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Ⅰ．岩沼市周辺海岸域の津波被害の特徴と対応策」 
ー 瓦礫盛り土の防潮堤を防災と地域産業振興の目玉に ー  

杉本隆成（東大名誉教授・東海大学海洋学部非常勤講師） 
1.  はじめに  
 被災現場の視察は、一般車の被災地乗り入れが可能になった４月末から５月半にかけて、

東大 GCOE石川幹子教授の班員等と協力し、仙台市蒲生から福島県境の山元町まで行った。
自分の専門に照らし、津波被害の実態の自然・人文地理学的特性の把握に重点を置いた。

同時に県庁土木部、名取・岩沼両市役所、および亘理町役場等から、被害の実態と復興へ

の取組みに関する情報を収集し、主に沿岸海洋学の観点から、防災をかねた地域産業振興

の復興策について考察した。 
 
２．地震・津波災害の特徴  
(1) 津波は海岸線から 3～5km侵入したが、現・旧河川筋は 1.5～２倍程度大きかった。一
方、幅の広い保安林やコンクリート・ビル、石積の蔵等の背後の住宅は流去までは至

らなかった。岩沼海浜緑地の小さな円錐状展望台には損傷は見られなかった。 
(2) 流域下水処理場は 2 階まで浸水し、システムは壊滅的被害を受けた。現在は塩素での
一次処理だけで済せている。だだし、建物は背後の民家を流失から救った。 

(3) 松林を開墾してできたと思われる海岸域の集落は壊滅的な津波被害を蒙った。また、
貞山堀背後の低湿地を干拓して造成された水田地帯は、約 50cmの地盤沈下で水没し、
排水路のポンプも壊れてしまったために、塩水に浸かった状態が長く続いている。 

(4) 阿武隈川河口近くの右岸側堤防の手摺部が壊れ氾濫したが、左岸側は無事で避難路と
しても役立った。しかし、海岸堤防は引き潮に伴う内側からの侵食によって決壊した。 

 
３．潟湖、貞山堀等の津波被害の特徴  
(1) 亘理町の海岸堤防は内側から決壊し、現在夏季の高潮による災害防止のため、応急的
に土嚢が積まれている。鳥の海や貞山堀は、地盤沈下により干潟域が広がった。しかし、

強い流れの遡上にもかかわらず貞山堀の土手には大きな損傷は見られない。 
(2) 閉塞していた五間堀川の河口は津波の下げ潮で開削された。しかし、２ヶ月ほどの間
にほぼ元に近い状態に回復しており、沿岸漂砂の影響が大きいことを示唆している。 

(3) 松等の陸上植物群落の被害は大きかった。しかし、ネギ等の球根は芽を出し、庭先の
水仙は花を咲かせていた。また、東北大学農学部等の調査によれば、名取川河口域にお

けるシジミや鮎の稚魚等は従来通りの繁殖を持続しているとのことである。 
 
４．瓦礫による盛り土防潮堤の構築と防潮林の再生構想  
  今回多数の死者を出した大津波から人命を守るには、迅速な避難に加えて、土地利用

における民家の「海岸域から内陸部へのセット・バック」が必須である。そこで、貞山堀

の海側は、下水処理場と廃棄物処理場等の一部の施設を除いて、岩沼市等が構想している

ような「防災機能を備えた緑地公園ゾーン」とすることが強く望まれる。 
岩沼市の第一回震災復興会議では、仙台空港南の工場地帯とその西および南の住宅域を数

100年～千年周期の大津波から守るため、瓦礫を利用した高さ 10～20ｍの盛土の防潮堤を



築き、その上を松椎林や桜・アジサイ並木等から成る海浜公園とし、海や植物、湿原と野

鳥、貞山堀、水田等を眺めつつ遊歩し、あるいはサイクリングできる「千年希望の丘」の

素案が提出された。これを活かすために知恵を出し合いたい。 
なお、赤井江と二野倉など新旧の河道を遡上する津波は勢いが極めて強いので、これを一

旦強固にした盛り土の大防潮堤に当てて、貞山堀と農業排水路沿いに遊水させる。遊水の

効果を発揮させるためには、水路を広くかつ深くすることが必要である。水田側への越流

を堰止めさせるために貞山堀の西側に霞堤型の小山を設けるが、溢れる水は小山の間を通

って隣接する低湿地の水田に浸水する。しかし、この水は、背後の玉浦地区等の海岸側を

走る高さ数ｍの道路、北側は五間堀川の北（左）岸沿いに走る高さ数ｍの道路によって堰

止められる多段構造になっている。また、西の山麓にある竹駒神社から真東の海浜近くの

「可燃廃棄物処理場と温水プール」、「自然エネルギーおよび海浜スポーツセンター」に向

かって伸びる道路は、四季の田園風景と並木が楽しめ、いざと言う時には海岸から山手に

向かう避難路となるものである。 
 また、将来の住宅は河川の氾濫にも備えて、できるだけ高床式にすることが望まれる。 
 
５．下水処理場の復旧とそのシステムの改良  
 下水処理場に匹敵する浄化機能を持つ赤井江と貞山堀、農業排水路の干潟は、下水処理

場が完全復旧するまでの 2、3年間は２次処理に代用し、その後も訪れる人々が野鳥と共生
しつつ安らげる、生態系に優しい「野鳥公園」の形態に戻して永く活用することを考える。 
また、五間堀川と貞山堀の広浦側の境に潮汐ポンプを設けて自然力での排水を促し、下水

処理場と赤井江との間に流向切替え式のポンプを設けて高水位時の排水に備える。 
さらに、長期的に見た場合、流域下水処理場全体としては農地還元・循環型の糞尿処理シ

ステムへと切り替えることの可能性について検討することが望まれる。 
 
６．『瓦礫の盛り土』と地理的特性を活かした復興  
(1) 河川水の恵みと仙台空港、自然エネルギーを活かした農工業の復興：名取市と提携 
(2) 鳥の海と港、貞山堀と砂浜の美しい里海を活かした観光漁業の復興：亘理市と提携 
(3) 山元林檎園等の里山と美しい眺望・史跡を活かした観光農業の復興：山元町と提携 
 災害で出た瓦礫を使い、かつ何層もの防波堤に守られた中において、安心して生活をし、

従来の水田だけに頼るのではなく、従来砂浜近くで行ってきたイチゴやメロン等栽培を、

貞山堀の西側の盛土・瓦礫を使った石垣で行い、塩分の多い沈下した水田にはひまわりや

菜の花の祈りの花園とし、「逆転の発想」で観光産業振興に活かすべきであると考える。 
 また、近隣の市町村とも連携を密にし、夫々が大切にしているものを互いに活かしあう

「希望のある復興」であって欲しい。 
 
 
 
 
 
 



Ⅱ．津波被災後の水田・農地の再生の可能性 
             駒村正治 （東京農業大学 地域環境学部 教授） 

 
目的： 今般の津波により被災した農地の再生と基盤整備をいかすべきか。 
      被災状況を踏まえ塩害対策、東日本大震災後の沿岸地域の農地、農村のあり方を示
す 
 

１．水田の復興シナリオ（主に除塩対策） 
１． 水田への堆積物対応：堆積物（泥土、砂土、有害物質：重金属など含む） 

土壌化学調査を行い、有害物質があれば除去  
２． がれきの撤去 
３． 圃場面排水：地表の田面水（湛水）の排除：排水小溝の掘削 
４． 支線排水路整備：地下水位および湛水位の低下 
５． 田面に湛水が消滅し、ある程度乾燥した段階で、石灰資材施用、耕起 
６． 用水補給、雨水による浸透促進、地表排水による除塩と土壌改良 
７． 土壌構造の発達促進：有機資材（堆肥投入）、レンゲ、ナノハナなど緑肥植物

栽培 
８． レンゲ、ナノハナの多面的機能：景観作物、バイオマス、土壌中へのすき込

み 
 
２．今後の圃場整備： 
１． 目的：低平地の水田は大区画圃場整備により稲作中心、中核農家に集積 

      １ha程度の大区画、暗渠排水、地下灌漑方式の採用 
２． 地下水低下：70cm以下（乾田条件）、排水路水位の低下、暗渠排水 
３． 現状の 30ａ区画から１ha規模の区画拡大、用水路のパイプライン（管路） 
４． 移植栽培から乾田直播栽培への省力化 
５． 汎用農地化：米以外の畑作物（大豆、麦および野菜類）の導入 

 
３．排水機能の復活、治水対策を含む：排水機場（排水ポンプ）の早期復旧 
１． 排水系統の改善：排水路の通水断面の拡大、掘削、浚渫による水面低下 
２． 排水機場の改修：排水量の増大、揚程の拡大：ポンプの排水能力の増加 
３． 貞山堀（運河）：排水幹線水路としての活用：掘削、浚渫による水面低下 
４． 五間堀川（外水）と貞山堀（内水）の役割分担：両河川の分離 
５． 五間堀川の放水路掘削：導流堤による河口閉塞対策 
６． 貞山堀の阿武隈川合流点における対策：干潮時の自然排水、満潮時および洪

水時のポンプ排水 
*千葉県印旛沼周辺の水田は、印旛沼開発（治水と水資源確保）のため一部干拓した。
その際に掘削土砂（浚渫）により田面に土砂を盛土（客土）し、１ha 規模の大区画
水田とし、一部では乾田直播による規模拡大経営している（千葉県八千代市、佐倉市） 

 



４．津波対策 : 海岸線に平行した複数の防除対策 
１． 海岸林、防砂林の復活：アカマツからクロマツへの転換 
２． 自然の砂丘列の活用：クロマツ植栽による松林 
３． 貞山堀堤防の植栽：水害防備林の活用 
４． 貞山堀水面の活用：拡幅によるウオータ・クッションの役割 
５． 道路盛部の堤防機能 

*タイ沿岸部での大津波災害を拡大した要因の１として、マングローブ林が挙げられ
た。タイの沿岸部では古くからマングローブ林があり、海岸保全などの多面的機能が

発揮されていた。しかし、近年の海岸リゾート化、エビの養殖池として消滅したこと

が津波の被害を拡大したといわれている。 
 
５．将来の土地利用計画：土地利用の純化（農地と水面の分離） 

１． 一部の地盤沈下地区などは水面（沼）に戻す 
２． 集落移転：海岸近く（貞山堀の東（海）側の集落は壊滅的被害を受けた。そ

のため津波に対して安全な土地に集落を移す。生産のための農地は圃場整備により生

産環境と災害防止を十分考慮した農業地帯とし、職場と住居の分離（通勤農業）とし、

新しい農村集落の周辺には環境と調和した農地とし、高齢者、兼業農家対応をはかる。 
 
＜参考＞ 
■土地改良法特例法案（4月 26日閣議決定） 
 4月 26日に東日本大震災で海水につかった農地約 23,600ha（表１）から塩分を除去する事業
に対し、国の負担割合をこれまでの５割から９割にかさ上げする土地改良法特例法案が閣議決

定されている。 
   表１：農地の冠水被害推定面積（単位：ha 平成２２年３月２９日農林水産省発表より） 

県 被害推定面積 耕地面積（2010年） 被害面積率（％） 
岩手 1,838 53,900 1.2 
宮城 15,002 136,300 11.0 
福島 5,923 149,900 4.0 
合計（上記：三県他青森、茨城、福島、千葉を含
む） 

23,600 900,900 2.6 

 
■塩害の内容 
① 生育障害：植物体内の水分が対外に流出 高濃度の塩素イオンにより生理障害 
② 土壌構造の劣化：ＣａイオンがＮａイオンに置換され、団粒構造の破壊につながる 
③ 土壌の酸性化：ＳＯ4イオン Ｈ2ＳＯ4により酸性化  Ｈ2Ｓが酸化しＨ2ＳＯ4 

 
■除塩工法 
１．除塩方法 湛水除塩：真水による洗い流し 

① 土壌構造の復元：粘土表面のＮａイオンの除去 
② 酸性土壌の中和：土壌のｐＨ改善 
＊地表水による除塩よりも暗渠を通じて下層に排水を行った除塩の方が数倍効果ある。 

２．土壌改良剤の選定：炭酸石灰（ＣａＣＯ3）、消石灰（ＣａＣL2）など 



３．ヘドロ中の重金属対策：除去を原則とする 
 
Ⅲ．岩沼市周辺海岸域の津波被害と植生 
                大澤啓志 （日本大学生物資源科学部 準教授） 
１．植生概要  
仙台平野南部は中間温帯に入り、気候的極相はモミ林やイヌブナ林となる。ヤブツバキ域の

最北限にわずかにかかる地域だが、タブノキは沖積の砂浜地帯には生育しないとされ、またシ

イ・カシ類も少ない。平野部は、かつてはヨシ群落やハンノキ林に覆われていたと考えられる

が、現在は水田・畑地、およびクロマツ植林となっている。クロマツ植林は飛防止・潮害対策

のために造林されたもので、藩政時代以前より営々と続けられてきたとされる。最も海側は劣

悪な立地条件のためクロマツも成長が悪く、主に藩政時代に植林された最も内陸側で 20m程の
樹高となる。その前面の砂浜海岸にはハマニンニク、コウボウムギ、ハマヒルガオ等の砂浜植

物群落が分布する。また、海岸沿いに広浦、赤井江、鳥の海等の内海があり、ヨシ群落や塩性

湿地群落が分布する。丘陵地には、里山林として代償植生であるクリ-コナラ群集が成立してい
る。一方、仙台平野のイグネに関する報告では、高木としてスギ、マダケ、シロダモ、ヒノキ、

クロマツ、ハンノキ、クリ、ケヤキ、サクラ類、エノキ、カシ類等が挙げられており、これら

は地域景観を特徴付ける人里植物として、重要と考えられる。 
 
２．現地調査速報  

2011年 5月下旬に仙台平野南部の任意の 4地点で、海岸付近のクロマツ以外の残存樹木（約
180本）とその活力程度（新葉の展開状況）を調査したところ、本数的にはカスミザクラ（一部
にヤマザクラが混じっている可能性もあり）、エノキ、ハンノキ、コナラ、ケヤキ、イヌシデ、

シロダモの順であった。活力程度では、コナラが最も高く、次いでケヤキが良好で、以下、エ

ノキ、カスミザクラ、ハンノキと続く。イヌシデとシロダモは芳しくなく、塩の影響を受けや

すいと考えられた。なお、現地での観察では、ヤブツバキとシロダモ、ヤダケの枯死（塩害？）

が目立ち、逆にニセアカシア（外来種）とマサキの旺盛な展葉が特筆された。また、クロマツ

林の林床では、カスミザクラの実生が多く観察されている。 
 
３．植生復元方針  
 以上より、仙台平野南部での「千年希望の丘」の植生復元は、落葉広葉樹（コナラ、ケヤキ、

エノキ、カスミザクラ）を主とすべきであり、一部の景観木を除き常緑広葉樹は望ましくない

と考えられる。また、海浜側の最前面には耐潮性のあるクロマツ林が（ヤブツバキ域の臨海性

の常緑樹が使えないため）、谷部の湿性立地にはハンノキ林、ヤナギ林、あるいはヨシ群落が適

していると考えられる。より内陸側の田園地帯については、イグネに見られる樹種が目安にな

る。そして、「神宮の森」で用いられたよう時間軸を考慮し、樹木の生長に合わせた幾つかの植

生復元ステージを用意して、最終的に目標となる状態に持っていくことが望ましい。 
 
 
 
 



Ⅳ．岩沼市復興計画と沿岸部の再生 
      石川幹子 （東京大学大学院 工学系研究科 教授 

 
岩沼市の復興計画においては、沿岸部の復興が極めて重要となる。 
以下、その現状について報告する。 
 
１．岩沼市の被災の現状  
宮城県岩沼市は、仙台平野の南部に位置し、古くから奥州街道の宿場町及び日本三大稲

荷の竹駒神社の門前町として栄えた街であり、人口は、約 44,000人、仙台空港及び東北本
線と常磐線が分岐する交通の要所でもある。 

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では、180 名の方が、お亡くなりになられ、
いまだに 3 名の方が行方不明となっている。建物の被災状況は、総数 2,635 戸、このうち
全壊が 679戸となっている。 
図１は、津波の浸水地域と亡くなられたかたのお住まいと、亡くなられた場所を記した

ものである。海岸沿いの相野釜、藤曽根、二野倉、長谷釜、蒲崎、寺島等の集落が壊滅し、

矢野目、三軒茶屋、早股の集落が浸水した。また、名取市の境界に位置する仙台空港、矢

野目工業団地も津波の直撃により甚大な被害をこうむった。海岸から約３‐４kmの位置に
高速道路（東部道路）があったため、盛り土（高さ約 8m）構造により、津波の流出物が堰
き止められ、被害の拡大が一定程度、とどまったが、市域面積の４８％が津波による浸水

域となった。 
 

 
図 1  岩沼市における被災状況 



２．復興計画のプロセス  
激甚災害の発生時において、緊急支援とならび、迅速に策定が開始されなければならな

いのが、復興計画である。岩沼市の場合は、震災後 1カ月にあたる 4月 12日より、事実上
の計画の検討が始まった。岩沼市は、まず、4月 24日に復興会議準備会を開き、復興委員
会のメンバーを決定、第一回復興会議（5月 7日）で復興の目標と重点施策を決定し、第二
回復興会議（5月２９日）では、それぞれの施策の詳細を詰める作業を行っている。8月に
向けて被災者の皆さんのヒアリングを十分に行い、パブリック・コメント、市民集会を経

て、議会への提示を予定している。 
ちなみに、復興会議のメンバーは、15 名を上限とする構成で、学識経験者（都市計画、

農業、津波工学、海岸工学、生態学）、被災者代表 2 名、商工会議所会長、JA 会長、市民
（２０代、30 代、５０代）からなり、オブザーバーとして県、国、郷土史家、地盤工学会
メンバー等から構成されている。 
海洋アライアンス調査メンバーの石川（復興会議議長）、杉本、駒村、大澤が復興会議の

委員となっており、調査の結果が、速やかに計画に反映される体勢をつくった。 
 
３．復興計画の内容  
 復興の目標は、「愛と希望の復興」となった。これは、総合計画に掲げる「愛のあるま

ち岩沼」を継承したものである。また、岩沼市においては、短期的復興と長期的復興は、

相矛盾するものではなく、出来る所から速やかに実行していくという基本方針のもと、以

下のリーディング・プロジェクトを掲げた。 
 
①  速やかな仮設住宅の建設と暮らしの安定  

仮設住宅については、最も重点的な取り組みが行われ、里の杜駐車場 162 戸、多目的グラ
ウンド 162戸、里の杜住宅北側 60戸の全 384戸の整備が完了し、6月 3日に希望者、約 1,000
名全員への鍵の引き渡しが完了し、避難所は廃止された。今回の被災地において、このように

速やかに仮設住宅への入居が完了した理由は、次に述べる、コミュニティ（町内会）を重視し

た取り組みによる。仮設住宅への入居は、抽選ではなく、地域を分断することがないように町

内会単位で決められたため、辞退者は、ほとんどなかった。 
 

②  コミュニティを大切にした集落再生  
海岸沿いの壊滅した 6つの集落は、江戸時代より続く、コミュニティの絆がつよい集 

落であり、被災直後より、集団移転を希望しておられた。市の地勢から選択肢は、山、街、海

沿いのやや内陸部の 3 者に絞られたが、山沿いには適切な平坦地がなく、造成はコストと時間
がかかり現実的ではないとの判断が大勢を占めた。街中は、集団移転のためのスペースがなく、

離散状況にならざるをえない。このことから、海沿いのやや内陸部に集団移転をし、「コンパク

トな自然共生都市」をめざすことで、現在、合意の形成に向けた努力が続けられている。具体

的な自然共生都市の立地については、地質、微地形、土壌、土地利用の歴史的経緯を踏まえて、

土地条件分析を行い、「自然立地的土地利用計画論」の手法による立地診断を行い、候補地の選

定を行った。 
 



③  農地の回復と農業の再生  
 津波による浸水により、仙台平野南部地域から福島県にかけては、共通の課題が存在してい

る。それは、水田への堆積物（泥土、砂土、有害物質）の除去、瓦礫の撤去、排水ポンプの回

復、地盤沈下に伴う排水システムの抜本的見直しである。排水機能が壊滅的状況にあるため、

内水氾濫のおそれがあり、水田の作付は、当面、不可能となっている。広範に及んでいる海抜

ゼロメートル地帯を、今後、どのような土地利用に転換していくかは、大きな課題となってい

る。早苗が揺れる時期に茶褐色の塩害地が広がっているのが現状ではあるが、塩害に強い作物

の実験的植え付け（塩トマト）、菜の花、レンゲによる塩分除去の試み等を計画している。 
 
④  安全な多重防御による沿岸部の津波防災緑地帯の創造  
  ――――千年希望の杜グリーンベルト  
現在、沿岸部は、完全に災害に対して無防備となっている。梅雨、台風、高潮などの想 

定される被害に対して、速やかな沿岸防災帯の整備が必要である。本計画では、沿岸部の防潮

林を詳細に調査し、津波を完全に阻止することは不可能であるという認識から、人命保護を第

一とし、被害を最小限にとどめるための多重構造の緑地帯の提案を行い、実現に向かって、鋭

意取り組みを行っている。 それは、防潮提、複数の瓦礫の丘、貞山堀の堤防の強化、幹線道

路の嵩上げ、集落におけるコミュニティ居久根などにより、津波の勢いを減衰させ、かつ、景

観的に美しく、生物多様性の宝庫、新たな農業の展開など、複合的目的に供することのできる

新しいインフラである。このプロジェクトは、「千年希望の杜グリーンベルト」と名付けられて

おり、被災した市町村の実情に応じて、漁村内の独立した丘（日和山型）、農地や内陸部の都市

を守る帯状の丘など、今後、多様な展開が期待される。 
 また、海岸線にそって併行に走る防災帯とあわせて、安全、確実な避難路の計画も重要であ

り、図２は、これらの縦軸と横軸による防災計画を示したものである。 
 
⑤  再生可能エネルギーを活用した先端モデル都市、  
 沿岸部からの居住地域の撤退により、仙台湾南部地域から福島県にかけては、広大な緑地

帯が生み出される。この地域を原発にかわる、風力、太陽光などの再生可能エネルギーの拠

点として、活用していくことは、今後、十分に検討されるべきである。 
 

⑥  文化的景観の保全と再生  
 東北地方における震災復興において、重要なものが「文化的景観の保全と再生」である。

「文化的景観」とは、人と自然の協働作業による長い年月をかけて生み出されてきたもので

あり、「遠野物語」はその嚆矢である。当該地域においては、居久根（いぐね）とよばれる

屋敷林と、農村集落の組合せに大きな特色があり、これまで認識されてこなかった郷土の文

化的景観に光をあて、復興の中で磨いていくことが重要であると考える。 
 

⑦  国際空港の安全性の強化と臨空タウンにおける雇用の創出  
 また、雇用の創出は、復興計画において大きな役割を有しており、現在考案されている様

ざまの特区（規制緩和型、税財政支援型、権限移譲型）等を導入し、現在の空の玄関口とし

ての脆弱性を克服し、新たな雇用を生み出していくことが期待されている。 



 
図２は、これらの内容を示した復興計画図（案）である。実現に向かっては、様ざまの困

難が予想される。しかし、重要なことは、混乱の中にあるからこそ、何がしかの理想に向かっ

て、住民の皆さんが互いに議論をし、進むべき道を模索することにあると考える。 
被災地は、多様である。地域から立ち上がった、地域固有の様ざまの復興計画が生まれ、

互いに切磋琢磨し、災いを転じて日本における新しい時代を切り開いていくことが重要である

と考える。 

 
図２：岩沼市復興計画 
 

 
図 3：千年希望の丘グリーンベルト、防災帯の断面図 

 

 

 



今後の展開： 

今後は、復興の基礎となる被災状況に関する詳細調査とともに、復興計画の実現に向けて

の技術の検討、住民の意志を読み込むためのコミュニケーションの場の設定を行っていくこと

を予定している。復興に向けた被災状況の把握については、特に農地や防潮林、樹林地に対し、

詳細かつ定期的な土壌調査、植生調査を行い、被害状況、時間経過後の回復状況等含めて明ら

かにする。技術については、がれきを用いた山の具体的な工法等や津波防災への効果の検証、

グリーンベルトとしての空間的なデザイン等について検討する。また、復興計画の策定に向け、

住民へのヒアリング、住民が互いに議論する場を設定し、自然共生、防災、農業振興や地域の

文化的景観の保全等をふまえ、集団移転後の新しい居住地域のあり方を検討する。 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


