の合意形成が大きな課題である。 
その時、防潮堤が出来たらまた東日

本の復興状況を視察する必要がある

と参加者から声が上がったのを覚え

ている。 
 今回は平成３０年６月２１．２２日に首都道路協議会の視察団（古川公毅団長）

２５名で気仙沼市、南三陸町、陸前高田等の復興状況を視察した。 
東北新幹線一ノ関駅からバスで気仙沼市に入ると市内の道路は整備され新しい住

宅の建築が進み、災害公営住宅のビルも多数建設されている。海岸では防潮堤も

かなり整備され、その背後の宅地 成をする多くの重機が稼動しており復興が着

実に進んでいるのが瞬時に分かった。 
さらに市内を三陸沿岸道路という４車線の高規格道路の建設が急ピッチで進んで

おり大規模な基盤整備が進んでいるのに目を見張った。 

写真-5 陸地に打ち上げられた第 18 共徳丸

(H23.6)  

写真-6 現在の共徳丸跡地(H30.8)  

写真-７ 宅造や防潮堤の整備状況(H30.6)  



46 
 

気仙沼市の説明は前回と同じく市役所の大会議室で、建設部の伊東秋広計画調整

課長、阿部正行主幹から復興状況の詳細な説明を受けその後現地での視察に移っ

た。 
第一に復興の要である住宅再建は①津波により大きな被害を受けた地域に住宅

立地を制限する災害危険区域に指定し、その地域の住民を市が高台に宅地 成し

そこに住宅を再建する防集事業である。現在の進捗率は９１０区画のうち９０１

区画で９９％とほぼ完成といって良い。防集団地の現場では建物が多数建ってお

り復興もかなり進んでいる状況が実感できる。また、防集事業の土地は市からの

賃貸であるが、将来的には売却も視野に入れているとのことである。 

②土地区画整理事業は防集事業のように今までに関

連の薄い土地に集団で移住するのではなく、自分の

土地に住宅や商業施設等を りたい地権者に対し行

う事業である。どの地区も海岸に近く津波に対する

地盤の高さが大きな課題である。鹿折地区（約４２

ha）、南気仙沼地区（約３２．５ha）では TP２．
９m を基本に TP５．５m の計画もある。魚町・南
町地区（約１１．３ha）は漁業との関係も深く TP
１．３m、１．８m である。現在の進捗率は約８

５％と防集事業の９９％には及ばないものの通常で

は手続きや時間のかかる事業としては、驚くほどの

スピードである。③災害公営住宅は公営住宅を希望

する住民に対し行政主導により住居を手当てする方

式で集合住宅１３地区に１３２７戸、戸建・長屋住

宅１５地区に７６０戸を整備するもので、前回訪れ

た際「災害公営住宅予定地」になっていた土地に立

派なビルが何棟も完成しているのを見るのは嬉しい

限りである。２０８７戸すべてが完成し進捗率１０

０％というのも見事である。 
 第二は津波という海洋型の災害に対する教訓か

写真-8 宅地の造成工事(H25.6)  写真-9 防集団地に建つ住宅(H30.6) 

写真-10 宅地造成の状況  

写真 -11  災害公営住宅予定地 

(H25.6) 

写真-12 完成した災害公営住宅

(H30.6)  



47 
 

ら、市街地を津波から守るためにも防潮堤の整備は必要不可欠の施設である。津

波のシュミレーションから TP５～６m の高さが必要との見解であるが、気仙沼

は漁業が産業の中で大きな地位を占めており、従

前の防潮堤に比べて高いことに対する抵抗感やコ

ンクリート壁に対する抵抗も強く住民から理解を

得られない所もあるという。そのため１０４箇所

の計画のうち完成２８箇所で約２７％の達成率と

住宅の９０％を越している数値に対しかなり遅れ

ていることは否めない。 
市の中心から南４０Km の南三陸町中島海岸の防

潮堤は TP１８m と大規模で中心地の TP５．１m
は私共から見て高くはないが反対はなかなか根強

いようである。商業施設などの建築物で防潮堤を

隠すなど様々な工夫が計画されているが、やはり

安全確保のため防潮堤は不可欠の施設であり住民

のさらなる理解を求める必要があると感じた。 
 第三は国土交通省が復興のリーディング・プロジェクトと自負する「三陸沿岸

道路」のハイピッチな事業推進は目を見張るものがある。仙台～八戸まで延長３

５９Km のうち宮城県内は１２６Km の高規格幹線道路の４車線道路（区間によ

り暫定２車線）であり、

この高 道路が完成の

暁には東京～気仙沼間

が車で約 6 時間（約 2
時間短縮）が視野に入

り人の移動や物流に大

きな転換を迎え、東北

地方に本当の復興の訪

れが感じられる。第一

回の視察の時東北地方

整備局の徳山局長が道

路と道路を櫛の歯のよ

うにリンクさせる「櫛

の歯作戦」で東北地方

の復旧・復興を成し遂

げると熱く語っておら

れたが、この三陸沿岸

道路が完成すれば、

写真-13 建設中の防潮堤  

写真-14 南三陸町中島海岸防潮堤  

図-1 三陸沿岸道路概略図  
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あの時の構想が現実のものとなる。 

現地視察では仙台河川国道事務所の遠藤副所長に一日中バスに同行して頂き説

明を受けた。工事現場では現場毎に事務所の責任者や施工業者の監理技術者の

方々から神谷川橋上部工事や歌津大橋上部工事の説明を受けた。 
また、気仙沼湾内では三陸沿岸道路の一環として東北地方の橋梁として一番長い

延長１３４４m の気仙沼湾横断橋が計画され現在湾内に下部工事を施工している

最中である。この小々汐地区下部工事を船で身近に視察し、日本一大きなコンク

リートプラント船のスケールの大きさや施工の困難さが良く分かり大変感銘を受

図-2 気仙沼市復旧・復興に係る全体図  
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けた。 
この美しい斜張りの橋梁が完成した暁には再度訪れたいものである。 

 第四は BRT（バス高 輸送システム）

の本格導入である。震災時津波の被害

を受けた線路、橋梁や駅舎の復旧には

膨大なコストがかかるため JR東日本で
は鉄道の復旧についての方針を議論す

るとしていた。現在、JR 気仙沼線と大
船渡線は BRT に変更することを関係自
治体と協議の上決定しており、バス専

用道路を精力的に整備している。専用道路には地形的に橋梁やトンネルも多く、

様々な形式の橋梁にチャレンジしている。不思議な構 をしたフィンバック（全

国でも珍しいと紅林章央氏談）やトラス形式の橋梁も施工中であった。今は専用

道と一般道と併用しているが、専用道が完成しその割合が多くなれば、この地方

の人々は鉄道並みの安定した交通網が保証されることになる。 

  

写真-15 建設中の三陸沿岸道路  写真-16 建設中の三陸沿岸道路  

写真-17 建設中の気仙沼湾横断橋  

写真-18 被害を受けた線路  

写真-20 珍しいフィンバック橋  写真-21 施工中のトラス橋 

写真-19 BRTの運行状況  
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以上、数項目に絞り復興状況を述べてきたが前回の視察で説明を受けた「災害復

興計画」が着実に推進されていることを力強く感じた。住宅再建はほぼ完成して

いるので、①三陸沿岸道路の完成②防潮堤の６～７割程度の完成③BRTの完成が
確保されれば、基盤整備などの災害復興は概ね達成すると考えて良いと思う。 
 最後に個人的なエピソードであるが、私と同じ職場で働く気仙沼出身の若手技

術者の小野寺悠輝さんの話である。彼の家は津波で流され友人二人を亡くしてお

り一人は遺体が見つかっていないとのことである。震災後７年になるがお盆の８

月１１日頃には友人達が全国から集まり「物故祭」を定期的に続けているという。

この話を聞くとハード面では災害復旧・復興も近々完成の運びとなるが、精神面

では未だ災害の痛みが大きく残っている。これを克服するには残った者が亡くな

った人達の分まで頑張り社会で活躍することが供養になり、本当の意味での災害

復興に繋がると思う。こう言った総合的な災害復興が東北地方に実現されるのを

切に祈念しレポートを終わる。 
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まだ話し足りない（？）人達は某部屋に集合して二

次会を。夜遅くまで楽しい時間を過ごさせて頂きま

区画整理事業の現場を見せていただいた。事業は着々と進んでいるものの、人口減や各

整備事業に色々と課題が有るようであるが、市としては「都市機能や産業構造の再構築

した。それでも朝４時には起床。素晴らしい日の出

を拝んでから朝風呂へ。視察２日目に備えた。

　 ホテルで作成されたパンフレット「３．１１から

の記憶」で知ったことであるが、ホテルも大震災で

　 梅雨の晴れ間となった６月２１日、東京駅７時５６分発の東北新幹線「はやぶさ」で

を図り、震災前に戻すだけではない創造的復興を目指し取り組んでいる。」とのことで

　 バスは国道４５号を南下、大谷海岸を経由して小泉地区・中島海岸の防潮堤建設現場

に到着した。小泉地区は２０ｍを超える大津波が襲来し、海に面していない津谷市街地

一ノ関駅へ。そこから野口交通が購入したばかりという最新の大型バスで気仙沼市へと

向かった。これまで東北方面へは仙台から先には行ったことがなく、新幹線のＥ５系に

も初乗車。そして新聞やテレビなどではなく、東日本大震災の被災状況や大規模な復興

事業を目の当たりにするなど、今回の道路視察は全てが初めての体験であった。

　 気仙沼市役所で職員の方から市の被災状況や復旧・復興事業の説明を受けた後、土地

10  平成３０年度の道路視察に参加して（報告）

～気仙沼市・防潮堤等復興事業・三陸沿岸道路整備事業など～

あった。

　 宿泊先の「南三陸ホテル観洋」でオーシャン・ビ

ューの大浴場で汗を流した後、夕食・懇親会。まだ

部にも甚大な被害が発生したところである。今年の５月に完成したという海岸堤防の高

さは１４．７ｍ、幅は９０ｍと見た目にもド迫力。建設に当たっては環境や景観、海浜

利用への配慮など、住民の方々との合意形成にご苦労されたようであった。

被災したにもかかわらず、震災直後の対応や復興の

拠点として、そして一時避難先としての受け入れ等

日常生活が不便な中でもスタッフの方々等、一丸と

なって頑張られていたとのことであり、パンフレッ

トには「私たちの記憶を多くの皆様にお届けするこ

とで、将来の防災・減災への取り組みにお役立てい

ただければ幸いです。」と記されていた。

　 日頃の行いが良いせいか（？）二日目も好天に恵まれ、女将さんやスタッフの方々の

見送りを受けながら予定の時間に出発。ここからは東北地方整備局仙台河川国道事務所

の遠藤副所長に同行していただくこととなった。
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　 最後に、お忙しい中、現場等の説明をしていただいた気仙沼市建設部、宮城県気仙沼

土木事務所、南三陸町建設課、東北地方整備局仙台河川国道事務所、東北国営公園事務

所の皆様方、大変お世話になりました。この場をお借りして御礼申し上げます。

　 ありがとうございました。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 震災遺構「旧道の駅タピック４５」に立ち入り、改め

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 て津波の凄まじさを感じ取ったところである。

　 今回の道路視察は、大震災からの復興に関わる区画整理、防潮堤、幹線道路、祈念公

園の整備事業等、多岐にわたる事業の工事現場であったが、どの事業も一歩一歩確実に

そして力強く進められていた。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 高田市へ。国営追悼・祈念施設（仮称）が設置される

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 「高田松原津波復興祈念公園」整備事業の現場を見せ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ていただいた。広大な公園は２０２０年度末の整備に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 向け工事が進められており、管理棟の建築工事も本格

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 化していた。公園内にある復興のシンボル「奇跡の一

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 本松」を見た後、当時の状態がそのまま残されている

の３径間連続鋼斜張橋となっており、完成すれば斜張橋では東北地方で最長のものにな

るとのことである。今回はこの斜張橋の下部工の現場を見せていただいた。Ｐ１２と呼

ばれている橋脚は海の中に建設されるため、作業はこの橋脚専用のコンクリート打設船

等で行っており、その付近まで視察用の舟を出していただいた。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 バスは国道４５号を北上し、最終視察地である陸前

　 昼食後、復興のシンボルとして期待されている三陸道気仙沼湾横断橋の建設現場へと

向かった。同橋は橋長１３４４ｍの長大橋であり陸上部は６６４ｍ、海上部は６８０ｍ

　 橋長１１３ｍ単純鋼床版箱桁橋の「歌津大橋上部工」、橋長９４ｍ２径間連続ポスト

から防潮堤や土地区画整理事業の状況を見た後、三陸沿岸道路（歌津本吉道路）の建設

現場に向かった。

　 三陸沿岸道路の建設現場の前に南三陸志津川「さんさん商店街」に立ち寄り、見晴台

土区間の土を上手く使っているとのことであった。

道路ではあるが、この盛土であればもしも最大級の津

波が来たとしても心強い防潮堤になるなぁと思いなが

ら現場を後にした。

テンション方式ＰＣＴラーメン箱桁橋の「柳沢川橋上部工」、橋長１９０．１ｍ鋼５径

間連続非合成鈑桁橋の「津谷川橋上部工」、各工事の

説明を受けながら現場を見せていただいた。この中で

視察対象ではなかったが、津谷川橋の現場では橋梁の

手前が盛土構造となっており（写真右）高さは２０ｍ

位かなぁ。その高さとボリューム感には驚いたが、切
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11 平成３０年度首都道路協議会道路視察に参加して 

東京ガス株式会社 山縣 正彦 
                            玉川 俊晴 
 
６月２１日 
 
気仙沼市 
⚫ 魚町・南町地区被災市街地復興土
地区画整理事業 

⚫ 長磯浜地区防災集団移転促進事
業 

 
 気仙沼市では、市役所で復旧・復興

事業の取組状況等についての説明を

受けた後に徒歩で移動、災害公営住

宅の屋上から魚町・南地区土地区画

整理事業地を視察した。 
 その後、バスで移動、気仙沼市下水

道課庁舎屋上からの南気仙沼地区等

の状況と長磯浜地区防災集団移転促

進事業地を視察した。 
  
                  災害公営住宅屋上から魚町・南地区を望む 

 
災害公営住宅整備事業と防

災集団移転事業は概ね完了し

ており、新しい生活が始まって

いる。 
 一方、内湾地区の防潮堤高さ

問題が報道されている地区で

の土地区画整理事業は、造成工

事や基盤工事が進められてい

るところであり、被災者の生活

再建という観点から、早期の事

業推進が望まれる。 
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下水道課庁舎屋上から北方を望む 

⚫ 小泉地区防潮堤 
 

 ４５号線を南下、本吉町の中島海岸（小

島海岸）で、津谷川河口部一帯の防潮堤

事業について、宮城県気仙沼土木事務所

より説明を受けた。震災時、当地に２０

ｍを越える大津波が来襲し、津谷川を遡

上した津波により海に面していない津谷

市街部においても甚大な被害が発生した

ことから、高さ 14.7ｍの防潮堤や津谷川
堤防の整備が進められている。 
                       宮城県作成の完成イメージ図 

 

駐車場予定地から防潮堤を望む              津谷川橋施工現場から下流側を望む 

 
 
＜参考＞ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

H23．2月 H24．2月 H.29．5月 H.30．5月 震災前後比較 前年比較

人口 74,711人 70,250人 65,367人 64,286人 ▲10,425人 ▲1,018人

▲１４．0％ ▲１．６％

気仙沼市：現在と震災前、および一年前との人口比較
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６月２１日 
 
南三陸町 
⚫ 志津川地区復興まちづくり事業 
 
 志津川地区見晴台にて、南三陸町建

設課より事業概要と進捗状況の説明

を受けた後、さんさん商店街、ハマー

レ歌津を視察した。 
 南三陸町では、「いつか再来する大

津波から人命を守ること」を最優先と

する「住宅の高台移転」に取組んでい

る。特徴的なところとして、震災以前

に住宅や産業施設が集積していた沿

岸の低地部を、建築基準法第３９条の

災害危険区域として条例で指定して

いるが、住宅の用に供する建築物の建

築を禁止するにあたり、他の自治体に

みられるような「適用除外」規定を設

けていない。沿岸低地部は過去にも被

害を受けていることから、今回の復興

にあたり、二度と被害を出さないため

の取組とのことである。         見晴台からさんさん商店街方面を望む 
 

さんさん商店街より旧南三陸町防災対策庁舎を望む 
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ハマーレ歌津              ATMを搭載した車両型郵便局（ハマーレ歌津駐車場） 

 
 
＜参考＞ 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
三陸沿岸道路 
⚫ 歌津大橋 
⚫ 柳沢川橋 
⚫ 津谷川橋 
⚫ 本吉ＩＣ（仮称） 
⚫ 気仙沼湾横断橋 
 
 南三陸町志津川地区からバスにて

北上しつつ、東北地方整備局仙台」河

川国道事務所より「三陸沿岸道路」の

整備状況についての説明を受けた。 
 
                       柳沢川橋上部工工事 

                  

H.23．2月 H.24．3月 H.29．3月 H.30．3月 震災前後比較 前年比較

人口 17,666人 15,352人 13,426人 13,141人 ▲4,525人 ▲285人

▲２５．６％ ▲２．１％

南三陸町：現在と震災前、および一年前の人口比較
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津谷川橋上部工工事                  本吉 IC（仮称）整備付近 

 

気仙沼湾横断橋小々汐地区下部工工事         下部工工事用のコンクリートミキサー船 

 
 
 
陸前高田市 
⚫ 高田松原津波復興祈念公園 
 
 今回の視察の最後として、陸前高田市高田松

原地区の「道の駅高田松原」、「奇跡の一本松」、

「タピック４５」を訪れ、東北地方整備局東北

国営公園事務所長より「高田松原津波復興祈念

公園」についての説明を受けた。 
 
 
 

奇跡の一本松 
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     タピック４５上部から海側を望む 

 
 
 
 
 
 
 

タピック４５ 

 
 

                   タピック４５上部から北側中心市街地方面を望む 

 
＜参考＞ 

H.23．2月 H.24．3月 H.29．5月 H.30．5月 震災前後比較 前年比較

人口 24,246人 20,813人 19,661人 19,321人 ▲4,925人 ▲340人

▲２０．３％ ▲１．７％

陸前高田市：現在と震災前、および一年前の人口比較
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12 平成 30年度首都道路協議会道路視察に参加して 
―宮城~岩手における復興工事の現況― 

（一財）首都高速道路技術センター 長谷川 和夫 
 
 平成 30 年 6 月 21 日～22 日に催行された首都道路協議会の道路視察に参加した。今年度
は宮城県南三陸町～岩手県陸前高田市における三陸沿岸道路を中心とした道路の復興、整備
の状況と気仙沼市及び南三陸町における復興まちづくり、陸前高田市の津波復興祈念公園の
整備等の視察であった。 
 本協議会の東日本大震災被災状況等の視察は今回が 3 回目とのことで、以前の視察に参加
したことがある方々には、地震から 7 年を経てその復興の進捗ぶりは目を見張るものがあっ
た。 

  小生も地震発生の 6か月後の平成 23 年 9 月に、今回の視察と同様な範囲を視察する機会
があった。今回、その時特に心に残った被災場所も視察することができたのでその復旧・復
興状況について感じたことを報告する。 

1.歌津大橋                    
歌津大橋は 10 径間連続の PC 連続桁橋で

あったが津波で上部工がほぼ全て流され、桁
は反転した状態で落下し、橋脚だけが遠目に
は無傷に見える。 
視察した際にはその橋脚の周りに被災され

た人の生活の匂いが感じられるいろいろなも
のが流れ着いていた。中に少年が愛用してい
たと思われる野球帽が波打ち際に漂っていた
のを見たときはには居た堪れない思いになっ
たのが、今でも強く残っている。 

 
 

 

 

上部工が流失した歌津大橋（2011.09） 

今回の視察で見た新しくなった歌津大橋は鋼
橋（近くまで行くことができなかったので構造詳
細は不明）で縦断線形も高くなり平面的にも直線
橋になったようである。以前のように、海岸線を
カーブを描きながら景色を楽しみながら走行す
ることができないのは残念な気もするが、やむを
得ないことだろう。 
 

架け替えられた歌津大橋 
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2.タピック 45とその近傍 
タピック 45 は津波で３階まで内部が完全に破壊されたことは前回お聞きした。今回の視

察では、東北地方整備局の武藤東北国営公園事務所長のご厚意で屋根を登らせていただくこ
とができ、内部の破壊の状態を見ることができたが、あらためて、津波の破壊力の凄さを痛
感した。 
あわせて、現在進められている高田松原津波復興祈念公園と震災津波伝承施設（仮称）の

整備状況を遠望することができた。タピック 45 も震災遺構としてどのように残すか検討さ
れているとのこと。是非伝承施設とともに震災の記憶を風化させることなく津波の恐ろしさ
と復興の道のりを後世に伝えていくことができる施設となることを願っています。 

 タピック 45 に前の国道４５号に面して建っていた GS の看板には津波の高さ（約 15m)と威
力を示す痕跡が残っていたが、その看板も建て替えられ押し寄せた津波の高さが表示されて
いた。近くにあった、某有名歌手所有のホテルも被災していたが高台に移転し、営業を再開し
ているとのことであった。  

   
 
 
今年度の視察では、三陸沿岸道路の整備をはじめ防潮堤の建設、区画整理事業など復興に

向けた取り組みの一端を知ることができると同時に、７年前の惨状を思い返すいい機会とな
りました。震災から真の復興を遂げるにはまだまだ気の遠くなるような道のりだと思います
が、一歩ずつでも着実に前進することを心から念じています。 
 そのようなお忙しい中時間を割いてご案内いただいた東北地方整備局、気仙沼市の皆様に
心からお礼申し上げます。ありがとうございました。 
 大変有意義な視察を企画していただいた牧野事務局長をはじめ首都道路協議会事務局に感
謝いたします。 
                                                                                               

タピック 45と GS の看板 
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13 平成３０年度首都道路協議会道路視察報告書 
 

（一財）首都高速道路技術センター 若林登 
１．はじめに 
平成３０年６月２１日、２２日の二日間にわたり、東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県気仙沼

市、南三陸町、岩手県陸前高田市の復興状況を視察させていただいた。盛りだくさんの充実した視察の
中で特に印象に残った現場について報告します。 
 
２．気仙沼市魚町・南町地区区画整理事業 
防潮堤の整備が行われており、躯体の構築、地盤のプレロードが行われていた。景観に配慮が必要な

箇所では壁面の緑化、フラップゲートの採用によりコンクリート感を減ずる配慮・工夫が行われており、
膨大な復興事業の進捗を図らなければならない中でも、住民との対話を重ね、丁寧に合意形成を図って
いることをお聞きし、関係者の方々のご苦労に頭が下がった。 

 
左：プレロード施工状況 
右：フラップゲートが設 

置される防潮堤 
 
 
 
 

 
３．津谷川橋 
橋梁工事の現場として案内されたが、橋梁よりも取付け部の巨大な盛土が印象に残った。首都高の建

設事業に従事してきた感覚からは、巨大な盛土よりも連続高架橋の方が見通しや風通しが良く、圧迫感
や地域分断もないように思われたが、単純にコストの問題なのか、構造物よりも緑化した盛土の方が景
観や環境面で好ましいと判断したのか、興味深く感じた。 

 
左：津谷川橋 
右：取付け部盛土                             
 
 
 
 
 

 
４．おわりに 
震災で亡くなった方々のご冥福をお祈りするとともに、被災地の一日も早い復興を祈ります。また、

復興事業でお忙しい中ご対応いただいた気仙沼市、宮城県、東北地方整備局、南三陸町、工事受注者の
方々、充実した視察を企画・運営していただいた首都道路協議会事務局様にお礼申し上げます。 
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14 「平成３０年度道路視察」に参加して 

 東亜建設工業株式会社 
重並 弘道 

 
今回は、東日本大震災により壊滅的な被害を受けた東北被災地の復興状況の視察という

ことで、宮城県南三陸から岩手県陸前高田までの太平洋沿岸部を視察した。 
2011年 3月 11日に発生した地震による人的被害は、死亡者 15,895人、行方不明者 2,539

人となっており、60,000人を超える人が現在でも避難生活を送られている。このうち津波
に巻き込まれて亡くなられた方が 14,000人を超えると言われており、ほとんどが津波によ
る被害であった。 

7年経った今でも、地震直後の報道で津波が住宅や車を巻き込みながら住宅街、川を遡上
してくる映像が生々しく思い出される。 
被災後 10年間での復興を目標に国、地方、民間が一体となり復興に向けた取り組みが行

われ、海岸対策、道路、住宅など随分と工事が進んでいる状況が見受けられた。公営住宅

の整備や区画整理事業・集団移転用の宅地 成事業など今年度中に概ね完成するとのこと

で、この地に住む人々の生活基盤が出来上がり早く町の賑わいを取り戻して欲しいと思う。 
 
1）海岸対策 
  東日本大震災は、千年に一度発生する規模の大地震でありこの規模の津波に対応する

堤防を考えると、莫大な費用と工事期間、ランニングコストを見込まなければならず、復

興現場の堤防は、数十年から百数十年の頻度で発生する地震の津波高さ（L1）を評価し堤
防高さを設定しているとのこと。 大クラスの津波（L2）に対しては、ハード面の整備と
ソフト対策を組み合わせた多重防御の考えが取られている。 
今回視察した現場で、気仙沼地区や南三陸地区の防潮堤工事、地盤の嵩上げ工事が進み

商業施設などが出来、徐々に人波が戻ってきた感があるところと、まだまだ復興道半ばを

感じる箇所など見られた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             （志津川の見晴台から大森漁港方向） 
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2) 三陸沿岸道路 
  宮城県仙台から青森県八戸まで太平洋沿岸に計画されている延長 359km の道路で

30年 3月末までに 205km（58％）が供用している。資料によると宮城県内は、126kmの
うち 99kmが開通しており気仙沼湾横断部を除いて平成 32年度には開通の予定。沿岸道路
が開通することにより、太平洋沿岸の都市間の往来が便利になり益々の発展に寄与するも

のと思われ復興道路としての役割を果たすものと思う。今回、工事中の現場を何か所も見

せて頂いた中で津谷川橋の土工部の高さと大きさには、よくこれだけ盛ったものだと感心

させられた。津波除けも兼ねているのでしょうか。また、気仙沼湾横断橋が完成すれば、

横断橋の斜張橋と大島架橋のアーチ橋が重なって見える新たな観光名所が生まれるのでは

ないでしょうか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  （三陸沿岸道路 津谷川の盛土部）         （気仙沼湾の大島架橋） 
3) 気仙沼線の復旧 
  視察中に震災で被害を受けた鉄道路線をＢＲＴ（バス高 輸送システム）に切り替

えて運航しているバスとすれ違った。地元の方々の足となる重要な交通機関である。震災

で残った使える部分は使うと言うことで、復旧工事を行っている箇所も見られたが鉄道網

の復旧も大変な費用と時間が見込まれる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  （津谷川の堤防とＪＲ気仙沼線の復旧工事） 
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4) 陸前高田の復興祈念公園 
  陸前高田市は、15ｍを超える大津波に襲われたとのことで、震災前後の写真を見る

と高田松原、気仙川を渡る橋、住宅街など跡形もなく流されてしまっている。復旧工事で

12.5ｍの堤防と堤防の海側に松林を復元する計画。また、堤防の内側は国営の追悼・祈念
公園として、奇跡の一本松ともに後世に震災の記憶と教訓を伝承する施設として整備する

とのこと。以前この地を訪れたときは、気仙川の向かいの山から土砂を運ぶベルトコンベ

アーが設置され地盤を嵩上げする大量の土砂が運ばれていた。今回、山腹を見ると住宅が

建てられており高台移転の住宅地となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        （写真 正面奥が土砂を削り取った山が住宅地に） 
 
今回の震災復興状況を視察して、千年に一度の規模の大地震による甚大な被害を受け、

瓦礫の撤去からインフラの復旧、被災者の住まいの確保などゼロ（マイナス）からのスタ

ートで良くここまで復興出来たと、関係者の皆様の労苦と努力に敬意を払うのみである。 
今後、発生が予想される首都直下型地震、東海・東南海地震に備えて東日本大震災の経

験を生かし、被害想定の見直しなど踏まえた防災対策が関係する各県で実施されている。            
いつ発生するか解らない地震に、国、地方、民間が一体となって一日でも早く防災施設

が完成し、安心して暮らせる土地になると共に、避難方法などソフト面の周知徹底が必要

ではないでしょうか。 
後に、ご多忙の中ご説明頂いた復興工事関係の方々、及び沢山の箇所の視察を企画し

関係各所と調整して頂いた事務局の方々に心より感謝申し上げます。 
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15 平成 30年度首都道路協議会視察報告 

首都高ﾒﾝﾃﾅﾝｽ西東京㈱ 田中 誠 

 

●視察日程： Ｈ30年 6月 21日（木）～6月 22日（金） 

●視察団：古川 団長（㈱ＩＨＩｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑ顧問） じめ総勢 25名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●視察工程概要 

 ➣6/21（1日目） 

   東京駅（新幹線）⇒一ノ関駅⇒気仙沼市役所（震災復興概要説明）⇒魚町・南町地区区画整

理事業⇒長磯浜防集団地⇒小泉地区防潮堤工事⇒宿泊地 

➣6/22（2日目） 

   南三陸町、汐見橋を遠望⇒南三陸さんさん商店街⇒歌津大橋現場⇒柳沢川橋・津谷川橋現

場⇒本吉気仙沼道路（本吉ＩＣ）現場⇒気仙沼湾横断橋現場⇒陸前高田復興祈念公園 

  ⇒一ノ関駅（新幹線）⇒東京駅 

●（1日目視察報告） 

 ➣気仙沼市役所（建設部計画・事業部）概要説明 

                                

                               建設部計画・調整課 伊藤課長より、南三陸町                         

震災復興計画 概要を説明して頂きました。 

 

                               ➣復興まちづくり方針 

                                 ＜基本理念＞ 

                                   自然・人・なりわいが紡ぐ安らぎと賑わい                                                                          

ある町へ 創造的復興  

                                 ＜基本方針＞ 

                                   なりわい 場所 様々であっても、住ま                               

い 高台に 

 

                                  

 

・「いつか再来する大津波から人命を守る」  

                                                                     

・将来にわたり命を守る土地利用と同時に

自然や地域 絆にも配慮し、地域 実態

や意向を踏まえた復興事業を計画的に進

められている事が説明された。 

（気仙沼市役所提供資料） 
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➣魚町・南地区区画整理事業視察 

                       

                      市 中心市街地であるた魚町・南町地区で 、活気ある商業 

地及び観光地 早期復興を目指し、魚町地区Ｔ.Ｐ1.8ｍ、 

南町地区Ｔ.Ｐ1.3ｍ以上 宅地 盛土嵩上げが行われてい

た。   

                        

                        

                         

                          

                        

                        

                        

                        

                         

                        

                        

 

 

 

 

 

 

➣長磯浜防集団地視察 

 

防災集団移転促進事業として、46団地（建築完了戸数  

808戸） 内、99％ 引き渡しがＨ30.6時点で完了して 

おり、Ｈ30年度内に 、100％ 予定と ことである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（下水道課屋上から撮影） 

（気仙沼市役所提供資料） 

（気仙沼市役所提供資料） 
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➣小泉地区防潮堤工事視察 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（中島海岸防潮堤写真） 

（宮城県気仙沼土木事務所河川砂防第二班 坂下技術次長による防潮提説明） 

環境や景観へ 配慮を求める地域住民 要望も検

討しながら、早期建設を行っている経緯 説明を聞

いた。 

（気仙沼土木事務所提供資料） （中島海岸防潮堤完成ｲﾒｰｼﾞ図） 
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●（2日目視察報告） 

➣歌津大橋現場視察  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➣柳沢川橋現場視察 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➣津谷川橋現場視察 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仙台河川国道事務所提供資料） 

現況：橋台完成済、鋼橋上部工場製作中 

   Ｈ31年 1月と 3月（送り出し桁架設）予定 

現況：下部工（橋脚）完成済、 

   上部工（ＰＣ箱桁）架設完了 

   付属物工施工中、Ｈ30年 11月 30日完了予定 

 

※高耐久化を図るため、端部で ｴﾎﾟｷｼ樹脂鉄筋、 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 使用。 

（ｴﾎﾟｷｼ樹脂鉄筋 参考写真） 

Ｈ30.6.22 撮影 

現況：下部工（橋脚）完成済、 

   上部工桁架設完了 

   床版工施工中、Ｈ30年 10月 22日完了予定 
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➣気仙沼湾横断橋現場視察 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完成イメージ図 

大型ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ船にて「頂版ｺﾝｸﾘｰﾄ打設」 

(橋長 1,344m) 

 
(主塔高 115ｍ) 

 

※東北最大 斜張橋 

 

（仮称）気仙沼湾横断橋 、震災復興 ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄである三陸沿岸道路 うち、気仙沼

道路に架かる橋梁で完成したら、気仙沼港ＩＣ（仮称）と大島ＩＣ（仮称）が結 れ走行時間が短

縮され信頼性 高い物流経路と生活基盤が確保される。 

 また、三陸 観光振興に大きく貢献する。 

 高く伸びた主塔から張られたケーブルで橋桁を支える美しい形状で、更なる復興を目指す気仙沼

シンボルとして完成が待ち望まれています。 
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➣陸前高田復興祈念公園視察 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奇跡 1本松 多ﾋﾟｯｸ 45（震災遺構） 

内部被害状況 

（東北地方整備局東北国営公園事務所提供資料） 
完成パース 

奇跡 1 本松が残ったこ 場所を復興祈念公園とし、犠牲者へ 追悼と鎮魂

思いとともに震災 教訓 伝承と国内外に向けた復興にたいする強い意志 発

信を目的とした祈念公園。 
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●今回 道路視察 際、各視察場所で詳細な復興状況を説明して下さいました皆様 

 

●最後に 

  

視察をとおして、大震災被害 甚大さを痛感しました、犠牲者 皆様へつつしんで哀悼 意

を表します。 

また、視察 際、各地で丁寧な説明をして下さった皆様に心より感謝申し上げます。 
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16 平成 30年度首都道路協議会道路視察に参加して 

 
三井住友建設株式会社   久保田信雄 

 
 今回６月 21､22 日の 1 泊 2 日の行程で平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災によ

って甚大な被害を受けた宮城県､岩手県の現地を通算 3 回目の訪問をしましたので､その後

の復興状況等を報告したいと思います｡ 今回は陸前高田市の復興状況と被災地のﾘｰﾃﾞﾝｸﾞ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとして整備が急ピッチで行われている三陸沿岸道路のうち気仙沼湾横断橋を中心

に述べたいと思います｡ 
①陸前高田市の復興状況 

陸前高田市の旧市街地は､津波により壊滅的な打撃を受けましたが､その後､復旧､復興に

向けて関係者の並々ならぬ努力により住宅の高台移転も進んでいる｡また､防潮堤も高さ 10
ｍ程度に新たに建設されていた(写真-1)｡津波により破壊された市街地は更地となり現在は

写真-2 のように将来商業､工業地区として盛土等の整備工事が進められていた｡全体的には

着々と復旧が進んでいる様であった｡ ここでは特に､高田松原津波復興祈念公園について

述べたいと思います｡ 当公園は､平成 32 年度末の整備に向け平成 29 年 3月に着工したとの

ことです｡ここには復興のｼﾝﾎﾞﾙとしてのいわゆる｢奇跡の一本松｣(写真-3)や震災遺構｢旧道

の駅ﾀﾋﾟｯｸ 45｣(写真-4､写真-5 はﾀﾋﾟｯｸ 45 の内部)等も保存され､犠牲者への追悼と鎮魂の思

いとともに震災の教訓とそこからの復興の姿を高田松原の再生と重ね合わせ未来に伝えて

いくという基本理念に基づいて整備されているとのことでした｡将来､ここを訪れた人々は

深い追悼の思い､祈り､教訓､復興に向けた努力に対する感銘等様々な感情､感想を抱くこと

になろうと思います｡ 
②三陸沿岸道路の整備状況 
 三陸沿岸道路は復興のﾘｰﾃﾞﾝｸﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとして整備が国土交通省により精力的になされ

ている｡総延長は 359km で､宮城県から岩手県､青森県の 3 県の太平洋沿岸地域を縦断する

路線であり､既に供用開始しているのは 205km と約 57％とのことです｡写真-6 に工事中の

三陸沿岸道路のうち歌津本吉道路の高盛土の状況を示す｡高さ 20m と東日本大震災の津波

の高さと同程度の高盛土であり､万が一､今後同程度の地震による津波が襲来しても三陸沿

岸道路より内陸側はそれににより津波が阻止され､津波による大規模な被害は被らないで

あろう｡次に､工事中の三陸沿岸道路ののうち長大橋梁の気仙沼湾横断橋について述べたい

と思います｡気仙沼湾横断橋は全長1344mで海上部680m､陸上部664mからなり､海上部に

位置する 3 径間連続鋼斜張橋はﾒｲﾝｽﾊﾟﾝ 360m､ｻｲﾄﾞｽﾊﾟﾝ 160×2m の全長 680m の長大橋梁

であり現在鋭意工事中である｡写真-7 は気仙沼湾横断橋の気仙沼湾内に工事中の橋脚の基

礎工の現況です｡この区間は平成 31年度開通予定のようであり､斜張橋としては東北最長と

なり風光明媚な気仙沼湾をｵｰﾊﾞｰﾌﾞﾘｯｼﾞする様は一大観光ｽﾎﾟｯﾄとして注目を浴びるととも
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に復興のｼﾝﾎﾞﾙとなることはまちがいないであろう｡ 
 以上限られた箇所について報告させて頂きました｡ 1 回目は東日本大震災発生の約 3.5 ｹ

月後､平成 23 年 6 月 28､29 日に視察させて頂きましたが､その時は､辺り一面瓦礫の山で災

害の甚大さに唯茫然としていたことを思い出します｡2 回目はその大震災発生の約 2 年 3 ｹ

月後､平成 25年 6月 25､26日に視察させて頂きました｡その時は､瓦礫等も片付き､盛土嵩上

げ工事も一部着工の運びとなっていました｡今回､3 回目の訪問は大震災発生の約 7 年 3 ｹ月

後でありました｡各地の防潮堤も概成され､住宅地等の高台移転も進み､盛土嵩上げも概成

し､着実に復興に向けて一歩一歩前進しており､関係者の並々ならぬ努力に感謝するととも

に被災者の皆様が一日も早い平穏な生活に戻れることを祈って止みません｡ 
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写真－１ 
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17 平成 30年度首都道路協議会道路視察（東北）報告書 

大成建設（株）村野正明 
 

〇はじめに 
首都道路協議会の視察は昨年の新潟方面の視察に続き、2回目の参加となります。準備をし
て頂いた方々説明をして頂いた方々大変勉強になりありがとうございました。 
東北方面には今まで縁があまりなく、震災後３回目の訪問になります。 
集合時間が早朝 7：20 東京駅集合と早かったのに遅れる人が誰もいなかったのは、今回の
視察への意気込みが感じられました。その分ホームで新幹線を待つ時間が長く感じられま
した。一ノ関駅に到着後、1か月前に納車されたばかりのシートが革張りのバスに乗り込み
2 日間の視察がスタートしました。車窓から見た看板に「国際リニアコライダーを東北に」
が見られました。北上山地の地下 100ｍの盤石な花崗岩に全長 20ｋｍ～50ｋｍにわたる世
界最先端の素粒子実験施設を誘致するというものです。 
1.気仙沼市 
ワンテン庁舎の駐車場が 3 階以上にあり、どこかで見たことがある建物と思いだしたら、
市出資の第 3 セクターによる商業施設が経営難に陥ったために市に買い取られ以後市庁舎
として使用されているものでした。 
気仙沼市の被災の状況としては、死者数 1042 人、行方不明者数 215 人、8割の事業所が被
災し、特に水産業がダメージを受けたそうです。現在の人口は約 1 万人減の 6400 人余り。
復興事業は約 3750 億円で、防災集団移転促進事業、災害公営住宅整備事業はほぼ終了し 
土地区画整理事業の進捗もかなり進んでいるそうです。 
市街地と海が隣接する内湾地区は古くからの市街地中 
心地で TP+6.2ｍの防潮堤が計画されていました。海が 
見えなくなることに住民が反発して市全体を巻き込んだ 
防潮堤を勉強する会を発足し 3 年余りの検討を経て、 
TP+5.1ｍのフラップゲート式の防潮堤（津波襲来にあわ 
せて 1ｍ起き上がり、普段は倒れているので実際の堤防高 
は TP+4.1ｍ）とし、さらに後背地を盛土して道路から見 
た高さが 1.3ｍ程になり人の目線から海が見えるようにな 
っていた。その後、東日本震災後の地盤隆起を考慮しなか
った（変更計画に気付かなかった）ため完成済みの一部区
間（約 160ｍ）が計画より 22ｃｍ高く造られるという施工ミスがあったが膨大な費用がか
かるということでそのままにすることになったそうです。 
南町地区の海側は、防潮堤が見えないように陸側に公共施設や商業施設を配置し、展望用デ
ッキを防潮堤側に張り出し海岸広場につながるという工夫をしている。 
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鹿折地区にあった全長約 60ｍの第 18共徳丸は船主の意向で解体撤去されたそうです。 
屋上から景色は防潮堤とその内側を盛土する工事ばかりで
あった。気仙沼終末処理場の屋上から、防波堤の高さは約 5
ｍで一部覗き穴が空けられており隔離施設の塀の中にいる
みたいであった。遠方にアーチ橋である気仙沼大橋が風景
とマッチしていた。この橋はまだ前後の道路ができておら
ず、大島にはフェリーで渡る必要があるそうです。 
2.長磯浜地区防災集団移転促進事業 
面積約 4.7ha、防集宅地 64 区画、公営住宅 20戸の小さな事
業であるが、事業の推進・合意形成にはかなりの苦労があっ
たものだと思われる。暮らしてきた土地とのつながりや地
域の絆などかけがえのないものがあったと推測される。そ
れを乗り越え事業の完成にたどりつけたのは非常にすばらしいことです。 
3.小泉地区防潮堤 
東日本大震災においては小泉地区に 20ｍを超える大津波が
襲来し、市街地部に甚大な被害をもたらせた。この地域は汀
線が約 200ｍ後退したらしい。離岸堤の位置を 200ｍ陸側に
設置し 14.7ｍの防潮堤を建設し、海水浴機能を充実させる
ため背後地の一部を 10ｍ盛土して駐車場やシャワー、トイ
レを整備する計画である。我々が訪問した時、防潮堤はほと
んど概成されており、圧倒するようなスケール感があった。
その中をダンプトラックが何台も土を搬入していた。いった
い何台分入るのだろうと思いながら見ていました。 
4.南三陸ホテル観洋 
このホテルは震災にあった時、避難所として住民の方々を受け入れ、従業員分を含め 350 人
分の食事を一週間分用意したホテルである。震災後も「震災を風化させないための語り部バ
ス」などの活動を行っています。目の前に広がる太平洋の波、白波、豊かな風景、カモメを
見ながら入るお風呂は素晴らしかった。夕食はアワビの陶板焼きをはじめとした海鮮料理
に舌鼓を打ちました。 
5.南三陸さんさん商店街と見晴台（南三陸町志津川地区） 
南三陸さんさん商店街は「サンサンと輝く太陽のように笑顔とパワーに満ちた南三陸の商
店街にしたい」というコンセプトの下、2012 年 2 月 25 日に仮設商店街としてオープンし
たものがかつての町の中心地に震災後 8.3ｍ嵩上げされた高台の造成地に 2017 年 3 月 3 日
に本設オープンした。商店街の設計は隈研吾建築都市設計事務所が手掛けており店内外の
人がうまく混ざるように商店に縁側を付属させたり地元の木材である南三陸杉をふんだん
に使ったりの工夫がされていました。 
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見晴台は TP16.5ｍの高さで南側は海で防潮堤工事中、西側は川で護岸工事中であった。そ
の中を TP8.7ｍの高さで造成しており、災害危険区域に指定されており住宅は立ててはい
けない地域になっています。 
八幡川の西側は防災対策庁舎を含む震災復興祈念公園として整備される予定です。 
6.歌津大橋現場 
被災した歌津大橋を復旧すると共に甚大な被害を受けた歌津伊里前地区について街づくり
計画及び県のバック堤、防潮堤計画と一体となった国道 45 号の復旧工事です。現在は下部
工が施工済みで、渇水期の上部工架設の準備中であった。隣の BRT の青いトラスが印象的
であった。 
7.ハマーレ歌津 
南三陸町歌津地区に立つ海を一望する木の温もりを感じる商業施設。移動郵便局（ポスクル）
のオレンジ色のバスが東側進入口に 2年間もおいてあるのが印象的でした。 
8.柳沢川橋（歌津本吉道路） 
構造形式が 2径間連続ポストテンション方式 PCTラーメン箱桁橋（94ｍ）で、移動作業車
による張り出し架設により建設するもの。張り出し架設はほぼ完了で即径間を残す状況で
した。 
9.津谷川橋（歌津本吉道路） 
現在コンクリート床版工事中。30ｍ以上の盛土部を息を切らしながら上っての見学でした。 
10.本吉 IC（仮称、本吉気仙沼道路） 
延長 4ｋｍの本吉気仙沼道路（二期）のハーフ型の IC. 
メタルの I 桁橋（130ｍ）で手延べ架設。45 号線は 2 万台/日の通行量があるが夜間全面通
行止めで 11月架設される予定だそうです。 
11.はまなす海洋館 
昼食したおしゃれなホテル。震災により 3 階建てのホテルが被
災し、残ったフレームを活用し 2 階建ての共用エリアと隣に宿
泊棟を新築して開業。海側の畑で作っている野菜をレストラン
で使用しているが、防潮堤の工事で畑はなくなる予定だそうで
す。海岸線、野菜畑、廃線になった気仙沼線の線路、ホテル、
建設中の防潮堤の光景が何とも言い難かった。 
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12.気仙沼湾横断橋（気仙沼道路） 
三陸沿岸道路のうち気仙沼湾を横断する区間は、橋長 1344ｍ
（鋼箱桁橋 664ｍ、鋼斜張橋 680ｍ）の長大橋である。気仙沼湾
横断峡はさらなる復興を目指す気仙沼市のシンボルの一つとし
て期待されている。今回視察したのは小々汐地区下部工工事の
現場で、対岸から船に乗りこみ P12 橋脚の周りを一周して視察
を行った。鋼管矢板井筒は平面で約 30ｍ×40ｍ、鋼管はφ1500
ｍｍと大規模なものである。工事諸元はコンクリート 17000 立
米、鉄筋 2300 トン、鋼管矢板 3000 トンで、橋脚躯体９リフト
施工中であった。寄神組のコンクリート打設船でコンクリート
を打設する。打設船はポンプが 2か所あり立派な施設だが、 JIS
規格は住所がないので取れないそうである。 
朝は漁船が荷を積んで往来しており、また、大島へのフェリー
が 1 時間に 1 本ずつ運航しており、航跡波や護岸からの反射波
の影響を受けている 。 
13.陸前高田復興記念公園 
奇跡の一本松は震災後枯死したが、その後復旧され震災復興の
シンボルとなっている。その後方に被災したままのユースホス
テルが印象的であった。また、被災した道の駅高田松原（タピッ
ク 45）の内部を外から覗いてみて、津波被害の壮絶さを思いや
られた。復興祈念公園も国営追悼・記念施設は基礎工事を施工
中であった。 
その後、バスに乗り込み一ノ関駅に向かった。 
〇終わりに 
大変盛りだくさんで有意義な視察でした。外面的にもまだまだ
復興の途中だと感じました。至る所で海岸線の防潮堤、河川の堤
防を嵩上げコンクリート張り、その内部の土地を盛土造成中と
いうイメージが残りました。震災の悲惨さ、復興のご苦労大変な
ものだと思います。震災と復興について、もっと関心を持って勉
強し復興の力になれればと思います。 
 
 

以上    
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18 平成３０年度首都道路協議会道路視察報告 

森ビル株式会社 顧問 升 貴三男  
東日本大震災が起きて初めて現地を訪れたのは、被災から約四カ月が経った岩手県石巻

市や陸前高田市など岩手県内の海岸沿いの地域を視察したものでした。  
その時は、港に大きなタンカーが打ち上げられて残っていたり、非常に巨大な海岸堤防

が壊されて市街地のかなり上まで津波が襲った町があったり、広い畑の後ですかと聞いた

ら家々が津波で持っていかれて更地となった場所ですと説明され何も言えなくなったのを

覚えています。また、二回目に訪れたのは、職員を復興支援で派遣していた被災後２年半

が過ぎた気仙沼市でした。壊れていた建物はだいぶ撤去されていましたが、建物の再建は

進んでおらず、まだまだ先は長いと言う思いを強くして視察を終えた記憶があります。  
今回は３回目の被災地訪問となり、復興がどの程度進んだのか期待を持って参加させて

いただきました。  
 

〇  ６月２１日  
気仙沼市に着き魚市場に隣接した「海の市」に昼食の

ため立ち寄りましたが、さっそく津波の高さ表示が我々

を迎えてくれました。  
昼食後に、気仙沼市役所を訪問しました。市はちょう

ど議会中でしたが、建設部計画・調整課長の伊東さんか

ら復興事業の取組状況のお話しをしていただきました。 
その後に職員の阿部さんと畠山さんのご案内で現地

を見学し、以前訪れた時と比べて復興工事が目に見えて進んでいる事が実感できました。  
土地区画整理事業は３地区が事業を行っていますが、そのうち２地区を視察しました。

はじめに、前回来た時には事業開始が遅れていた魚沼・南町地区内のビルの屋上から説明

を受けました。面積が小さく、盛土も少ないためか思ったより事業進捗していましたが、

堤防高さが TP ５ｍで、宅地は２ｍ程度と聞き、もう少し全体の地盤高さを上げても良か
ったのではないかと言う印象を持ちました。  
もう一か所の鹿折地区は、前回来た時に盛土の最中でほとんど何ありませんでしたが、

今回は殆ど造成も終わり、多くの建物が完成していました。まだ商業地の形成は今一つで

すが、今後の街の発展を願わざるを得ません。  
その後、南気仙沼地区にある下水処理場の屋上から

地区の現状を眺望しました。盛土工事や堤防工事が進

んでいるとともに、建物の建築も始まっており、復興が

着実に進んでいるなと思いを新たにしました。  
気仙沼の中心地から離れ、長磯浜地区防災集団移転

促進事業で整備された宅地と中島海岸防潮堤建設工事

を見学しました。特に、中島海岸の防潮堤は気仙沼中心部と違い外海に面しているためか

堤防高さも１５ｍと高くなっていました。  



83 
 

この中島海岸にある津谷川のかなり上流まで津波

が遡上し、海に面していない本吉町津谷地区の市街地

まで大きな被害が出たと説明を受けました。地域の方

は、前に山があり海が見えない状況で河川が溢れ、市

街地が浸水すると言う考えられない状況に驚愕したと

思うと心が痛みます。  
 

〇  ６月２２日  
宿泊先を出発する時から説明者として東北地方整備局仙台河川国道事務所副所長の遠

藤さんがバスに同乗されて最初の視察先である南三陸町に向かいました。  
南三陸町は津波で大きな被害が出て壊滅状態となったところですが、我々は復興なった

南三陸さんさん商店街と見晴台を訪れました。  
さんさん商店街の川の対岸には、堤防のかさ上げ工事

により下の部分が見られませんでしたが、津波で被災した

旧防災対策庁舎をのぞむことができました。  
庁舎周辺の土地や堤防は高くする事になっていて工事

を進めていましたが、庁舎は周辺の地盤高さも含めてその

ままの形で保存するため、私共がいた対岸の商店街からは

上の方だけが見える状態でした。  
この後、午前中は橋梁の現場を４か所視察しましたが、特に印象に残ったのは歌津本吉

道路の津谷川橋の視察でした。  
この橋梁は、津谷川の堤防が嵩上げされるとともにＪＲ気仙沼線と交差する事から非常

に高い位置に架橋しているところでした。橋の上から海の方を見たのが下の写真ですが、

堤防が嵩上げされており、橋梁の高さが良く分かります。  

〇 コンクリート橋はＪＲ気仙沼線、遠くの橋は国道４５号の新橋で手前の低い橋が旧橋  
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写真にあるように河口付近にある国道の橋もかなり高くつくられており、地震の津波に

より橋の高さがかなり高くなってしまうのが良く分かります。  
午後は、まず気仙沼湾横断橋の視察から始まりました。  

気仙沼湾内の津波高さは外海の地域と比べて低めだと思いま

す。しかし、この橋梁はレベル２対応と言う事で橋脚の高さもあり、しかも東北地方最大

となる３径間連続斜張橋のためか全体に大きい橋になるのだろうと思いますが、岸壁から

遠くの橋脚を見る限りでは、大きさをあまり感じる事はありませんでした。そのあと、船

から橋脚工事の現場を視察させていただき、近くで見ると非常に巨大であり、その大きさ

に圧倒されました。まだ、竣工の時期は未定のようですが、完成した時に見てみたいもの

です。  
この後、陸前高田市の奇跡の一本松周辺が最後の視察先となり、ここでは東北国営公園

事務所長の武藤さんから丁寧な説明を頂くことが出来ました。  
過去２回の視察でも奇跡の一本松も含めたこの地区の視察に来ていましたが、巨大なベ

ルトコンベアはすでに撤去され、遺構として残される橋脚が散見されるだけでした。  
今回、初めて訪れたのは旧道の駅「高田松原」でした。ここには津波で打上げられたブ

イが階段のかなり高いところにあり、改めて津波の巨大さを実感させられました。  

  
地域は盛土も進んでいましたが、これから国営追悼・祈念施設が出来るとのことでした

ので、完成後に改めて鎮魂に来てみたいものです。  
 

〇 最後に  
東北の被災地の復興は、被災された皆さんをはじめとして多くの方のご尽力により着実

に進んでいました。一方で、被災前の状態に近づくためには、まだまだ時間が必要だとの

印象を強く受けました。今後も、微力ながら、被災地の復興に協力をしていきたいと気持

ちを新たにして視察を終えました。  
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１９ 平成 30年度 首都道路協議会 道路視察報告  

～東日本大震災から七年経過、三回目となる復興視察～  

         東鉄工業㈱ 土木本部付部長 高橋紀男 
 
 今年度(H30)の首都道路協議会・視察目的は、2011(H23)年 3 月 11 日に発災
した東日本大震災の七年後の復興状況を視察することであった。 
  首都道路協議会の東日本大震災の視察としては、H23年、H25年に引き続き
三回目の視察となった 
 被災地は広範囲にわたっているが、視察日数が一泊二日と限られていること

から、視察場所は気仙沼市、南三陸町、陸前高田市のごく一部に限られてしま

うのもやむを得ないことと思うが、残念でもある。 
 
まず三回目の訪問ということで、それぞれの視察の概況を報告する。 
 
一回目は被災後三か月ということで、バスを降りた途端に汚泥の様な腐臭が

まわりに漂ったことを覚えている。臭いが災害の生々しさを体感させ、我が国

観測史上最大規模の地震と圧倒的破壊力を持った大津波が街全体を打ち壊し、

引きちぎり、瓦礫と大小の船舶のみが災害廃棄物として陸地に残っていた。 
土木技術者として、災害防除や復興を考えるための視察というより、アぁ、

うわっ、何じゃこれは……!!!という感嘆詞しか出なかったことを覚えている。 
現地で働く人々もまだまだ土建業の作業服姿より警察・消防・自衛隊といっ

た制服組の姿の方が目立っていた。 
 
二回目は被災から二年後であり、制服組の姿は消え、土木・建築・運輸関係

の作業服が各所で頑張っていた。しかし圧倒的な広がりの被災地に対し、建設

機械や作業員の姿が疎らにしか見えなかった。 
復興計画に住民合意をあまり必要としない漁港や道路などのインフラは確実

に進捗しているものの、高台への防災集団移転、災害公営住宅、嵩上げしなが

らの区画整理事業など予算は付いているものの、復興方針・計画など住民合意

が必要な事業は遅れ気味で、これからの本格復興に対する長い道のりが想像さ

れ、陰鬱な気待ちが残ったことを覚えている。 
また各地に瓦礫の分別処理施設が建設され、瓦礫の山とこれからの宅地を嵩

上げするのに必要となる土砂の山が目立っていた。 
 
今回の三回目の視察は、被災から七年を経過したことにより、色々な事業が
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それぞれに進捗していた。また各所にあった瓦礫の山が一つもなくなっていた

ことが七年の歳月を実感させた。 
まず気仙沼市の土地区画整理事業であるが、鹿折地区は平成 31年度の事業完
成に向け順調に造成・基盤工事、仮換地も進んでいた。地区内に災害公営住宅

も建設され、入居も進んでいたことから人の住む町の温もりが少し戻ってきた

ことの嬉しさも感じられた。南気仙沼地区と魚町・南町地区は嵩上げ造成工事

の真っ最中で、残り２年半の事業完成予定に向け工事が急がれていた。各地区

とも住宅地ばかりでなく商業・工業・観光の活気ある街に復興していくことを

願うばかりである。 
防災集団移転事業は、津波による甚大な被害を受けた集落に対し、住宅立地

を制限する区域を設けることの代わりに、今後津波被害を受けない高所・高台

の既存集落内やその周辺の低未利用地を利用し、新たな居住環境の整備を図り

移転してもらう事業である。気仙沼市全体で 38地区、910戸(事業費 577億円)
との事であるが、そのうち我々は長磯浜地区(防災集団宅地 64戸、公営戸数 20
戸)を案内していただいた。防集の宅地は平均 329㎡／戸と広く、ゆったりとし
た団地であった。いずれの地区も場所の選定を初め、住民個々の事情と意見の

調整が必要であり、これからの安全な生活を命題としながらも、事業進捗には

困難なことが多かったと推察される。またこぼれ話として、住民調整には市議

会議員の活躍もあったということであった。 
視察 1日目最後の場所は、津谷川河口部の中島海岸(小泉海岸)の防潮堤建設現
場であった。被災前の中島海岸は良好な海水浴場の機能と希少種の海浜植物が

自生する自然豊かな海岸であったようである。しかし今回の 20mを超える津波
は低い中島海岸の堤防と津谷川の河川堤防を乗り越え、海の見えない津谷市街

地にまで襲来し、甚大な被害を発生させたとのことである。 
復興のための海岸と河川の防潮堤計画は、地元関係者、学識経験者、県と市

の行政からなる検討会で延べ二年にわたり検討したとのことである。海岸と河

川の堤防機能(高さ 14.7m)と景観、自然環境の配慮、海浜利用、後背地との一体
性(保安林の再生)、河川の高水敷きの整備、河川右岸堤防裏の湿地の再生など、
提言されたことを着実に実施しているようである。この様にさまざまな箇所で

地域住民の意見(安全、環境、景観、利用 etc)を集約しながら海岸事業を執行し
ていくことの大変さを、同じ土木技術者として実感した。 

 
視察 2 日目の詳細な報告は他の同行者の報告に譲ることとし、私の雑感報告
を終わることとする。今年も事務局の事前準備の御陰により、各事業者の丁寧

な説明をいただき皆様に感謝いたします。 
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２０ 平成３０年度首都道路協議会道路視察に参加して 

株式会社大林組 東京本店土木事業部 顧問 石井信隆 

  

１．はじめに 

 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は地震の揺れだけでなく、巨大な津

波に襲われたことにより、多くの人的犠牲と資産の喪失に見舞われた。半年ほどした

頃、個人的に仙台から塩竃、松島、女川と被災現場を回った時には、どこまでも荒廃

した風景に恐怖を感じ、無念の死を迎えた人々の霊魂がまだ漂っているような気配を

感じたものだ。 

 あれから７年以上たって、被災地がどのような復興を遂げているのか、大きな関心

をもって今回の道路視察に参加させて頂いた。 

 

２．魚町・南町地区区画整理事業、永磯浜防災集団移転団地 

 気仙沼市では死者１０４２人、行方不明者２１５人の犠牲者が出た。震災前の人口

７万４千人と比較して、他地区へ移転するなどして毎年人口が減少、現在６万４千人

と１万人の減少(-13.4%)となっている。 

 市では仮設住宅３，５００戸を緊急整備したが、現在でもなお１，６００戸に居住

している状況。また、防災集団移転４６団地、災害公営住宅２８地区、土地区画整理

事業３地区を進めている。 

 

 魚町・南町地区区画整理事業(11.3ha,163億円)は平成２５～３２年度の事業期間で

進められており、現在沈下促進のためのプレロード中。魚町地区は TP+1.8m、南町地

区は TP+1.3m以上の盛土嵩上げを行う。 

 

 

     魚町地区プレロード状況      ２階を防潮堤高さに合わせた南町地区の建物 

 

 永磯浜防災集団移転団地は、64戸の防集宅地と 20戸の公営住宅からなる。すべて

引渡し済みであり、かなり移転が進んでいる。 
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 区画整理事業にしろ集団移転にしろ、住民の合意を得ることや予算の手当て等、非

常に困難な仕事であることは理解するが、スピード感を持ってやらないと戻るべき

人々が戻れなくなるのではないかと危惧する。 

 

３．中島海岸防潮堤 

 中島海岸は海水浴場のある長閑な海岸だったが２０ｍを超える大津波に襲われて、

市街地にも大きな被害をもたらし、海岸線が２００ｍも後退することとなった。その

２００ｍ引いた位置に高さ１４．７ｍの大防潮堤を建設することにし、地元住民に対

する丁寧な説明と要望、学識経験者の意見を取り込んだ計画にまとめ上げることで、

平成２５年１１月にやっと合意に至った。 

 海水浴場の再整備や保安林の再生、希少植物の保全のための湿地再生等に取り組ん

でいる。堤体は近くに設置された展望台からみると、いかにも巨大であり地元の方々

が不安に感じるのも良く分る。しかし、堤防ができなければその後の地域復興の取組

みが進まないことも現実である。 

 

    

      「海の見える展望台」          完成した中島海岸防潮堤  

この辺り赤線の堤防高さまで盛土して駐車場に 

 

４．志津川さんさん商店街、ハマーレ歌津商店街 

 防災放送で津波の襲来と高台への避難を呼びかけ続けて、自らが津波に飲まれて亡

くなった町職員遠藤未希さん（２４）がマイクに向かっていた南三陸町防災対策庁舎。

赤い鉄骨だけになったこの建物は「震災復興祈念公園」の一部として保存されること

となった。祈念公園は現在造成工事中である。 

 その東側にできた「志津川さんさん商店街」は平成２９年３月にオープンした。平

成２４年２月に開設された最初の仮設商店街をリニューアルしたもので、２８件の店

が連なる。観光振興と連動した施設となっており、道の駅認定を目指している。 
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      志津川さんさん商店街          マヤの遺跡のような見晴台 

 

  

 造成中の復興祈念公園と防災対策庁舎（一部）      防潮堤の整備中 

 

 

 一方、歌津地区にできた「ハマーレ歌津商店街」はどちらかというと地元志向の商

店街であり８店舗が出店している。駐車場の一角に、東北電子専門学校の建築大工技

能科の学生による卒業制作「伊里前の地蔵堂」が置かれていた。中には３３体の地蔵

が安置されている。 

  

  

      伊里前の地蔵堂              中には３３体の地蔵 

                         歌津地区の犠牲者３２人＋１体 
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５．三陸沿岸道路整備事業（歌津本吉道路、気仙沼道路）他 

 復興のリーディングプロジェクトに位置付けられる三陸沿岸道路は、仙台から八戸

に至る延長 359kmの自動車専用道路である。宮城県内の歌津ＩＣ～陸前高田ＩＣ（岩

手県）は鋭意建設中であり平成３１年度中にすべて開通する予定となっている。 

 柳沢川橋はＴ型ラーメンの２径間連続ＰＣ箱桁橋（９４ｍ）であり、㈱安倍日鋼工

業の施工。（538百万円、工期 H30.11.30）この橋梁は高耐久化を目的に、ポリエチレ

ンシース、防錆グラウトキャップ、エポキシ被覆鉄筋、プレグラウトＰＣ鋼材などが

使用されている。 

 

   
         柳沢川橋         ＰＥシースとプレグラウトＰＣ鋼材の配筋状況 

 

 津谷川橋は、５径間連続非合成鈑桁橋（５主桁）であり橋長１９０ｍ。上部工施工

者は日本ファブテック（820百万円、工期 H30.10.22）。視察時はコンクリート床版の

施工中だった。この橋自体はごく普通の構造形式であり、むしろアプローチの３段高

盛土に威圧感を感じた。また、ＢＲＴ（バス高速輸送システム）の専用ルートの橋梁

が特殊な構造で関心を惹いた。 

 

   

       ３段の高盛土          ＢＲＴの橋梁（エクストラドーズド橋か？） 
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 気仙沼湾横断橋は、総延長 1,344ｍの橋梁であり、海上部の橋梁は橋長 680ｍの斜張

橋（160m+360m+160m、主塔高さは海面から 115m、２車線）となっている。現在は下部

工の施行中であり、海側の施工は鹿島建設と東亜建設工業のＪＶ。海中にある主塔（基

礎構造は鋼管矢板井筒）の下部工コンクリートの打設を進めているが、コンクリート

プラント船（寄神建設）を横付けしての打設。作業船に乗せて頂いて間近に見ること

ができたが、頂版コンクリートから高さ３５ｍもある支保型枠の威容と珍しいプラン

ト船を間近に見られてとても興味深かった。なお、陸上部主塔の下部工は東亜建設工

業と不動テトラのＪＶが施工。 

 

   

    海上主塔(P12)の下部工施工          コンクリートプラント船 

 

   

    陸上主塔(P11)の下部工施工         完成したアプローチ部橋脚 

 

 津波で流された国道４５号の歌津大橋の復旧は、まちづくり計画と連携して山側に

シフトした位置で再建されている。橋長 113mの単純鋼床版箱桁橋であり、架設工法は

手延べ送り出し工法（鋼床版は後架設）で計画中。上部工施工者はＪＦＥエンジニア

リング（1,292百万円）。 

 

６．高田松原津波復興祈念公園 

 復興祈念公園の整備は岩手県が担当し、その中心となる国営追悼・祈念施設は国が

整備することとし、国土交通省東北国営公園事務所が担当。震災遺構として、有名な
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「奇跡の一本松」やユースホステル、旧道の駅施設のタピック４５を保存し、教訓伝

承をテーマにした施設、追悼の広場、新・道の駅の築造を行う。工事は造成工事と建

物の基礎工事を進めているところ。 

 現地に来て感じたのは、やはり一本松や廃墟と化した建物の与える津波の恐怖感で

あった。巨大な津波に襲われた人々は一生の心の傷として今後も忘れることはできな

いであろう。 

 

   

   奇跡の１本松とユースホステル            タピック４５ 

 

   

   看板の頂部が津波到達高さ（15.1m）        タピック４５の内部 

 

７．おわりに 

 今回の震災被災地視察は３回目ということなので、すべてに参加された方は徐々に

復興が進んでいることに肯定的な評価をするのかもしれないが、７年たった被災地を

見た私には、復興はいまだ道半ばと感じざるを得なかった。余りにも範囲が広く激甚

な被害を受けたことで復旧・復興に時間がかかるのは仕方ないことだろうが、住み慣

れた町に戻って生活を再建したいと思っている方々にはこの７年の年月は辛く長い時

間であったろうと思う。 

 最後に、有意義な視察を企画し運営して頂いた首都道路協議会の皆さまと、ご丁寧

な説明を頂いた東北地整局、宮城県、気仙沼市の方々に深く感謝いたします。 

 


