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本検討会議は、気仙沼市における震災伝承のあり方に関して、｢伝えると

は何か｣｢保存とは何か｣といった本質的な問題を、震災の伝承に関する活動

を行っている各委員とともに、３回にわたり意見を交わしてまいりました。 

 気仙沼市としては、今回の東日本大震災の記憶や教訓の伝承にとどまら

ず、有史以来の自然との関わりや独特の歴史・風土に育まれた生活文化を

含めた、気仙沼ならではの伝承の取組を、全国・全世界に向けて、そして、

将来世代に対して伝えていくべきと考えます。このことが、気仙沼市の 

文化発展と防災・減災の向上に役立つことを期待いたします。 

気仙沼市東日本大震災伝承検討会議 代表 川島 秀一 



 

 気仙沼市東日本大震災伝承検討会議要綱  

 

平成25年９月30日告示第181号 

気仙沼市東日本大震災伝承検討会議要綱 

（設置） 

第１条 東日本大震災に係る震災写真・映像の活用や震災遺構の保存など震災伝承の在り方等に関

し，有識者及び関係者による専門的見地からの検討を行うため，気仙沼市東日本大震災伝承検討

会議（以下「会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 会議は，次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 東日本大震災の記憶を伝承するための手法の検討及び提案に関すること。 

(２) 震災遺構の選定並びに保存方法の検討及び提案に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか，東日本大震災の伝承に関すること。 

（組織） 

第３条 会議の委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱し，又は任命する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 公共的団体又は私的団体の役職員及び構成員 

(３) 市職員 

(４) 前３号に掲げる者のほか，市長が必要と認める者 

（代表及び副代表） 

第４条 会議に代表及び副代表を置くものとし，委員の互選により定める。 

２ 代表は，会務を総理し，会議を代表する。 

３ 代表に事故があるときは，副代表がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 会議は，代表が招集する。 

２ 代表は，必要があるときは，関係者の出席を求め，その意見を聴き，又は説明を求めることが

できる。 

（庶務） 

第６条 会議の庶務は，震災復興・企画部震災復興・企画課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，代表が会議に諮って定める。 

附 則 

この告示は，公布の日から施行する。 
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 「気仙沼市東日本大震災伝承検討会議」委員名簿  

 

行政を除く委員は五十音順（敬称略） 

氏  名 所     属 

川 島 秀 一 
文化財保護 

審議会 

東北大学災害科学国際研究所・教授 

   （学識経験者・民俗） 

木 村 拓 郎 
3.11 震災伝承 

研究会・座長 

一般社団法人減災･復興支援機構・理事長 

（学識経験者・工学博士・防災） 

熊 谷 俊 輔  
気仙沼観光コンベンション協会・ 

誘致推進課長         （観光） 

熊 谷 正 之 
文化財保護 

審議会 
八幡神社宮司       （民俗芸能） 

佐々木 徳 朗  写真集団鼎・代表     （風景記録） 

菅 原 千 栄 
文化財保護 

審議会 
気仙沼風待ち復興検討会・会長 （建築） 

山 内 宏 泰  リアスアーク美術館・学芸員  （美術） 

渡 邉 眞 紀  
株式会社三陸新報社・専務取締役 

 （メディア） 

白 幡 勝 美 行政 市教育長           （行政） 

吉 田 信 一 行政 市危機管理監         （行政） 

梶 原 明 徳 行政 市唐桑総合支所次長      （行政） 

伊 東 三 男 行政 市本吉総合支所次長      （行政） 
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 Ⅰ 震災伝承の意義について  

 

 

 

 

 

 東日本大震災により多くの方が犠牲となり、津波（それに伴う火災）の恐

ろしさをいやという程再認識させられた。歴史上これまでも、地震・津波の

被害を受けた地でありながら、同じことをまた繰り返した結果となった。 

 自然現象は繰り返す。その時に被害を最小限に食い止める（特に人的

被害はゼロに）ため、過去からの取り組みと今回の経験を踏まえた対策

を施し、災害に強いまちづくりを進めるとともに、津波の恐ろしさを次

代に渡り伝承することが気仙沼市に求められている。 

 

 沿岸部に都市を形成するなど本市と同じような環境にあり、今後大規

模な津波襲来の可能性がある全国・全世界の地域に、津波の恐ろし

さや教訓を伝え共有し、備えと対策を促していくことが気仙沼市に

求められている。 

震災により無念の死を遂げた方々の魂への追悼と鎮魂は残された

者の復興の起点であり、同様の犠牲を繰り返さないと継続的に誓う取

り組みを進めることが気仙沼市に求められている。 

 

追悼と鎮魂・犠牲を繰り返さない誓い 

沿岸部に暮らす全国・全世界の人々への伝え 

災害に強いまちづくり・将来世代への伝承 

二度と繰り返さないこの悲劇 
 

自然に対する畏怖、畏敬の念 
 

津波死ゼロのまちづくり 
 

１ 本市震災復興の基本理念(抜粋) 

２ 本市震災復興の目標(抜粋) 

３ 震災伝承の意義 
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 Ⅱ 震災の記憶を伝承するための手法について  

誰に 何を どのような方法・方策で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災構造物 

被災遺物、写真、 

映像、証言 

記録集、写真集 

学術、研究 

被災構造物 

被災遺物、写真、映像 

まちづくり 

避難計画 

避難訓練 

教育プログラム 

祈念(記念)碑、鎮魂碑、 

慰霊塔、祈りの広場 

祈念(記念)公園、 

モニュメント 

言い伝え 

芸能 

疑似体験 

 

被災者遺族 

 

気仙沼に暮らす人々 

 

次世代 

 

津波襲来可能性地域 

追悼・鎮魂 
祈念(記念)碑、鎮魂碑、 

慰霊塔、祈りの広場 

祈念(記念)公園、モニュ

メント 

震災の記憶 

震災の教訓 

復興の状況 

被災遺物、写真、映像、

証言 
記録集、写真集 

教育プログラム 

イベント 
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方法・方策の分類・整理イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

啓発 

まちづくり 

鎮魂 
祈念(記念)公園 

震災遺構 ⇒ 別記 

防災計画・避難計画 

コミュニティ 

芸能 

祈念(記念)碑 

祈りの広場 

慰霊祭 

土地利用・街区整備 

避難訓練   復興イベント 

記録・資料  写真集 

学術・研究  教育 ⇒ 別記 

 追悼・鎮魂、犠牲を繰り返さない誓い 

 

 

 

災害に強いまちづくり 

将来世代への伝承 

全国・全世界への伝承 

5



震災伝承の方法・方策の整理

祈念(記念)碑、鎮魂碑、慰霊塔、 ・都市公園整備事業（鹿折地区，南気仙 整備のための補助制度な

祈りの広場 　沼地区，松岩・面瀬地区） し

・大谷海岸の献花台 階上地区，松岩地区から

・小泉小学校の津波記憶石 提言書の提出あり

・小泉地区津波記念碑

・三島「復興の丘」追悼の碑

・大谷地区 仙翁寺の慰霊塔

・早馬神社の東日本大震災復興祈願碑

祈念(記念)公園、モニュメント ・東日本大震災に係る鎮魂及び復興の 整備のための補助制度な

　象徴となる都市公園のあり方報告書 し

　（国土交通省）

被災構造物（震災遺構） ・気仙沼向洋高等学校 保存費用，維持費用

・大川ＪＲ気仙沼線鉄橋 保存方法，運営方法

・シーサイドパレス 遺構を核とする周辺整備

・津波石

被災遺物、写真、映像展示 ・リアス・アーク美術館「東日本大震災 映像等定期リニューアル

証言 　の記録と津波の災害史」

・「海の市」内テーマ館（シャークミュ

　ージアム）ミニシアター

・震災アーカイブ構築事業

疑似体験 ・津波体験館 維持費用

映像等リニューアル

まちづくり ・震災復興計画 財源

・災害危険区域指定 避難道

・復興土地区画整理事業 当該まちづくりに至った

・防災集団移転促進事業 考え方の伝承

　震災の恐ろしさを疑似体験する
ことにより、災害への備えや対策
を促す。

方 法 ・ 効 果 課　題　等具　　体　　例

　被災構造物は見る者の視覚に直
接訴えるものであり、震災を体験
していない人も震災の恐ろしさや
スケールを感じとることができ
る。

　被災前の生活の様子や震災の事
実、その後の復興の様子などを、
震災を経験していない人にもわか
りやすく伝えることができる。

　震災の教訓や反省に基づく土地
利用・街区整備を行い、現在だけ
でなく次代に渡り災害に強いまち
をつくる。

　被災者の鎮魂、慰霊の役割のほ
か、遺族への安らぎを与え、犠牲
を繰り返さないとの継続的な誓い
を確認する。
　また、他地域住民・次世代へ震
災の教訓を伝え、記憶の風化を防
ぐ。

　被災者の鎮魂，慰霊の役割のほ
か、遺族への安らぎを与え、犠牲
を繰り返さないとの継続的な誓い
を確認する。
　また、他地域住民・次世代へ震
災の教訓を伝え，記憶の風化を防
ぐ。
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方 法 ・ 効 果 課　題　等具　　体　　例

教育プログラム ・防災副読本 授業時間数

・防災学習シート 教育現場の協力

・防災主幹教諭、主任教諭配置 職員の異動

・学区防災計画

避難計画 ・地域防災計画 計画の浸透

・津波避難計画

避難訓練 ・津波総合防災訓練 意識の醸成

・学校現場の避難訓練

・企業避難マニュアル

記録集、写真集 ・三陸新報社『巨震激流』『故郷永久』 情報の取りまとめ

・松岩公民館『陽はまた昇る』 （記録メモの集約）

・市立病院『今を生きるともに未来へ』

・市立学校長会

『被災から前進するために』

・気仙沼向洋高等学校

『東日本大震災の記録』

・Ｋ－ＮＥＴ　ＤＶＤ『東日本大震災 

　　　～ ３．１１ 気仙沼の記録 ～』

・写真集団｢鼎」編ＤＶＤ

　『東日本大震災「失われた街」復旧

　・そして復興へ』

学術、研究 ・消防本部『消火活動記録』 本市関連資料の収集

・各省庁報告書 企業が持つデータの収集

・ビッグデータ 分析

　震災の事実、教訓、復興の状況
に加え、命の大切さ、共助の精神
などを体系化し，カリキュラムと
して教育に取り込むことで、現在
だけでなく震災を経験していない
世代へ伝え、災害への備えや対策
を促す。

　被災前、被災時、その後の復興
の様子などを、震災を経験してい
ない人も被災地まで足を運ばなく
てもわかりやすく伝えることがで
きる。
　被災時の実践から得た避難所運
営や食料品確保などの教訓やノウ
ハウを始め、人々の気持ちについ
ても伝えることができる。

　様々なデータから震災に関する
研究を行うことで、震災の記録を
残すだけでなく、今後の災害対策
やまちづくりに役立てることがで
きる。

　震災の教訓や反省から災害への
対策を行い、現在だけでなく次代
に渡って災害への備えとする。

　震災の教訓や反省から災害への
対策を行い、現在だけでなく次代
に渡って災害への備えとする。
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方 法 ・ 効 果 課　題　等具　　体　　例

言い伝え ・震災復興語り部 取りまとめ組織

・寺社による伝承 事実の歪曲化・誇張

芸能 ・東日本大震災郷土芸能復興支援プロ 保存会･保存団体の弱体

　ジェクト 化

　（(公社)全日本郷土芸能協会）

イベント ・東日本大震災追悼式

・東日本大震災復興支援 京都マラソン

・東日本大震災復興支援 Ｊリーグスペ

　シャルマッチ

冠イベントの内容は主催
者任せとなる傾向　被災者の鎮魂、慰霊のためのイ

ベントにより被災者遺族への安ら
ぎを与え、犠牲を繰り返さないと
の継続的な誓いを確認する。
　また、冠イベントなどにより他
地域・次世代の震災記憶の風化を
防ぐ。

　風習、祭り、演劇などの接しや
すい形で震災のことを伝え、災害
への備えや対策を促す。

　実際に震災を体験した人からの
談話は、人の心に切実に伝わる。
　また、長期間に渡る言い伝えに
よりエッセンスが集約される。
　人から人への伝承は、相手の状
況や理解度に応じて語調，内容が
調整でき，理解が増す。
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 気仙沼市の震災伝承に関係する施設等 

祈念(記念)公園 

市立図書館 

 

 

海の市 

 

 

リアス・アーク美術館 

小・中学校 

津波体験館 

震災遺構 自然物 

慰霊の場  

市内街並み 慰霊碑・祈念碑 

自治組織 

自主防災組織 

震災遺構 

被災構造物  

被災現場・市内展望場 

 魚市場     安波山 

etc… 

9



 Ⅲ 震災伝承における震災遺構について  

 

 震災の記憶や教訓を伝承するうえで、被災した場所に被災構造物等が存

在することは、海との地理的な位置関係を含め、それを見る者の視覚に直

接訴えるものであり、その効果は大きい。 

 

 保存にあたっては、その目的を明確にすることが必要である。教育目的

なのか、観光資源か、または学術・研究対象か、文化財か。 

目的の明確化により、見せ方やプロモーションも異なってくる。 

 

また、他地域とは異なる気仙沼の被災の特徴を表現できるものが望まし

く、被災前の当該地域の人々の生活痕や歴史、生活空間まで遺せるよう工

夫が必要である。 

 

 遺構整備後においては、多くの市内外の方々にしっかり見ていただき、

所期の目的を達する方策・仕掛けづくりが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化財 

教育 

学術･研究材料 

その他の目的 

観光資源 

目的の明確化 

遺構の保存 

人々の生活痕、歴史、生活空

間まで遺せるよう工夫 

気仙沼の被災の特徴を表現

できるもの 
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震災遺構候補 

 被災構造物  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自然物  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大川ＪＲ気仙沼線鉄橋 

 

気仙沼向洋高校 

 
シーサイドパレス 

 
岩井崎周辺 

 

 

神の倉津波石 

 尾崎神社 

 

小泉 旧診療所裏山 

 

 

 

面瀬川水門 

 

11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

 気仙沼市が平成２５年７月に行った「津波避難等に関する市民アンケー

ト」のうち、「震災の記憶や記録を後世に伝えるために必要と思われるも

の」の問いに対し、「被災建物・船舶などの現物保存」と回答した割合が

１６．９％と低い値であったものの、震災の伝承において遺構・現物を保

存する取り組みは必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「津波避難等に関する市民アンケート」結果 

 

震災遺構(被災構造物)に関する考察 

 被災構造物の遺構については、復旧により解体が進み、ふさわしいも

のが無くなっていく中、４施設を候補としたが、今後の復旧復興工事と

の兼ね合いから「旧気仙沼向洋高校」が候補となる可能性がある。 

 しかしながら、校舎一つを遺して遺構とするのではなく、被災した 

地域の歴史や生活を踏まえ位置付けを明確化することが大切であり、 

また、保存・維持費用確保策の検討及び市全体としての震災伝承につな

ぐ工夫が必要であると考える。 
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 Ⅳ 震災伝承における教育について  

 

 震災の記憶や教訓を伝承するうえで、継続的、体系的に次代に引き継ぐ

方法として、「教育」の果たす役割は重要である。 

 

 気仙沼市で起こった被害の事実等を記憶にとどめ、広く自然災害のメカ

ニズムを知識として知り、被害をもたらした要因を探り、対策を考える。

これらのことから、地震・津波時に取るべき自らの行動や地域の対応をシ

ミュレーションする。くわえて、他者へ伝播する。 

 

 このような取り組みは、義務教育の中でも、家庭教育においても、生涯

学習としても、年代と場に合わせたプログラムを用意することが必要で、

その効果として、東日本大震災を踏まえた防災及び減災の意識を高め、主

体的な判断力と行動力を養うことができるものと考える。 

 また、防災・減災のみならず、命の大切さや家族・地域との支え合いの

必要性を学ぶことも期待できる。 

 

事実を記憶にとどめる 

正しい知識を学ぶ 

被害をもたらした原因を探る 

防災･減災のための方法を考える 

被害の状況 

復興の状況 など 

自然災害のメカニズム など 

過去の被災とその後のまちづくり 

地域の支え合いの希薄化 など 

自助、共助、公助、Ｎ助 

判断力、行動力の習得 

まちづくり 

知恵 など 

継続的・体系的に 

※ Ｎ助 … 災害後の避難生活及び復興活動における，ＮＰＯやＮＧＯ団体による支援。 

さまざまな団体のつながり（Ｎｅｔｗｏｒｋ）を築きながら活動すること。 

※ 
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 【提言】震災伝承に係る提言（各委員発言から）  

 

【伝承の内容に関すること】 

・被害の原因を分析し、明らかになった「問題」「課題」「反省点」を伝え、風

化させないことが必要 

・「伝える」というのは伝える側からの一方通行であり、外部の人が「知りたい」

と思うこともキーワードとなる。 

・津波の怖さだけを伝えるのではなく、どうしたら助かるのか、命が助かるノ

ウハウも発信してほしい。将来に今回以上の津波が来る可能性はあるが、今

回の津波から「助かったマップ」のような対策につながる切り口も必要 

・「自然との関わり方」を伝えることが大事 

・きちんとした内容をかみ砕いて伝えるため、気仙沼で生まれ育った子どもな

ら誰でも知っている「津波ものがたり」のようなものがあってもよい。 

・童謡など遊びの中で、震災の記憶を優しく伝える手法が効果的では。 

・東日本大震災における気仙沼の被害の特徴は、産業被害と津波火災。産業被

害を伝える上で魚市場は有効。屋上から撮った多くの映像に証言映像も加え、

震災伝承から産業・観光まで融合し、魚市場を新しい伝承施設として提案し

たい。また、津波火災の痕跡を遺せるものがあれば、遺してほしい。 

・津波の恐ろしさだけでなく、これまでの生きてきた生活空間まで遺さないと

ものにならない。 

・地域の中にある共助の文化の伝承も必要 

・献花台等の要望は非常に多い。 

 

【伝承の方法に関すること】 

・時代時代により、常にわかりやすいメディアに置き換えて継続的に伝承して

いくことが必要 

・一過性で終わらせるのではなく、継続することが大事。続けるための手法も

考えてほしい。 

・伝承は、時々に合った手法で時間軸の中で段階的に行われるもの。 

・視覚に訴えることが効果的。例：街並みの建物に浸水高の赤いラインを入れ

るなど。 

・日常の中で人の目につくところにあることが必要 

・伝承を継続的にやっていくためには、中核的な部署、体制と財源が必要 

・震災語り部の地区毎のコースをパターン化していくつか作っておくと提案し

やすいのではないか。 
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【震災遺構の保存に関すること】 

・教育目的か、観光目的か、文化財としてか、遺す目的により保存の方法も替

わる。目的・意義の整理が必要 

・外部から来た方などにしっかり見ていただくことが第一義的に必要なこと。 

・初期費用、運営費用の課題はある。経費のかからない工夫が必要 

・歴史的なもの、地域性など全部含んだ広い捉え方で、気仙沼の津波災害史の

シンボルというような位置付けをしてほしい。 

・何か１つ遺すのであればその周辺は公園としてほしい。 

・震災遺構の現地保存は、その場所を再び利用してはいけないという意味もあ

る。周辺の土地利用と整合性をとってもらいたい。 

・被災構造物一つの問題ではなく、空間的な広がり、時間的な広がりも含めて

検討してほしい。 

 

【伝承と教育に関すること】 

・震災のことだけでなく、地域のこと（歴史、文化など）を子供たちに伝える

プログラムが学校教育にない。地域の魅力を伝えることが必要 

・伝える手法として、学校教育という仕組みの活用が必要 

・防災教育は学校だけでなく地域と一緒に連携することが大事 

・地域に根付いた教育が必要 

・防災教育というと息が詰まる感じがする。何か面白いからとか楽しいからと

いう動機で、結果的に防災や地域の人を救うといった効果を生むような仕掛

けがあるとよい。 

・防災副読本をぜひ作成してほしい。 

・語り継ぐためにも、絵本など子供たちが親しめるものも必要 

・小学校時代に体験したことを中学校時代にもう一度体験させるなど、繰り返

しの体験が必要 

・継続しなければ意味はない。 

・津波の怖さだけを教えるのではなく、同時にこの地域の素晴らしさを教えて

いかなければ真の防災教育にはならない。 

・教育旅行の受け入れに関し、美術館のハイビジョンシアターも活用できる。 

・家族で相談して、緊急時に必要な項目をマニュアル化していくことが大切 
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かわ しま しゅう いち

川 島 秀 一

気仙沼市

文化財保護審議会委員

東北大学

災害科学国際研究所

人間・社会対応研究部門

教授

記念講演「気仙沼湾と災害史」

気仙沼市と国立大学法人
東北大学災害科学国際研究所との
連携と協力に関する協定

「「伝承」やアーカイブのマニュアル化こそ危険」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「震災遺構」について国は、各市町村から「１～数点」を選択し、それのみを保存費用

の補助対象とするという方向性をうち出しているが、そのことだけをとっても、いかにお

ざなりな机上の施策であるかを表明しているといえよう。市町村によっては何点も必要な

場合もあり、あるいは全くないという選択もあり得るからである。  

 また、「震災遺構」という提示の仕方自体が一面的である。石巻市の大川小学校に対して、

卒業生たちが「私たちの思い出が、もうこれ以上、壊されないように願っています」と話

している(４月８日付朝日新聞)ように、災害による遺構は、災害の怖さを伝えるだけでな

く、それまでのその建物をめぐる日常性も喚起させるからである。ピンポイントの自然災

害時だけを近視眼的に捉えるのではなく、それまでの時間の流れや歴史・風土を把握しな

いことには、単に、震災後に目の色を変えて、臆することなく「伝承」やアーカイブを高

らかに唱える「震災優等生」を満足させるだけで終わってしまうだろう。「伝承」やアーカ

イブに一面的な価値だけを与え、マニュアル化することは、逆に、次の災害に対しての柔

軟な対応を逸してしまうことになる。  

海という自然のもつ、恵みや安らぎと、災いと怖れという両面性を、三陸沿岸の人々く

らいメリハリのあるかたちで受け入れてきた人たちはほかにいなかった。長いあいだ、自

然や自然災害とどのように付き合うべきかを確実に伝えてきていたわけだから、そのよう

な「災いをやり過ごす知恵」ともいうべき考え方を、現場に立って過去の生活文化のなか

から聞き集めることこそ、今後の防災のありかたを導き示すものと思われる。  

 委員からのコメント  
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「被災特性を重視した震災伝承」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．気仙沼でなければできない伝承とは（災害の特色）  

・気仙沼には幸いにも市街地の近くに高台があり、そこにいち早く避難することの重

要性（災害の地域性）  

・大津波によって地域の基幹産業（水産加工業）が被災したときの深刻さ（被害の特

殊性） 

どの震災遺構を残すかという議論の前にまず上記の視点から伝承のマスタープランを作

成すべきと考える。また、市民に伝承の重要性を広く PR し早期に着手できるところか

ら事業を推進すべきである。 

２．上記の視点を満たすための方法として、  

・震災遺構でもある魚市場屋上（駐車場）の活用が考えられる。  

・３．１１では屋上に１０００人が避難して難を逃れた。そのため証言や映像も多く、

また気仙沼の港や工場などの被災状況を説明できる最適の場所と思われる。  

・当施設は、市中心部にあることからアクセスも良く、「魚市場津波伝承館」として整

備すれば外部から多くの来訪者が期待できよう。  

・すでに市場という施設があることから早期事業化の可能性があるといえる。  

３．震災遺構の保存について  

・気仙沼向洋高校は現在も当時の被災状況を留める貴重な遺構と思われる。  

・また当高校が立地している地区は過去にも大津波に見舞われていることからも気仙

沼での津波学習に不可欠と思われる。今後は上記マスタープランの作成を前提に実

務的な検討が必要である。  

17



 

 

「震災遺構について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年度の震災復興語り部の受け入れ数は、 587 団体 17,431 人となりました。現

在の語り部利用者の傾向としては、自治体や企業の視察旅行から、徐々に教育旅行へと

移行しています。教育旅行に関しては現在、17 校 1,409 人の利用予約があります（4 月

18 日時点）。教育旅行は継続して来訪して頂けるケースが多い旅行形態であり、息の長

い交流の事業となることが期待できます。  

その様な中、震災の遺構と呼ばれる被災した建造物等が少なくなり、その伝承を行う

にあたり、視覚的な教材が少なくなってきている現状があります。  

市内外に関わらず、効果のある伝承を続けるために、可能な限りの被災物や、被災状

況のわかる掲示板等の整備が早急に必要であると考えます。  

また、各分野で行われている震災に対する検証などを共有する仕組みも、今後震災に

関わる交流事業を構築していくうえで、重要な取り組みになります。  

 今後も本地域のみならず、地域外より来訪頂いた方々にも津波の恐ろしさや教訓を伝

え共有してゆくとともに、市全体の交流人口の拡大を視野に入れ、語り部の受け入れや

調整を続けて行きたいと思います。  

 その為にも、今後は震災の伝承を視野に入れた街づくりが「海と生きる」本地域に求

められていると考えます。  
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くま がい まさ ゆき

熊 谷 正 之

気仙沼市

文化財保護審議会委員

八幡神社宮司

避難所運営

(八幡神社から海を眺めて)

H26.3.13（木） 三陸新報

慰霊碑建立

 

「震災遺構について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 震災遺構というとき、引き合いに出される建造物に、広島の原爆ドームがある。しか

し、それを本格的に保存しようという話が盛り上がるまでには、十数年も要したという。

それまでは復興から取り残され、半ば廃墟として、あの場所に佇んでいた。  

 震災遺構の保存には、多額の費用がかかるため、その数を限定する必要があるといわ

れる。しかし、現時点だけに立脚した保存の可否の判断は困難かつ危険である。保存に

費用がかかるのであれば、腐らない部分には手を加えない等の消極的な保存を試みれば

よい。安全上の懸念があれば、人の出入りを制限する対策のみを講じればよい。  

 遺構とは、復興へ前傾姿勢を取る街並みにあって、そこだけが取り残され、周りの風

景との異化を以て、人々の記憶に訴えかける物理的素材である。いまここ
．．．．

からは予期せ

ぬかたちで、そのような異化空間がいつか現れてくるかもしれない、その可能性に敏感

に反応するためには、何を本当は残すべきなのか、時間をかけて検討していく〈待ち〉

の姿勢も重要となってくる。  

  また、純粋に伝承を目的とした遺構等の装置とは別に、遊びや芸能といった装いの下、

震災の教訓を身体知レベルで後世に伝える文化も今後湧出して来るだろう。そうした視

点に立って、先人が歩んだ海と人の折り合いの歴史も、改めて確認しなければならない。 
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さ さ き とく ろう

佐々木 徳 朗

写真集団「鼎」 代表

気仙沼311まるごと
アーカイブへの協力

市役所等での写真展示

 

「震災遺構について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 震災直後に数千枚の写真を撮っているので、撮影した写真を取り出して見て、改めて

思い出すことができるが、震災の記憶が薄れてきていることも事実です。ガレキなどが

片付き、平面的になった市内を巡っても、大津波の恐ろしさは伝わって来ない。  

 ２月の気仙沼向洋高校の見学では、震災後に気仙沼の沿岸部で見られた津波の猛威が

そのまま残っていて，改めて津波の恐ろしさを感じた見学でした。  

 宮古市の「たろう観光ホテル」、山元町の「旧中浜小学校」は、ともに犠牲者がいな

かったとことで「震災遺構」として保存の方向と聞いています。失ってしまえば元には

戻りません。「震災を学びたい」と気仙沼を訪れる人のためにも「震災遺構」は必要で

す。 

 向洋高校でも犠牲者はいなかったし、地元でも保存を望んでいるのであれば、「震災

遺構」として残す価値があると思う。向洋高校は、江戸時代に伊達藩の御塩場の跡地に

建設された歴史があり、近くには、祈りの場としての地福寺や琴平神社があります。観

光地としての岩井崎にはジオパークに認定された「化石群」もあり、「龍の松」、被害の

無かったものには「秀ノ山像」や「岩井崎の松林」、小さなものですが潮溜まりには希

少な海浜植物の「シバナ」「ウミミドリ」などが残っています。気仙沼は観光抜きには

考えられません。「防災教育」と結びつけて、活用してほしいと願っています。  
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「建物パワーを復興の力に」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 震災直後は、風待ちの被災状況を直視できなく、全て無くなるものと絶望感が占めて

到底近づけませんでした。しかしながら、風待ち地区に国登録有形文化財の建物５棟は

損傷しながらも残り、これらは東日本大震災で被災した文化資源の復旧支援に募金を集

めるＳＯＣ基金の支援を幸いにも受けられることになり、建物の応急修理が着手されて

います。街区の基盤整備の決定後は本格復旧され震災前の外観に復元されます。  

 これらの歴史的建造物は、全国の応援する専門家、基金に募金を寄せてくださった世

界中の多くの方々からの支援を戴き、生かされた建物たちですから、気仙沼の成立ち、

生業、産業、文化、そして災害の歴史をも語り継ぐ貴重な遺構だと思います。風待ちの

特徴は、狭小変形敷地に敷地成りに建つ面白さ、デザインは古典様式風、伝統和風、看

板建築、モダニズム、和洋折衷が混在して建ち、港町の繁栄の様子を物語っていました。  

 震災で多くを失ってしまいましたが、生かされた建物たちは、地域コミュニティの場、

産業・文化等気仙沼の歴史を物語る場、何より震災の脅威を風化させない継続的な防災

教育の場等、次世代に継承する、活かす・活かされる場になる！という思いは強くなっ

ています。 

 建物の人々を引き付ける魅力とパワーを引出し、建物を通して復興に、まちづくりに

寄与して行きたいと思います。  
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「津波と共生するための学びの必要性について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 気仙沼市東日本大震災伝承検討会議委員として、３回の検討会議に出席した。リア

ス・アーク美術館学芸員である私は、自館での常設展示「東日本大震災の記録と津波の

災害史」の編集者として、すでに具体的な伝承（検証と問題提起）等の活動を開始して

いることになる。また、リアス・アーク美術館の活動は運営母体である気仙沼・本吉地

域広域行政事務組合の活動であることから、気仙沼市としても博物館展示という方法で

伝承活動をすでに行っていることになる。市内では語り部による被災地ツアーなど、も

ろもろの活動が展開されており、伝承活動は着々と進められているといえる。しかし、

現在行われている伝承活動がそれだけで十分な質量とは言い難い。  

 恒久的な伝承を行うためには学校教育における津波の文化史学習が不可欠と考える。

我われの暮らしが津波襲来と不可分である以上、津波は地域文化を規定する重要な環境

要素として日常的に意識されていなければならない現象である。「いつ来るかわからな

い」ということは「今日来るかもしれない」という意味と同義であり、「その時に備え

て」という考え方でなく「常にその状況である」という認識が必要である。  

 歴史上のできごとを伝えていくという発想ではなく、「日々の生き方」として「津波

と共生する方法」を学ぶ仕組みを構築し、継続しなければならないと私は考えている。

未来を守れない伝承に意味はない。  
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わた なべ ま き

渡 邉 眞 紀

株式会社三陸新報社

専務取締役

震災直後の記録と証言
『巨震激流』『故郷永久』

ガイドブック
『見聞思考』『みちびき地蔵』絵本

 

「震災遺構について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的に被災構造物を震災遺構として残すことは大切なことだと思っています。震災に遭っ

た人たちが少なくなったときに、目で見て訴えることができることは必要です。  

現在は復興交付金を活用し、市としての震災遺構を残そうということですが、遺構を残した

場合、その後の修理などが必要になります。何年かに１度はその修繕費が大きくかかります。

残すためには残すだけの、将来にわたる予算組みも視野に入れる必要があります。  

 震災遺構を観光のための手段にするわけではありませんが、負の遺産にならないように、周

辺設備などを充実させ、中途半端なものではなく、世界から見に来る、調べに来るなど震災に

対しての豊富な資料を備えた資料館などの併設が基本です。  

震災遺構を残すなら、将来の予算など大きな問題をクリアしなければなりません。沿岸部に

は気仙沼市だけでなく、さまざまな検討がなされていますが、連携を取って進めることも１つ

の方法です。  

 若い世代の人たち、特に現在義務教育を受けている人たちには、ぜひこの震災を語り継いで

いってもらわなければなりません。  

 そのためにも、教科書や副読本に東日本大震災を組みこむことが大事です。教科書などに残

し、語り継ぐことの大切さも含めて、伝えていかなければなりません。視覚に訴えることもよ

り効果的だと思いますので、副読本と共にＤＶＤなどを作成することも必要です。  

また、一日も早く、昔の風景や震災時、現在までの様子を比較できる書籍や映像を作成する

ことが大切です。高齢者から子供まで、被災した人たちから聞き取りなどをするなど、消えて

いく記憶を、今のうちにとどめることは早急にしなければなりません。  

 すでに町は変わりつつあります。がれきがあった時に見にいらした方々はすごい衝撃を受け

られましたが、町を知らない人にとっては、建物がたくさん並んでいたことも想像でしかなく、

新たな建物が立ち始めた場所では、訴える力もほとんどありません。  

 何にしても時間との闘いですが、町を形成することも記録に残すことも、とにかく早急に進

めていかなければならないものです。  
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規　模 被　　害　　等

869 貞観11年５月26日 Ｍ8.6
震源Ｎ38.5°Ｅ143.8°陸奥国大地震起こり家屋倒壊，圧死者多く，津
波は城下（多賀城？）に迫って溺死者千人余と多くの資産を失う。
（『三代実録』）

1585 天正13年５月14日
本吉郡戸倉村の口碑に津波があったと伝える。（『理科年表』にな
し）

1611 慶長16年10月28日 Ｍ8.1
震源Ｎ38.2°Ｅ143.8°陸奥国に地震後大津波あり，伊達領内にて男女
1,783人，牛馬85頭溺死，三陸地方家屋流失多く溺死者1,000人を越え
る。

1616 元和２年７月28日 Ｍ7.0 三陸地方に強震のあった後大津波があったと伝えられている。

1676 延宝４年10月
常陸水戸，陸奥，磐城の海辺に津波があり，人畜溺死し家屋の流失が
あったと古文書に見える。（延宝５年のものか？）

1677 延宝５年３月12日 Ｍ8.1
震源Ｎ38.7°Ｅ144.0°陸中南部領に数十回の地震あり，その後に津波
が起こり，宮古，大槌方面に家屋の流失があったと口碑に伝えられ
る。

1687 貞享４年９月17日
塩釜はじめ宮城郡沿岸に津波があった。波の高さ１尺５～６寸で12～
13回繰り返した。ペリーCallas沖の地震による。

1689 元禄２年
陸中の沿岸に津波があったと，口碑に伝えられている（『理科年表』
になし）

1696 元禄９年11月１日 石巻北上川口に高波襲来，船300隻を流し溺死が多かった。

本吉，桃生，牡鹿，宮城諸郡海嘯あり，封境を破り田畑を損す。
（『東藩史稿』）（風津波か？『理科年表』になし）

享保年間海嘯あり，田畑に損害あったが人畜民家に被害なし（階上村
小野寺弥平太の小割帳）

1751 宝暦元年６月２日
気仙高田大地震の余波として牡鹿，桃生，本吉，気仙に津波が起こっ
た。（『東藩史稿』）（理科年表になし）

1780 天明年間

大島は昔「島千戸」と言われるほど移住者が多く繁盛したが，天明年
間の津波の被害が甚だしく，これに恐れて陸続きに移転する者が多
かったという。（『理科年表』に1782年（天明２年）９月21日陸奥八
戸震害多し）

1793 寛政５年１月７日 Ｍ7.1
震源Ｎ38.3°Ｅ142.4°仙台湾で1,060戸壊れ，死者12人，津波あり，
波高大船渡で９尺。

1837 天保８年10月11日
気仙，本吉，牡鹿郡及び宮城郡沿岸に海潮溢れて田畑の凶荒を見た。
（『理科年表』になし，風津波あるいは異常潮位か？）

1847 弘化４年７月17日
気仙，本吉，牡鹿，桃生，宮城５郡に津波起こり，大小船75隻流失，
漁夫335人溺死した。（『理科年表』になし，風津波あるいは異常潮位
か？）

1856 安政３年７月23日 Ｍ7.3/4
震源Ｎ40.5°Ｅ143.5°正午頃三陸地方に地震起こり，ついで大津波が
あり，雄勝では床上深水３尺，午後10時頃14～15度押し寄せた。（雄
勝，『先祖代々記』）この津波で大島で女３人溺死した。

1861 文久元年９月18日 Ｍ6.4
震源Ｎ37.7°Ｅ141.6°仙台城破損，壊家，死傷あり，陸前で被害多
く，津波あり綾里で波高４ｍ。

享保15年５月25日1730

年　月　日

 （参考）災害年表 ～津波～ 
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規　模 被　　害　　等

1894 明治27年３月22日 Ｍ7.9
震源Ｎ42.4°Ｅ146.3°午前８時20分，岩手県沿岸に小津波があった。
大船渡波高1.5ｍ。

1896 明治29年６月15日 Ｍ7.6

震源三陸沖（Ｎ39.6°Ｅ144.2°）午後７時30分の海底大地震により，
三陸沿岸午後８時10分～30分頃まで大津波，総被害高死者27,122人，
負傷4,396人，家屋流失全半壊8,891戸，宮城県の死者3,452人，負傷
1,241人，流失家屋985戸（三陸地震津波）

1897 明治30年８月５日 Ｍ7.7
三陸沖（Ｎ38.0°Ｅ143.7°）午前９時11.5分地震，津波波高，広田
湾，越喜来，女川各３ｍ。

1933 昭和８年３月３日 Ｍ8.3
震源三陸沖（Ｎ39.15°Ｅ144.4°）午前２時31分地震30分後津波，総
被害死者3,008人，家屋流失4,917，倒壊2,346，浸水4,329，船舶流失
7,303隻（三陸地震津波）

1936 昭和11年11月３日 Ｍ7.7 震源金華山沖（Ｎ38.4°Ｅ142.0°）気仙沼強震。

1952 昭和27年11月５日 Ｍ8.3

午後２時２分頃カムチャッカ半島南岸（Ｎ51°，Ｅ158°）付近地震同
４時45分頃大島に津波第１波襲来，その後30分の周期で多数押し寄せ
る。県下被害　床上浸水322戸，床下1,131戸，気仙沼，松島湾ののり
しび，カキ筏等水産被害２億円。

1960 昭和35年５月24日 Ｍ8.5

５月23日チリ沖Ｓ38.0°Ｗ73.5°で地震，24日２時頃から津波日本各
地に襲来，波高三陸沿岸５～６ｍ，総被害，死者119人，行方不明20
人，家屋全壊1,571，半壊2,183，流失1,259（チリ地震津波）気仙沼
蜂ヶ崎水道の導流堤破損，床上浸水多数。

1978 昭和53年６月12日 Ｍ7.4
震源Ｎ38.2°Ｅ142.2°，1978年宮城県沖地震，被害は宮城県に多く，
総被害死者27人，負傷1,227人，建物全壊651，半壊5,450戸，道路破損
813ヶ所，山崖くずれ529ヶ所，振興開発地に被害集中。

「『気仙沼市史』Ⅰ自然編」P.252～P.256

年　月　日
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 会議検討経過  

 

●平成 25年 11月２日（土） 午後１時 30分～午後４時 

第１回 気仙沼市東日本大震災伝承検討会議 
・震災伝承の意義について 
・委員によるこれまでの取り組み事例の紹介 

・本市における取り組み事例の紹介 

・被災各市町の取り組み事例の紹介 

・震災伝承の方法と伝えるべきものについて 

 

 

●平成 26年１月 28日（火） 午前 10時～午後 12時 30分 

気仙沼市東日本大震災伝承検討会議 震災遺構等候補視察 
港ふれあい公園，あけぼの橋，ＪＲ気仙沼線鉄橋， 

気仙沼市終末処理場，面瀬川水門，尾崎橋，尾崎神社， 

気仙沼向洋高等学校，秀ノ山雷五郎像，龍の松 

 

 

●平成 26年１月 28日（火） 午後１時 30分～午後３時 30分 

第２回 気仙沼市東日本大震災伝承検討会議 
・震災伝承の意義について 

・震災伝承の方法と伝えるべきものについて 

・震災遺構保存の考え方について 

 

 

●平成 26年３月 25日（火） 午後１時 00分～午後 3時 00分 

第３回 気仙沼市東日本大震災伝承検討会議 
・震災遺構保存の考え方について 

・震災伝承における教育について 

・気仙沼市東日本大震災伝承検討会議報告書について 
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