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　東日本大震災により犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、ご遺族に哀悼の意を表するとともに、被

災された方 に々心からお見舞い申し上げます。

　また、我が町の復興に国内外から数多くの温かいご支援を賜っておりますことに深く感謝申し上げます。

　平成２３年３月１１日、女川町は、人知を超える高さ２０ｍもの大津波により住宅の約７割が流失するとい

う未曽有の大災害に見舞われ、多くの尊い生命を失いました。あの美しかった故郷が、見渡すかぎり瓦礫

の山と化してしまったその姿に言葉を失い、ただ立ち尽くすしかなかったあの日。食べる物も着る物もない

中で、凍えるような寒さに身を震わせ、明日への希望すら失いかけました。それでも、多くの方々の想いに

励まされ、新たな港町女川を創り上げるため、我々は再び立ち上がりました。

　被災地最大の被災率となった本町の復興は、58万トンに上る瓦礫の撤去や、苛烈な環境の下での避

難所生活など数多くの試練から始まりましたが、皆様から寄せられたご支援とご厚意に支えられ、町も徐々

に活力を取り戻してきています。その一方で、大震災や被災地に対する世間の関心が、時間の経過とと

もに少しずつ薄れつつある中で、風化させないよう取り組んでいくことも当時者たる我々の役割であります。

千年に一度と言われる未曽有の大災害の記憶と教訓を後世に引き継いでいくために編さんした本誌が、

今後の国内外における防災・減災の一助となることができれば幸いです。

　「女川」で頑張っていこうと復興の日々 を共に歩んでいる方々、一日も早い復興をじっと耐えて待つ方々、

そして町外から女川の復興のために力を注いでくださっている方々の、女川に対する強い思いや女川を信

じる心が世代や枠組みを超えて紡ぎ合わさることが、町の復興の大きな力となります。

　活力溢れる女川の新生を成し遂げるため、全力で取り組んで参りますので、今後ともご支援とご協力を

賜りますようお願い申し上げます。

刊行に寄せて

女川町長

須田善明
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女川町は、どういう町だったか

　牡鹿半島と、金華山など多くの島で構成され、世界
三大漁場の一つである金華山沖漁場へと開いた女川
町、旧石巻市、旧牡鹿町地域は、古くから牡鹿郡と呼ば
れてきました。
　明治22年の町村制施行時には郡内に2町6村（石巻
町、渡波町、蛇田村、稲井村、荻浜村、大原村、鮎川村、女
川村）がありましたが、昭和8年に市制施行により石巻
市が離脱し、その後も町村合併などを経て、平成17年
に牡鹿町が石巻市に合併したことにより、女川町だけ
が牡鹿郡の唯一の町として残りました。
　現在の女川町は大正15年4月1日の町制施行により
誕生しましたが、町全域が女川と称されたのは、明治
22年4月1日の町村制施行により女川村となってから
のことであり、それまでは20の浜が女川組と称してい
ました。
　「女川」という名の由来については、平安中期、町の
西方背後にある黒森山の奥地に安野平というところ
があり、奥州を支配していた安倍貞任の軍が源氏方の
軍と戦った時、一族の婦女子を安全地帯である安野平
に避難させたことから、ここから流れる小川を「女川」
と呼ぶようになり、のちに地名になったと伝えられて
います。

　宮城県の東端、太平洋に突き出た牡鹿半島の頚部に
位置する女川町は、町域東部を太平洋に面し、西部、南
部、北部の三方を北上山地から伸びる山々に囲まれ石
巻市に隣接しており、三陸特有のリアス式海岸からな
る女川湾の沖合には、江島列島や出島など大小の島々
が散在しています。
　詳しく見れば、町西部は北上山地の支脈が南北に走って
牡鹿半島の脊梁をなし、奥深く入り込んだ万石浦を隔てて
石巻市渡波地区に接し、南部は荻浜や大原地域が大六天山
（439ｍ)、袴ヶ岳（357ｍ）などを結ぶ山岳によって石巻市牡
鹿地区と接しています。
　これらの山々は、暖地性・湿地性の植物が北上し、寒地
性の植物が南下してくる経路、または分布限界地域と
なっていて、多彩な植物相を形成していることでも大き
な特徴となっています。これらの森が育てる栄養分が
海へと下り、豊かな魚種を育て、養殖にも適した女川湾を

第 1章

形成しています。また、山菜、キノコの宝庫でもあり、緑
と紅葉の見どころにもなってきました。
　町東部は太平洋に面して、屈曲に富んだ風光明媚な
リアス式海岸が形成され、女川湾や御前湾などが湾入
した海岸線となっており、北部は石投山（456ｍ）、高梨
山（305ｍ）などの山々を境として石巻市雄勝地区に接
しています。
　総面積65.80㎢。地目別で見れば山林が84.0％と大
部分を占め、宅地が2.8％という土地利用状況の中で、
山に囲まれたわずかな平地を中心に住宅が建ち並び、
市街地が形成されていました。

「女川」という名前

海と山のまち、女川

■女川町の土地利用状況（平成23年1月1日現在）

その他　10.8％
田　0.1％
畑　0.4％

宅地　2.8％

山林　84.0％

原野　1.9％
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■震災前の女川町の地形図（国土地理院2万5千分の1地形図から作成）
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女川町は、どういう町だったか

　女川湾はリアス式海岸という天然の良港となる地
形に恵まれ、世界三大漁場の一つである金華山沖漁場
を臨み、漁港はもちろん、商港として、絶好の地位を占
めてきました。
　明治18年5月、イギリスのハミルトン将軍の率いる
東洋艦隊が女川湾に入港した際に、大艦艇が楽々と
停泊し、天然の良港であるとして世界中に紹介した
ことから、女川湾の名が広く世に知られるようにな
りました。
　これが起因となり、明治19年、宮城県会は台風で破
壊された野蒜築港に代わるものとして政府に女川築
港を陳情しましたが、実現には至りませんでした。し
かし、これを契機に女川村民の女川築港への機運は高
まり、明治28年以降、特に民間人の手で女川湾頭の埋
立事業が次々に実施されていきました。
　そして、埠頭をはじめ、製氷工場（木下製氷工場。
昭和元年）、水産会社（東北水産株式会社。昭和4年）、
魚市場（昭和4年）等の施設が整備されました。また、
国庫補助事業としての女川漁港修築工事が起工（昭
和7年）されるなど港湾としての価値が高まるにつれ
て、石巻湊－渡波－万石浦北岸－女川鷲神と通じて
いた金華山軌道会社の気動車（大正12年開通）に代わ
って、石巻－女川を結ぶ国鉄石巻線の開通（昭和14
年）へと進みました。
　さらには、捕鯨工場（日本水産株式会社女川工場。
昭和25年）の進出、新魚市場と商港の完成（昭和32年）
等に合わせて貨物駅を埠頭に設けて臨港鉄道も完成
（昭和33年）し、女川港と国鉄とが岸壁で連結され、陸
揚げした貨物が鉄道で輸送されることになりました。

　この漁港修築、商港開拓工事に伴う埋立て事業の中
で、女川町の中心部を形成する港町も建設されていき、
並行して尾浦・御前浜を経て雄勝町へと通じる大道
路の開削工事や、大原県道の改修も進んでいきました。
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女川湾からの発展 ■女川町の歩み

明治18年 イギリス東洋艦隊、女川港に寄港
明治19年 宮城県会、女川築港を日本政府に陳情
明治22年 4 月 女川組20浜で女川村に
明治29年 地元住民の署名運動により女川築港を請願
大正６年 女川－江島間に定期船運航
大正７年 女川－渡波間に定期航路開設
大正11年 女川漁港期成同盟会を結成し、女川漁港指定を請願
大正12年 4 月 石巻－渡波－女川を結ぶ金華山軌道運行
大正13年 女川振興会を設立し、翌年に漁港・商港修築を請願
大正15年 4 月 町制施行により女川町に
昭和元年 木下製氷工場完成
昭和 2 年 7 月 女川振興会が漁港整備開始
昭和 4 年 5 月 東北水産㈱創立
 女川魚市場完成
昭和 5 年10月 三漁協が合併
昭和 7 年10月 女川漁港修築工事が起工
昭和 8 年 3 月 三陸大津波発生
昭和 8 年 5 月 万石浦で垂下式カキ養殖
 始まる
昭和10年 女川漁港完成
 女川－江島線航路運航開始
昭和14年 女川港修築期成同盟会を結成
昭和14年10月 国鉄石巻線女川駅開業
昭和16年 4 月 宮ケ崎～石浜の埋立てと護岸工事開始
昭和17年 宮城県、昭和17-18年度予算で女川港修築費39万
 6000円を計上
昭和20年 8 月 連合国軍の空襲で女川港の海軍艦艇７隻撃沈
昭和22年 4 月 女川中学校開校
昭和24年 9 月 石巻高校定時制課程として
 女川分校開校（昭和48年、
 女川高校普通高校に昇格）
昭和25年 4 月 江島分校が独立し、江島中学校と改称
 日本水産女川工場設立
昭和25年 5 月 農林省告示により女川港が地方港湾に指定
昭和26年 4 月 出島分校が独立して出島中学校と改称
昭和26年12月 女川港、第３種漁港に指定
昭和27年 1 月 金華山定期航路運航
昭和27年 3 月 小乗浜で全国に先駆けて
 ワカメ養殖を企業化
昭和28年 6 月 小学校を女川第一、三、四、
 五、六小学校と改称
 中学校を女川第一、二、三、四中学校と改称
昭和30年 4 月 第二小学校新設開校
 五部浦分校が第四中学校と独立
昭和31年 1 月 女川漁港岸壁埋立て完成
昭和31年 2 月 国鉄石巻線浦宿駅開業
昭和32年 3 月 新魚市場完成、商港完成

昭和33年 3 月 国鉄女川駅－商港・魚市場
 を結ぶ臨港鉄道完成

昭和35年 5 月 チリ地震津波襲来
昭和35年 8 月 女川港の修築工事完了
昭和36年 チリ地震津波後の防災の
 ため湾口に防波堤建設
昭和38年 6 月 県道女川・雄勝線開通（11
 月、女川・雄勝線にバス運
 行）
昭和40年 6 月 町内線バス運行
昭和42年 9 月 原子力発電所誘致を決定
 （昭和54年12月、原子力発
 電所着工）
昭和46年 4 月 有料道路牡鹿コバルトライ
 ン開通（平成8年、無料化）
昭和47年10月 役場新庁舎完成

昭和48年 4 月 石巻高等学校女川分校が
 女川高校に昇格
昭和48年11月 市街地－五部浦海岸の
 定期バス運行開始

昭和53年 6 月 宮城県沖地震
昭和55年 3 月 県住宅供給公社による浦
 宿ニュータウンの造成工
 事開始
昭和56年10月 旭が丘団地完成、分譲開始
昭和56年11月 町民憲章を制定、町の木・
 町の花・町の魚・町の鳥を制定
昭和59年 6 月 女川原子力発電所一号機運転開始（平成7年、平成
 14年、二号機、三号機運転開始）
昭和61年 6 月 国道398号女川バイパス開通
昭和61年 7 月 ギンザケ養殖日本一となる
昭和63年 3 月 堀切山造成工事に着手
平成元年 4 月 行政区の統廃合により54区を43区へ
平成 5 年 3 月 第五小学校閉校（江島）
平成 5 年10月 女川・出島・江島漁協が合
 併して女川町漁業協同組合
 として発足
平成 6 年 3 月 第三中学校閉校（江島）
平成 6 年 4 月 マリンパル女川完成（水産
 観光センター、水産物流通
 センター）

平成 8 年11月 全国鳴り砂サミットを女川町で開催
平成 9 年 3 月 第一小学校高白分校閉校
平成 9 年 4 月 女川町立病院開院

平成11年 3 月 第三小学校御前分校、第六小学校塚浜分校閉校
平成11年 4 月 老人保健施設等オープン
平成14年10月 女川駅が「東北の駅百選」に
 選定される

平成15年11月 万石浦トンネル開通
平成16年10月 出島・江島離島航路統合

平成17年 4 月 離島航路ターミナル開設
 シーパル女川汽船㈱設立
平成18年 4 月 女川温泉ゆぽっぽ開業

平成18年 8 月 統一離島航路第一号船
 しまなぎ運航

平成18年 9 月 新多目的交通システムシーパル号運行
平成18年10月 五部浦第一トンネル開通
平成19年12月 女川消防署新庁舎完成
平成20年12月 ㈱潮プランニングが観光航路「女川～金華山航路」
 を再開
平成22年 3 月 第四中学校、第三小学校、第六小学校が閉校となり、
 それぞれ第一中学校、第二小学校、第一小学校に
 統合

港町の建設へ、交通網の整備へ

三陸大津波被害（場所不明）

女川中学校開校

離島・半島航路の客船と発着所

完成した魚市場
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昭和 7 年10月 女川漁港修築工事が起工
昭和 8 年 3 月 三陸大津波発生
昭和 8 年 5 月 万石浦で垂下式カキ養殖
 始まる
昭和10年 女川漁港完成
 女川－江島線航路運航開始
昭和14年 女川港修築期成同盟会を結成
昭和14年10月 国鉄石巻線女川駅開業
昭和16年 4 月 宮ケ崎～石浜の埋立てと護岸工事開始
昭和17年 宮城県、昭和17-18年度予算で女川港修築費39万
 6000円を計上
昭和20年 8 月 連合国軍の空襲で女川港の海軍艦艇７隻撃沈
昭和22年 4 月 女川中学校開校
昭和24年 9 月 石巻高校定時制課程として
 女川分校開校（昭和48年、
 女川高校普通高校に昇格）
昭和25年 4 月 江島分校が独立し、江島中学校と改称
 日本水産女川工場設立
昭和25年 5 月 農林省告示により女川港が地方港湾に指定
昭和26年 4 月 出島分校が独立して出島中学校と改称
昭和26年12月 女川港、第３種漁港に指定
昭和27年 1 月 金華山定期航路運航
昭和27年 3 月 小乗浜で全国に先駆けて
 ワカメ養殖を企業化
昭和28年 6 月 小学校を女川第一、三、四、
 五、六小学校と改称
 中学校を女川第一、二、三、四中学校と改称
昭和30年 4 月 第二小学校新設開校
 五部浦分校が第四中学校と独立
昭和31年 1 月 女川漁港岸壁埋立て完成
昭和31年 2 月 国鉄石巻線浦宿駅開業
昭和32年 3 月 新魚市場完成、商港完成

昭和33年 3 月 国鉄女川駅－商港・魚市場
 を結ぶ臨港鉄道完成

昭和35年 5 月 チリ地震津波襲来
昭和35年 8 月 女川港の修築工事完了
昭和36年 チリ地震津波後の防災の
 ため湾口に防波堤建設
昭和38年 6 月 県道女川・雄勝線開通（11
 月、女川・雄勝線にバス運
 行）
昭和40年 6 月 町内線バス運行
昭和42年 9 月 原子力発電所誘致を決定
 （昭和54年12月、原子力発
 電所着工）
昭和46年 4 月 有料道路牡鹿コバルトライ
 ン開通（平成8年、無料化）
昭和47年10月 役場新庁舎完成

昭和48年 4 月 石巻高等学校女川分校が
 女川高校に昇格
昭和48年11月 市街地－五部浦海岸の
 定期バス運行開始

昭和53年 6 月 宮城県沖地震
昭和55年 3 月 県住宅供給公社による浦
 宿ニュータウンの造成工
 事開始
昭和56年10月 旭が丘団地完成、分譲開始
昭和56年11月 町民憲章を制定、町の木・
 町の花・町の魚・町の鳥を制定
昭和59年 6 月 女川原子力発電所一号機運転開始（平成7年、平成
 14年、二号機、三号機運転開始）
昭和61年 6 月 国道398号女川バイパス開通
昭和61年 7 月 ギンザケ養殖日本一となる
昭和63年 3 月 堀切山造成工事に着手
平成元年 4 月 行政区の統廃合により54区を43区へ
平成 5 年 3 月 第五小学校閉校（江島）
平成 5 年10月 女川・出島・江島漁協が合
 併して女川町漁業協同組合
 として発足
平成 6 年 3 月 第三中学校閉校（江島）
平成 6 年 4 月 マリンパル女川完成（水産
 観光センター、水産物流通
 センター）

平成 8 年11月 全国鳴り砂サミットを女川町で開催
平成 9 年 3 月 第一小学校高白分校閉校
平成 9 年 4 月 女川町立病院開院

平成11年 3 月 第三小学校御前分校、第六小学校塚浜分校閉校
平成11年 4 月 老人保健施設等オープン
平成14年10月 女川駅が「東北の駅百選」に
 選定される

平成15年11月 万石浦トンネル開通
平成16年10月 出島・江島離島航路統合

平成17年 4 月 離島航路ターミナル開設
 シーパル女川汽船㈱設立
平成18年 4 月 女川温泉ゆぽっぽ開業

平成18年 8 月 統一離島航路第一号船
 しまなぎ運航

平成18年 9 月 新多目的交通システムシーパル号運行
平成18年10月 五部浦第一トンネル開通
平成19年12月 女川消防署新庁舎完成
平成20年12月 ㈱潮プランニングが観光航路「女川～金華山航路」
 を再開
平成22年 3 月 第四中学校、第三小学校、第六小学校が閉校となり、
 それぞれ第一中学校、第二小学校、第一小学校に
 統合

チリ地震津波

コバルトライン開通

宮城交通女川営業所

女川町漁業協同組合発足

マリンパル女川

女川町立病院完成

老人保健施設等オープン

万石浦トンネル開通

臨港鉄道竣工祝賀会

女川高校

宮城県沖地震

しまなぎ運航

女川温泉ゆぽっぽ開業
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女川町は、どういう町だったか

　牡鹿半島沿岸と湾口に集落が開かれた女川町は、漁
業と水産加工業が中心の町として発展してきました。
平成22年の国勢調査でも、就業人口4,933人中、漁業
が724人（14.7％）、製造業が1,180人（23.9％）と合わ
せて40％近くの人が漁業と水産加工等の製造業に従
事する産業構造となっており、年間漁獲水揚高は81億
5,936万円、食料製造品出荷額は335億1,006万円と
なっていました。
　女川港は世界三大漁場の一つである三陸漁場が近
いことから，年間を通じて暖流、寒流の豊富な魚種が
数多く水揚げされ、特に、サンマの水揚げは、女川魚市
場の水揚魚種の中では最大の数量・金額となっており、
全国有数のサンマ水揚港となっていました。
　また、カキ、 ホタテ、ホヤ、ギンザケなどの養殖漁業も
盛んに行なわれており、ギンザケ養殖は全国一の生産
量を誇っていました。
　女川町は、リアス式海岸で知られる南三陸国定公園
の南端に位置し、牡鹿半島の入り組んだ海岸風景を眺
め、東奥三大霊場といわれる金華山や江島、出島への
海上遊覧を楽しむことのできる観光地でもありました。
女川港に面する観光物産施設マリンパル女川では、新
鮮な魚介類や水産加工品を購入することができ、年間
を通じて様々なイベントが行われ、観光客の賑わいの
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女川町の産業と観光 場となっていました。また、町の大きな祭りとして、
夏には「みなと祭り」、秋には「秋刀魚収獲祭」、冬には
「水産まつり」が開催され、女川町には年間約70万人の
観光客が訪れ、推定観光消費額は年間60億円前後に上
っていました。

■女川魚市場の魚種別水揚高  
    （平成22年末・「女川町統計書」より）

種別

イワシ類 6,401 219,278

サバ 2,655 209,274

サンマ  23,061 2,695,548

カツオ 3,608 493,535

マグロ類 100 70,928

カジキ類 1 198

アミ 8,736 527,115

メロード 257 18,874

コオナゴ 579 127,018

イカ 1,556 342,904

スケソウ 1,806 73,411

ギンザケ 5,243 2,300,602

その他 9,405 1,080,676

　計 63,413 8,159,366

数量（千kg） 金額（千円）
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■産業別就業者数（平成22年国勢調査）

■漁獲水揚高推移
    （「女川町統計書」より）

（単位：億円）

■食料製造品出荷額推移
     （「女川町統計書」より）

■観光客数及び推定観光消費額の推移
     （「女川町統計書」より）

 第１次産業 747人 15.2％
 農業 15人 0.3％
 林業 8人 0.1％
 漁業  724人 14.8％

 第２次産業 1,594人 32.3％
 鉱業  2人 0.1％
 建設業  412人 8.3％
 製造業 1,180人 23.9％

 第３次産業 2,566人 52.0％
 電気・ガス・熱供給・水道業 351人 7.1％
 情報通信業 31人  0.6％
 運輸業 270人 5.5％
 卸売・小売業 607人 12.3％
 金融・保険業 47人 1.0％
 不動産業  21人 0.4％
 飲食店・宿泊業 308人 6.2％
 医療・福祉 295人 6.0％
 教育・学習支援業 92人 1.9％
 複合サービス業 30人 0.6％
 サービス業 395人 8.0％
 公務 119人 2.4％

平
成
22
年

平
成
21
年

平
成
20
年

（単位：億円） 観光客数（単位：万人）

推定観光消費額（単位：億円）

102.46

平
成
22
年

平
成
21
年

平
成
20
年

平
成
22
年

平
成
21
年

平
成
20
年

80.94 81.6

367.03

342.38
324.46

72.2
74.3

69.6

75.11

62.25

56.32
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女川町は、どういう町だったか

　女川町の人口及び世帯数は、平成22年の国勢調査で
は1万51人（男4,887人・女5,164人）、3,968世帯となっ
ており、行政区別では下記別表のとおりとなっていました。
　町の人口、世帯数はともに年々減少傾向にあり、昭和60
年と平成22年を比較してみると、世帯数は4,345世帯か
ら3,968世帯へと約10％程度の減少なのに対して人口で
は1万5,246人から1万51人へと約35％減となっており、
少子高齢化の傾向が強まっていました。
　しかし、人口は減少しているものの、平成22年の地方税
（市町村税）は昭和60年の1.08倍程度となっており、地方
税収入が歳入中に占める比率は67.3％で宮城県内全市
町村中で最も高く、安定した財政基盤となっていました。

第 1章

女川町の規模 ■女川町の年齢別人口構成の推移（国勢調査）

■女川町の人口・世帯数の推移（国勢調査）

昭和60年 平成７年 平成22年平成17年

15,246人

13,044人

10,723人7,470

6,526

5,150
4,887

7,776 6,518
5,573 5,164

4,345 4,493

3,939 3,968

男 女

男 女

男 女

男 女

15～ 64歳

65歳以上

昭和60年

15～ 64歳

65歳以上

平成7年

15～ 64歳

65歳以上

平成17年

 0 ～ 14歳

15 ～ 64歳

65歳以上

平成22年

 0 ～ 14歳1,672人
22.4％

1,517人
19.5％

5,090人
68.1％

5,191人
66.8％

708人
9.5％

1,068
13.7％

 0 ～ 14歳1,015人
15.6％

934人
14.3％

4,504人
69.0％

4,073人
62.5％

1,007人
15.4％

1,511人
23.2％

3,158人
61.3％

1,328人
25.8％

 0 ～ 14歳664人
12.9％

615人
11.0％

3,069人
55.1％

1,889人
33.9％

542人
11.1％

2,946人
60.4％

2,670人
51.7％

1,388人
28.5％

515人
10.0％

1,974人
38.3％

10,051人

男性人口（人）

世帯数
女性人口（人）

区名 人口
世帯数

■行政区別人口・世帯数（『平成22年　国勢調査結果概要』より）

182
527
643
162
127
662
171
199
221
338
468
208
155
193
166

89
283
281
84
66
342
96
101
111
185
238
107
81
116
96

93
244
362
78
61
320
75
98
110
153
230
101
74
77
70

 65
 198
 299
 73
 43
 235
 71
 87
 95
 116
 175
 92
 61
 48
 82

大沢区
浦宿一区
浦宿二区
浦宿三区
針浜区
旭が丘区
上一区
上二区
上三区
上四区
上五区
西一区
西二区
黄金区
南区

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

男 女 計
区名 人口

世帯数

186
74
106
22
76
100
164
130
224
254
239
378
178
177
300

94
38
53
13
36
46
77
34
121
138
113
185
98
96
170

92
36
53
9
40
54
87
96
103
116
126
193
80
81
130

 67
 24
 31
 7
 36
 31
 49
 90
 89
 94
 89
 145
 74
 89
 108

小乗区
高白区
横浦区
大石原区
野々浜区
飯子浜区
塚浜区
小屋取区
女川一区
女川二区
大原一区
大原二区
大原三区
大原四区
清水一区

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

男 女 計
区名 人口

世帯数

503
331
433
235
232
64
182
231
149
107
233
232
89

10,051

267
165
205
122
137
31
105
125
75
56
116
119
53

5,164

236
166
228
113
95
33
77
106
74
51
117
113
36

4,887

 199
 112
 198
 97
 111
 25
 61
 71
 58
 32
 103
 91
 47

3,968

清水二区
清水三区
宮ケ崎区
石浜東区
石浜西区
桐ケ崎区
竹浦区
尾浦区
御前浜区
指ケ浜区
出島区
寺間区
江島区

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

男 女 計

合計
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■普通会計の推移（『女川町統計書』各年度版）

■平成22年度市町村別歳入構成比（宮城県『平成22年度決算　目で見る市町村財政』より）

歳入（単位：千円）

歳出（単位：千円）
その他災害復旧費公債費消防費教育費

土木費商工費農林水産費労働費衛生費民生費総務費議会費

その他県支出金国庫支出金地方税

平成22年

平成17年

平成7年

昭和60年

平成22年

平成17年

平成7年

昭和60年 5,350,761

6,153,094

9,005,635

5,873,053

6,365639

5,440,279

9,309,811

6,054,200

2,815,932

3,832,183

5,773,612

4,143,890

734,350

1,404,603

556,190

442,494

697,596

426,425

2,372,863

1,434,000

927,695

114,776

98,034

92,481

825,389

2,415,341

1,265,886

787,284

1,609,705

1,199,613

993,329

 963,951

911,850
47,750

805,971

 708,880

337,833

236,140

227,060

172,499

776,645

1,618,167

659,666

1,100,653

795,565

256,933

241,079

274,678

608,984

264,298

268,893

25,258

25,361

294,300

7,530

94,520
1,416,653 389,318

298,057
934,662

55,939
983,340 780,013

164,338 233,921

129,456

327,722

326,393

953,981

17



女川町は、どういう町だったか第 1章

女川町フォトライブラリー
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平成23年3月11日　マリンパル女川屋上から

※女川町の震度は計測記録が不明となっていますが、近隣市町の震度から6弱程度であったと推測されます。

女川町に、何が起こったか

　平成23年3月11日14時46分、携帯電話が突然けた
たましく警報ブザーを発し、直後に、ドカンと突き上
げるような縦揺れと大きな横揺れが続きました。
　即座に気象庁は地震警報を発し、14時49分には宮
城県に6ｍ、岩手・福島両県に3ｍの大津波警報、青森
県太平洋沿岸・北海道太平洋沿岸中部に1ｍの津波警
報を発令しました。
　牡鹿半島の東南東130km付近の三陸沖を震源とする、
深さ24kmの地震であり、宮城県北部の栗原市で最大震
度7を記録したのをはじめ、震度6強を記録した地域は
宮城・福島・茨城・栃木の4県36市町村と仙台市内の

第 2章

平成23年3月11日14時46分1

■震度６弱以上の地域（出典：消防庁災害対策本部「平成23（2011年）東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）について」第147報）

 ７  栗原市
 ６強  涌谷町 白河市 日立市 太田原市　　　　　　　　　
   登米市 須賀川市 高萩市 宇都宮市　　　　　　　　　
   美里町 国見町 常陸大宮市 真岡市　　　　　　　　　　
   大崎市 鏡石町 那珂市 市見町　　　　　　　　　　
   名取市 天栄村 筑西市 高根沢町　　　　　　　　　
   蔵王町 楢葉町 鉾田市　　　　　　　　　　　　　　　
   川崎町 富岡町 小美玉市　　　　　　　　　　　　　　
   山元町 大熊町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
   仙台市 双葉町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
   石巻市 浪江町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
   塩竃市 新地町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
   東松島市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
   大衡村　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 ６弱 大船渡市 気仙沼市 福島市 水戸市 那須町 桐生市 宮代町 成田市
  釜石市 南三陸町 郡山市 土浦市 那須塩原市   印西市
  滝沢村 白石市 二本松市 石岡市 芳賀町
  矢巾町 角田市 桑折町 常総市 那須烏山市　 　　　　　　　　　
  花巻市 岩沼市 川俣町 常陸太田市 那珂川町　　　　　　　　　
  一関市 大河原町 西郷村　 北茨城市　　　　　　　　　　　　　　
  奥州市 亘理町 中島村 取手市　　　　　　　　　　　　　　　
  藤沢町 松島町 矢吹町 つくば市　　　　　　　　　　　　　　
   大和町 棚倉町 ひたちなか市　　　　　　　　　　　　　　　
   大郷町 玉川村 鹿嶋市　　　　　　　　　　　　　　　
   富谷町 浅川町 潮来市　　　　　　　　　　　　　　　
   女川町 小野町 坂東市　　　　　　　　　　　　　　　
    田村市 稲敷市　　　　　　　　　　　　　　　
    伊達市 かずみが浦市　　　　　　　　　　　　　　　
    本宮市 桜川市　　　　　　　　　　　　　　　
    いわき市 行方市　　　　　　　　　　　　　　　
    相馬市 つくばみらい市 　　　　　　　　　　　　　　
    広野町 茨城町　　　　　　　　　　　　　　　
    川内村 城里町　　　　　　　　　　　　　　　
    飯舘村 東海村　　　　　　　　　　　　　　　
    南相馬市 美浦村　　　　　　　　　　　　　　　
    猪苗代町　　　　　　　　　

1区（宮城野区）にまたがっており、地震の規模はマグニ
チュード（Ｍ）8.8（3月13日Ｍ9に変更）で、日本周辺にお
ける観測史上最大の地震であるとされました。
　その後たて続けに起こった余震も含めて、震源域は
岩手県沖から茨城県沖までの南北約500km、東西約
200kmの広範囲に及びました。震度6弱以上を記録
した場所は、8県・110市町村にまで広がっています。
　この地震は、「東北地方太平洋沖地震」と名付けられ、
4月1日の閣議でこの地震による災害を「東日本大震
災」の名称とすることが決定されました。

震度 岩手県 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県

※
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　15時14分、気象庁は、津波に関する警報を宮城県10
ｍ以上、岩手・福島県6ｍ、青森県太平洋沿岸3ｍ、北海
道太平洋沿岸中部2ｍの大津波警報に変更。さらに15
時30分には、宮城・福島・岩手3県で10ｍ以上、青森県
太平洋沿岸8ｍ、北海道太平洋沿岸中部6ｍの大津波警
報に変え、大きな津波の襲来に備えて避難することを
発令しました。
　気象庁からは途切れなく警報が発せられ続けまし
たが、地震発生から約50分、15時35分頃、女川湾口一
帯を最大津波高14.8ｍ（県内最大）、最大浸水高18.5
ｍ（南三陸町志津川、気仙沼市本吉に次ぐ県内3番目）、
最大遡上高34.7ｍ（県内最大）と記録されている巨大
津波が襲いました。
　女川町の浸水域は3.2㎢（320ha）ですが、この浸水

平成23年3月11日15時35分頃2

■気象庁発表の津波警報

■東日本大震災の地震と津波の概要

発生日時　　　平成23年３月11日（金）14時46分（気象庁発表）

震源　　　　　三陸沖　深さ24km（気象庁発表）

規模　　　　　マグニチュード9.0　震度６弱（気象庁発表）

最大津波高　　14.8ｍ（港湾空港技術研究所調査）

最大浸水高　　18.5ｍ（宮城県土木部『東日本大震災 1年の記録』より）

最大遡上高　　34.7ｍ（宮城県土木部『東日本大震災 1年の記録』より）

浸水区域　　　3.2㎢／ 65.8㎢（国土交通省被災状況調査）

　　　　　　　＊建物区域の浸水比率：48％（国土地理院調査）

被害区域　　　2.4㎢／ 65.8㎢（宮城県発表値）

発表時刻

北海道太平洋沿岸中部 1ｍ 2ｍ 6ｍ 8ｍ → → → →    解除

青森県太平洋沿岸 1ｍ 3ｍ 8ｍ 10ｍ以上 → → → →    解除

岩手県 3ｍ 6ｍ 10ｍ以上 → → → → →    解除

宮城県 6ｍ 10ｍ以上 → → → → → →    解除

福島県 3ｍ 6ｍ 10ｍ以上 → → → → →    解除

津波予報区
11日
14:49

12日
03:20

13日
07:3015:14 13:50 20:20 17:5815:30 16:08 18:47 21:35 22:533月

域に暮らす町民の比率は推定87.7％にのぼっており、
東松島市の76.9％、南三陸町の76.3％、石巻市の63.9
％を超えて県内で最も高い数値となっています。
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H23/3/11（金）15：22

H23/3/11（金）15：23

H23/3/11（金）15：26

H23/3/11（金）15：35

H23/3/11（金）15：37

H23/3/11（金）15：21

H23/3/11（金）15：25

H23/3/11（金）15：27

H23/3/11（金）15：40

H23/3/11（金）15：48

女川町に、何が起こったか第 2章

女川浜地区を襲った津波 鷲神地区を襲った津波
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 女川町 6弱 18.5 34.7 3.2 65.8

 唐桑町  15.2 21.1

 気仙沼市 6弱 16.3 17.3 18 333

 本吉町  19.3 22.3

 歌津町 
6弱 

18.1 26.1 
10
 

164
 志津川町  19.6 20.2

 北上町  14.4 17.8

 雄勝町  16.2 21.0

 河北町 
6弱 

5.0 8.8
 73 556

 河南町  2.6 - 

 石巻市  11.5 12.0

 牡鹿町  17.5 26.0

 矢本町 
6強 

7.6 - 
37 102

 鳴瀬町  0.1 - 

 松島町 6弱 2.8 - 2 54

 利府町 6弱 6.3 - 0.5 45

 塩竃市 6強 4.8 - 6 18

 七ケ浜町 5強 11.6 - 5 13

 多賀城市 5弱 5.5 - 6 20

 仙台市宮城野区  13.9 - 20 58

 仙台市若林区 6強 11.9 - 29 48

 仙台市太白区  2.1 - 3 228

 名取市 6強 11.8 - 27 100

 岩沼市 6弱 10.5 61 29 61

 亘理町 6弱 8.1 73 35 73

 山元町 6強 14.6 64 24 64

■宮城県内地域別被災状況（宮城県土木部『東日本大震災 1年の記録』他参照）

旧市町村現市町村
市区町村
面積
(㎢)

浸水面積
(㎢)

最大遡上高
(ｍ)

最大浸水高
(ｍ)震度

女川町

気仙沼市

南三陸町

石巻市

東松島市

松島町

利府町

塩竈市

七ヶ浜町

多賀城市

仙台市宮城野区

仙台市若林区

仙台市太白区

名取市

岩沼市

亘理町

山元町
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女川町に、何が起こったか

■役場屋上から撮影した津波状況

第 2章
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■生涯教育センターから撮影した津波状況

■マリンパル女川から撮影した津波状況
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■浸水区域図

女川町に、何が起こったか第 2章
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■津波浸水区域・津波規模メッシュ（国土地理院作成）

津波後の様子：マリンパル女川

津波襲来時の様子：女川町立病院

女川町に、何が起こったか

　津波は太平洋沖に発生し、女川町の場合は、牡鹿半
島沖から女川湾へと進み、湾口の低地をひと呑みにし
た上で、山手から女川港へと下る地形の谷筋になって
いる地域に集中して巨大化しました。
　女川町では、8ｍ以上の津波が襲った場所は、女川港
沿岸地域の女川港東西岸、その背後の中心市街地、桐
ケ崎漁港、竹浦漁港、尾浦漁港、出島漁港、寺間地区、五
部浦海岸（横浦・大石原浜・野々浜・飯子浜・塚浜）など、
広範な地域にわたっています。
　女川町を襲った津波のメカニズム等について、本章
32～33pに東北大学災害科学国際研究所の越村俊一教
授よりご寄稿いただいた分析原稿を掲載しています。

第 2章

大津波の襲来3
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■資料①水位・流速の測定例：第1波（遡上・戻り流れ）

マリンパル女川屋上から撮影した、3月11日当日の津波の浸水状況

特別コラム   1

なぜ、
女川町で
津波が巨大化
したのか
東北大学災害科学国際研究所
（International Research Institute of Disaster 
Science (IRIDeS), Tohoku University）

越村俊一教授

ビデオと現地調査から

　女川町の津波襲来状況については、マリンパル女
川屋上から町民の方が撮影したビデオを見せて頂き
ました。３時20分～40分の時間で、第一波が到達し、
15分くらいでピークに達したことがビデオから分か
りました。
　私たちは、ビデオから津波の具体的な流況を分析し、
3月18日の現地調査を加えて、女川町の津波被害状況
を解析。浸水深5m、流速6ｍ/s程度の津波で家屋が流
失しはじめた、といった津波来襲状況の概要をまとめ、
6月11日に開かれた東北大学災害科学研究拠点の「東
日本大震災3ケ月後報告会」での報告（「東北地方を襲
った津波の流況と建物被害」）や、8月５日に発行され
た河北新報社の『東日本大震災全記録』への寄稿（「津
波と浮力、複合作用か」）において公表しました。資料①
「水位・流速の測定例」のグラフも、その時に公表して
います。

なぜ女川町が県内最大の津波高、
遡上高となったのか

　女川町は、県内最大の津波高（14.8ｍ）、遡上高（34.7
ｍ）が記録され、浸水高（18.5ｍ）も南三陸町志津川、気
仙沼市本吉町に次いで3番目に大きなものとなっていま
す。女川町立病院（現 女川町地域医療センター）の場
所で20mの遡上高も記録されています。
　なぜ、女川町ではこのように津波が巨大化したの
でしょうか。
　今回の津波は、宮城県沖で非常に大きな断層滑りが
あって生じたものであり、非常に波長が長く、強いエネ
ルギーを持つ津波で、沿岸全域を襲いました。中でも
女川は、リアス式海岸のV字型の湾の奥にあって津波

のエネルギーが収斂する地形になっているため、波高
が著しく増幅されました。
　それと比べて、松島湾では、島々が防波堤になった
ということもありますが、湾奥の水深が3ｍ、4ｍ程度と
急に浅くなるため、防波堤があるような状態となり津波
のエネルギーの一部を跳ね返したと考えられます。
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■資料②津波で倒壊した鉄筋・鉄骨の建物マップ

東洋ハリ灸院が
入っていたビル 江島共済会館

女川サプリメント

女川共同ビル

ワイケイ水産

6棟の鉄筋コンクリート（RC）、
鉄骨造（SRC）のビルが流失・
転倒した女川町中心部の航空
写真（国土地理院撮影）（「東
北大学による東日本大震災3
ヶ月後報告会」にて公表）

女川町に、何が起こったか第 2章

　女川町は、県内最大の津波高（14.8ｍ）、遡上高（34.7
ｍ）が記録され、浸水高（18.5ｍ）も南三陸町志津川、気
仙沼市本吉町に次いで3番目に大きなものとなっていま
す。女川町立病院（現 女川町地域医療センター）の場
所で20mの遡上高も記録されています。
　なぜ、女川町ではこのように津波が巨大化したの
でしょうか。
　今回の津波は、宮城県沖で非常に大きな断層滑りが
あって生じたものであり、非常に波長が長く、強いエネ
ルギーを持つ津波で、沿岸全域を襲いました。中でも
女川は、リアス式海岸のV字型の湾の奥にあって津波

なぜ鉄筋コンクリートの建物まで倒れたのか

　現地調査の結果、中高層ビル6棟（2～4階建て鉄筋
コンクリートの5棟と、4階建てのビル1棟）が倒壊してい
ましたが、資料②「津波で倒壊した鉄筋・鉄骨の建物マッ
プ」に示したように、3棟（女川共同ビル、江島共済会館、
ワイケイ水産）が山側に向かって倒れ、3棟（女川交番、
女川サプリメント、東洋ハリ灸院が入っていたビル）
が海側に向かって倒れるという違いが見られました。
　山側に倒れたビルは押し波によって、海側に倒れ
たビルは引き波によって倒れたものと分析できます。
流体力学的に計算すれば、その津波の力は、押し波は
秒速6.3ｍで、 5ｍ幅の壁面にかかる力は約50t（力の
単位で表現すれば500キロニュートンパーメートル）
以上の力が、引き波は秒速7.5ｍで、壁面にはさらに
大きな力が加わったものと解析できました。
　しかし、それにしても、深く、頑丈な基礎を持って
いるはずのビルが転倒してしまったことから、津波
以外の要因も考える必要があります。
　強く長い地震の揺れによって発生した液状化もそ
の大きな要因であると考えます。女川町の港は、埋

津波防災と減災への教訓

　これらの結果から、私たちは何を改めなければな
らないでしょうか。
　重要なことは、想定を上回る津波に対する考え方
です。理学的・工学的に想定される津波の規模に対
して我々の命と財産を守るという「防災」だけでなく、
想定を遙かに上回る津波からも生き延びる、被害を
軽減するための「減災」の考えに基づき、具体的な備
えを進めなければなりません。想定のみにとらわれ
ず､いかなる地震・津波に対しても､起こりうる被害
を軽減して生き延びるために、あらゆる主体が連携
して備えを進めていく必要があります。

のエネルギーが収斂する地形になっているため、波高
が著しく増幅されました。
　それと比べて、松島湾では、島々が防波堤になった
ということもありますが、湾奥の水深が3ｍ、4ｍ程度と
急に浅くなるため、防波堤があるような状態となり津波
のエネルギーの一部を跳ね返したと考えられます。

め立てによって構築された場所です。その地盤が、
強い地震によって液状化し、津波の大きな浮力で支持
力が弱まり、引き抜かれるようにして倒れたと考えら
れました。ビデオでも、津波襲来前に、マリンパル女
川の岸壁のところで泥水が噴出しているのが見えて
おり、液状化現象だと判断できます。

しゅうれん
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津波襲来の様子：旧消防署付近

津波襲来の様子：黄金町付近

女川町に、何が起こったか

　災害対策本部は、平成23年3月11日14時50分ごろ、
気象庁の大津波警報を受けて役場庁舎3階の無線室か
ら防災広報無線の放送を開始する一方で、2人1組の職
員班をつくり、町民の高台への避難誘導を指示しました。
　無線放送では、女性職員が、警報発令に備えて用意
されていた原稿で「大津波警報が発令されています。
沿岸部の人はただちに高台に避難してください」との
呼び掛けを繰り返しました。
　無線放送を始めて約20分後、津波が女川湾口防波堤
に打ち寄せて白波を立て、壁のような姿となり町に向
かって押し寄せました。役場庁舎2階にいた防災係長
は、この津波を見るとすぐに無線室へと走り、「大きな
津波が押し寄せています。至急高台に避難してくだ
さい」の原稿に変更。この原稿だけを繰り返すことを

第 2章

女川町はどう動いたか4

指示し、階段をかけ下りながら、庁舎内の職員に「全員
屋上に退避」の指示を出し続けました。
　防波堤を乗り越えた津波はスピードを加速させ、マ
リンパル女川、さらにJR女川駅を呑み込んで、海抜16
ｍの高台にあった堀切山の町立病院1階天井付近まで
浸水しました。津波浸水高は、女川町調べで、最大
20.3ｍに達し、数波に及ぶ巨大な津波と、その引き波
で市街地を根こそぎ破壊していきました。
　役場庁舎も3階まで浸水。防災係長は無線室に飛び
込み、女性職員を屋上に向かわせた上で、自らがマイク
に向かって「高台に逃げろ」と二度絶叫。その後腰まで
水に浸かりながら屋上へと逃れましたが、防災無線放
送は途絶しました。

34



女川町内の家屋の被害状況（女川浜字女川）

女川町内の家屋の被害状況（清水町）

　女川町を襲った津波は、中心市街地と浜に大きな爪
痕を残し、町の構造に甚大な変化をもたらしました。
　震災前の平成22年と、震災後の平成23年の町勢を
示す各種統計を比較してみると、人口、世帯数、子ども
の数、医療施設数などの民生面でも、事業所数、従業員
数、魚市場水揚高、製品出荷額などの産業面でも、大幅
に減少していることがわかります。

女川町は、どう変わってしまったか5

■女川町の津波被害状況
　 （人的被害は企画課・町民課調べ、住家等被害は税務課調べ・26年3月31日現在）

■各種町勢項目の変化 （平成25年度『女川町統計書』より作成）

人的被害

    町勢項目                 平成22年              平成23年
 

人口 10,059人 8,445人 

世帯数 3,868世帯 3,428世帯 

保育児 228人 143人 

小学生 473人 373人 

中学生 257人 212人 

高校生 166人 104人(平成24年) 

医療施設 ７ ３(平成24年)　 

医療技術者 116人 60人(平成24年) 

事業所数 656（平成21年） 191（平成24年）

従業者数 5,737人（平成21年） 2,637人（平成24年） 

魚市場水揚高 81.6億円 16.8億円 

製品出荷額 335.1億円 67.4億円 

観光客数 696,005人 39,565人 

住家被害数
（一般的な家屋）

非住家被害数
（倉庫等）

死亡判明 569名  （男244名・女325名）
死亡認定 257名  （男  89名・女168名）
行方不明 1名  （男　 0名・女　 1名）
確認不能者 4名

全壊　　　　　 2,924棟
大規模半壊　　　149棟
半壊　　　　　　200棟
一部損壊　　　　661棟

全壊　　　　　 1,394棟
大規模半壊　　　  36棟
半壊　　　　　　  54棟
一部損壊　　　　147棟

数字で見る町勢の変化
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女川町に、何が起こったか

■行政区別人的被害状況

第 2章

（単位：人、％）

行政区

  1  大沢区 98 90 188 1 3 4 1  1   0 2 3 5 2.04  3.33  2.66 

  2  浦宿一区 254 265 519  1 1  2 2   0 0 3 3 0.00  1.13  0.58 

  3  浦宿二区 295 280 575 1 2 3  1 1   0 1 3 4 0.34  1.07  0.70 

  4  浦宿三区 84 81 165  2 2  1 1   0 0 3 3 0.00  3.70  1.82 

  5  針浜区 67 71 138  1 1 2  2   0 2 1 3 2.99  1.41  2.17 

  6  旭が丘区 333 349 682 2 1 3  1 1   0 2 2 4 0.60  0.57  0.59 

  7  上一区 79 100 179 9 8 17 4 10 14   0 13 18 31 16.46  18.00  17.32 

  8  上二区 99 98 197 14 17 31 7 6 13   0 21 23 44 21.21  23.47  22.34 

  9  上三区 110 124 234 2 1 3  2 2   0 2 3 5 1.82  2.42  2.14 

10  上四区 160 178 338 7 17 24 2 4 6   0 9 21 30 5.63  11.80  8.88 

11  上五区 214 237 451 5 8 13 1 3 4   0 6 11 17 2.80  4.64  3.77 

12  西一区 104 113 217 6 8 14 4 7 11   0 10 15 25 9.62  13.27  11.52 

13  西二区 83 92 175 1  1   0   0 1 0 1 1.20  0.00  0.57 

14  黄金区 71 82 153 3 7 10 4 5 9   0 7 12 19 9.86  14.63  12.42 

15  南区 65 82 147 1 3 4 3 1 4   0 4 4 8 6.15  4.88  5.44 

16  小乗区 96 99 195 2 6 8 2 1 3   0 4 7 11 4.17  7.07  5.64 

17  高白区 38 40 78  1 1 1 3 4   0 1 4 5 2.63  10.00  6.41 

18  横浦区 58 56 114 3 7 10 1  1   0 4 7 11 6.90  12.50  9.65 

19  大石原区 10 13 23   0   0   0 0 0 0 0.00  0.00  0.00 

20  野々浜区 32 35 67 2 1 3   0   0 2 1 3 6.25  2.86  4.48 

21  飯子浜区 56 48 104 2 4 6  1 1   0 2 5 7 3.57  10.42  6.73 

22  塚浜区 88 81 169 6 2 8 1 4 5   0 7 6 13 7.95  7.41  7.69 

23  小屋取区 38 33 71  2 2   0   0 0 2 2 0.00  6.06  2.82 

24  女川一区 110 131 241 15 15 30 4 16 20   0 19 31 50 17.27  23.66  20.75 

25  女川二区 124 152 276 7 8 15 4 10 14   0 11 18 29 8.87  11.84  10.51 

26  大原一区 140 136 276 17 29 46 4 10 14   0 21 39 60 15.00  28.68  21.74 

27  大原二区 177 172 349 13 22 35 11 12 23   0 24 34 58 13.56  19.77  16.62 

28  大原三区 80 94 174 5 5 10  3 3  1 1 5 9 14 6.25  9.57  8.05 

29  大原四区 87 90 177 6 9 15 3 3 6   0 9 12 21 10.34  13.33  11.86 

30  清水一区 136 172 308 19 21 40 7 17 24   0 26 38 64 19.12  22.09  20.78 

31  清水二区 242 257 499 24 29 53 3 12 15   0 27 41 68 11.16  15.95  13.63 

32  清水三区 171 171 342 9 20 29 3 4 7   0 12 24 36 7.02  14.04  10.53 

33  宮ケ崎区 206 180 386 11 13 24 1 2 3   0 12 15 27 5.83  8.33  6.99 

34  石浜東区 115 119 234 11 6 17 3 5 8   0 14 11 25 12.17  9.24  10.68 

35  石浜西区 98 118 216 6 15 21 2 5 7   0 8 20 28 8.16  16.95  12.96 

36  桐ケ崎区 39 35 74   0   0   0 0 0 0 0.00  0.00  0.00 

37  竹浦区 76 111 187 6 5 11 2 2 4   0 8 7 15 10.53  6.31  8.02 

38  尾浦区 110 128 238 7 5 12 3 4 7   0 10 9 19 9.09  7.03  7.98 

39  御前浜区 80 80 160 8 7 15 2 4 6   0 10 11 21 12.50  13.75  13.13 

40  指ケ浜区 49 54 103 6 4 10 1 2 3   0 7 6 13 14.29  11.11  12.62 

41  出島区 126 118 244 5 2 7 1 1 2   0 6 3 9 4.76  2.54  3.69 

42  寺間区 127 130 257 2 8 10 2 4 6   0 4 12 16 3.15  9.23  6.23 

43  江島区 39 55 94   0   0   0 0 0 0 0.00  0.00  0.00 

 　 合　計 4,864 5,150 10,014 244 325 569 89 168 257 0 1 1 333 494 827 6.85  9.59  8.26 

人口（H23.3.11）

男 女 計 男 女 計
死亡判明

男 女 計
死亡認定

男 女 計
行方不明

男 女 計
計

男 女 計
人的被害比率
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組合員がいましたが、震災の影響により527名まで減少
しました。
　また、組合員が所有する船舶は震災前には1,057隻あ
りましたが、各浜の漁港では養殖施設と共に船舶も流さ
れ、残った船舶数は363隻となり、養殖施設は、震災前 
2,060台・基あったものが、震災後には996台・基まで
減少しました。
　さらに、県漁協女川町支所の生産高は、震災前には約
45億1900万円だったものが、震災後の平成23年度には
約3億8200万円と１割以下にまで落ち込む状態となり
ました。

　浸水区域は3.2㎢、被害区域は2.4㎢と小さかったも
のの、万石浦に面する一部地区を除く市街地と、離島
および牡鹿半島沿岸集落の大部分が壊滅し、漁業およ
び水産加工拠点、商店街などの産業基盤がほぼ失われ
ました。
　商工業関連では、寿町通り（上一、黄金区）、マリンパ
ル通り（西一、黄金、南区）、本通り（黄金、女川二区）、海
岸通り（女川二区）、駅前通り（大原三区）、中通り（女川
二区）の6つの商店会に属する商店街が全壊しました。
　また、浦宿地区の水産加工事業施設は大きな被害を
免れたものの、女川漁港に面した地区の水産加工事業
施設は壊滅的な被害を受けました。
　魚市場では水揚げ岸壁、管理棟、事務棟、製氷施設が津
波の被害を受け、魚市場での売買に携わる女川魚市場買
受人協同組合（以下、買受人組合）では、登録していた58
社のほとんどが津波により被災し壊滅的な状態となり、
冷蔵施設も大部分が失われました。
　漁業・水産業関連では、宮城県漁業協同組合女川町支
所（以下、県漁協女川町支所）に属する指ケ浜（御前浜含
む）、尾浦、竹浦、桐ケ崎、女川（小乗、石浜）、高白、横浦、大
石原、野々浜、飯子浜、塚浜（小屋取含む）、万石浦（大沢、
針浜）、出島、寺間、江島の15の支部の港のほとんどが被
災し、漁業施設が大きな被害を受けました。
　県漁協女川町支所では、正会員・準会員合計556名の

■宮城県漁業協同組合女川町支所の各種統計の推移

震災前 震災後

 正会員 377名 364名
組合員 準会員 179名 163名

 　合計 556名 527名

船　舶  1,057隻 363隻

 ホタテ 494台 332台
 カキ 751台 292台

養殖施設
 ホヤ 584台 214台

 ワカメ 84台 50台
 銀ザケ 147基 108基

 　合計　　　　2,060　　　　　  996

生産高　　　　　　　　 4,519,745千円　   382,230千円

産業基盤の大崩壊

震災後の数値：組合員数 平成23年度、船舶数 平成22年度、養殖施設 平成25年度、
　　　　　　  生産高 平成23年度
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津波で高台の墓地まで流されたJR石巻線の車両（JR女川駅付近）

破壊された線路（JR女川駅付近）

津波で基礎から横倒しになったビル（江島共済会館）

女川町に、何が起こったか第 2章
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破壊された町中心部（黄金区付近） 破壊された漁港付近、打ち上げられた船

津波で破壊された町中心部（マリンパル女川周辺）

道路を埋め尽くす瓦礫と打ち上げられた船舶（宮ヶ崎）
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女川町に、何が起こったか第 2章

■JR女川駅周辺
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■海岸付近、黄金、鷲神地区
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女川町に、何が起こったか第 2章

■石浜、清水、宮ケ崎地区方面
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■鷲神、浦宿地区方面
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女川町に、何が起こったか第 2章

■小乗、西、南区方面
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■五部浦地区方面
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女川町に、何が起こったか第 2章

■北浦地区方面
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■出島、寺間地区
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女川町は、
どう立ち上がったか
－初動活動から復旧・復興活動まで

第 3章
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女川は、どう立ち上がったか

　平成23年3月11日、女川町では、役場庁舎において
町議会が開かれ、次年度予算などの審議のため町長以
下各課長が議会に出席していました。14時46分、東
北地方太平洋沖地震の発生により、審議を中止し、14
時48分、町長を本部長とする女川町災害対策本部（以
下、対策本部）を設置。職員に避難広報や住民の避難
誘導を指示しました。
　しかし、その後に発生した津波によって役場庁舎の
3階まで浸水し、役場機能は全滅。役場に避難してきた
住民や町長をはじめ、職員の多くは役場庁舎の屋上に
避難し、その後庁舎裏手の白山神社脇の民家に避難。
職員は焚火で暖を取り屋外で夜を明かしました。町長、
教育長等は可能なかぎりその場所で対策本部機能を
果たそうとしましたが、公共施設で一番高台にある女
川第一中学校に対策本部を設置するよう決定すると
ころまでが限界でした。
　町内で避難広報や避難誘導活動をしていた職員の中
で、津波で庁舎に戻れなかった者は、それぞれの避難場
所で一晩を明かしました。

　翌12日早朝、町長以下職員は津波が引いているこ
とを確認するとともに第一中学校へ移動し、第１回目
の災害対策本部会議を開催しました。津波により通
信連絡手段が失われ、外部との連絡がとれない状況と
なっていましたが、津波を免れた公用車の車載衛星携
帯電話が使用できることが分かり、県に被害状況を連
絡しました。また、夕方には自衛隊の先発部隊により
県から衛星携帯電話が配備され、東北電力の発電車が
到着したことにより、外部との連絡手段を確保するこ
とができました。
　12日の対策本部会議は9時、11時、14時、18時の4回
開催し、町長、教育長、総務課長、企画課長、税務課長、建
設課長、町民課長、健康福祉課長、水産農林課長、商工観
光課長、会計課長、教育総務課長、生涯学習課長、議会事
務局長、各課参事、防災係長が出席。以後、対策本部会
議は、このメンバーを基本として開催されました。
　第１回目となった12日の会議では、これまでの経過
について企画課長から説明が行われ、情報の収集や避
難所の開設について協議が行われました。12日には

第 3章

3月11日14時48分  災害対策本部設置

女川町災害対策本部設置1

■3月12日の対策本部議事記録から

宮城県、県警、自衛隊との連携が始まりましたが、電気、
電話といったライフラインは途絶え、瓦礫による道路
網の寸断もあり、町当局が把握している町内の状況は、
まだまだ限定的なものでした。
　なお対策本部では、この緊急事態に対応するため、職
員に対して、早朝から深夜までの勤務体制で、避難所運
営、状況把握、安否確認、救助・救護等に携わることを指
示。職員の総力をもって、初動活動に取り組みました。

（1）災害対策本部設置と初動活動

3月12日  第1回災害対策本部会議開催

  9時 ●これまでの経過について企画課長から説明
 ●今後の対応について協議
 ●情報の収集に努めること

11時 ●避難所の確保（総体・二小・一中など）。避難される方をで
 　きるだけ集約したほうがよい。
 ●生存者の受付名簿を各避難所で作成するようにする。最終
 　的に企画課でまとめる。

14時 ●開設した各避難所の収容数確認
 ●（町長）避難所に物資搬入の際は、十分な人員配置をすること。
 　物品は薬品をメインにできないか。
 ●（町長）東北電力に発電車の手配を依頼した。
 ●（総務課長）宮城県開発株式会社の社員で、明日、一部道路の
 　復旧作業を実施する予定。5台のバックホーを確保している。
 ●（教育長）小学生、中学生が被災した模様。詳細は現在確認中である。
 　中学校は、3月19日を目処に再開予定。順次授業を開始していく。
 ●県警で現地本部を設置したいとの要望があった。多目的運動
 　場を開放予定
 ●東北電力最高顧問が来町しようとしたが、女川町の入り口付
 　近から本町に入ることができなかった。再度、早急な発電車
 　の対応と町立病院の発電機の対応も併せて要請
 ●陸上自衛隊第44連隊が情報収集のため本部に来庁。本部から
 　「水、食料、毛布、トイレ、軽油等燃料、おむつ、トイレットペイ
 　パーなどの提供」を要請
 ●（建設課長）高橋建設株式会社で398号バイパスをバックホー
 　で復旧作業中。丸五商事株式会社で燃料を無料配布すると
 　のこと。なお、役場の緊急車両に限る。
 ●宮城県から電話があり、要望のあった本日の物資は送ること
 　ができない旨。明朝対応。15時35分
 ●東北電力の発電車到着。15時43分

18時 ●御前地区から要請があった。地区内で4名の方が亡くなって
 　いる。このままにしておけないので土葬できないか。（対応
 　検討。結論未）
 ●バイパスの道路復旧を現在２台のユンボで進めている。病院
 　入り口を目指したい。
 ●宮城県開発株式会社のバックホーで道路復旧の応援を継続
 　する。小乗浜から進めていく予定。
 ●物資が登米市に入ったとの情報があった。そこからヘリコプ
 　ターで運搬するとのこと。

 ●避難所である総体の収容人数が今現在2,351人になった。この
 　数字から一中生徒は除いている。さらに、二小避難所にも行っ
 　ている。
 ●総体避難所では当座、施設タンク内の残分を活用する予定。
 　照明については自家発電で対応する。食べ物はサンマのみり
 　ん干しを振る舞っている。すり身汁も振る舞う予定。
 ●高白地区の住民が歩いて本部まで来られ、報告があった。海泉閣に
 　避難している中に、透析患者が一人いる。さらに酸素吸入が必要な
 　方、打ぼくをした女性もいる。高白では3名が不明とのことだった。
 ●一小避難所に浦宿区民がたき出しボランティアとしておにぎ
 　りを振る舞っている。
 ●（一中校長）本校の生徒が総体避難所から戻ってきた。親御さ
 　んからの問い合わせが多い。どうなっているのかと。転居した
 　いという親ごさんもいる。このような事態から、常に子どもと
 　いっしょにいたいという親も。
 ●（教育長）津波警報が解除されていない状況では生徒を帰す
 　ことはできない。津波の情報が伝わっていない。
 ●津波は18メートル、町立病院の一階天井まできた。津波防波
 　堤も決壊した。
 ●一中生徒の安全が確保されない状況では混乱する。
 ●救援物資が届かない。自ら確保するという手段も必要ではな
 　いか。明日、農協などに行ってみてはどうか。（明日、町長を筆
 　頭に物資の調達に出向くこととする。）
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　3月13日は、6時、10時、15時、19時に対策本部会議
を開催。
　避難所生活での子どもたちを中心とするストレス
や病気の問題、家が被災しなかった子どもたちの帰宅
の問題、ペット飼育の問題などが協議されましたが、子
どもたちに関しては帰宅の結論には至らず、ペットに
関しては収容場所を確保することとしました。
　被災3日目。津波も引き、被災状況が明らかになっ
てくるとともに、対策本部に集中する情報、課題、相談、
苦情等も増大。遺体の収容、安置についても現実の問
題となり始めました。
　24時間体制で、余裕がなくなってきた本部体制を見
直すことが必要となり、13日19時の会議で地域防災計
画の災害対策本部の体制を基本として班の再編成を
行い、それぞれの班が具体的な活動を分担することに
より、迅速かつ充実した対応ができる体制としました。
　また、13日には陸上自衛隊第44普通科連隊（70名）
と、和歌山消防隊（100名）が来町。体制が整ったこと
から、女川町消防団との連携による捜索等業務につい
ての話し合いを行いました。

■3月13日の対策本部議事記録から

  9時 ●これまでの経過について企画課長から説明
 ●今後の対応について協議
 ●情報の収集に努めること

11時 ●避難所の確保（総体・二小・一中など）。避難される方をで
 　きるだけ集約したほうがよい。
 ●生存者の受付名簿を各避難所で作成するようにする。最終
 　的に企画課でまとめる。

14時 ●開設した各避難所の収容数確認
 ●（町長）避難所に物資搬入の際は、十分な人員配置をすること。
 　物品は薬品をメインにできないか。
 ●（町長）東北電力に発電車の手配を依頼した。
 ●（総務課長）宮城県開発株式会社の社員で、明日、一部道路の
 　復旧作業を実施する予定。5台のバックホーを確保している。
 ●（教育長）小学生、中学生が被災した模様。詳細は現在確認中である。
 　中学校は、3月19日を目処に再開予定。順次授業を開始していく。
 ●県警で現地本部を設置したいとの要望があった。多目的運動
 　場を開放予定
 ●東北電力最高顧問が来町しようとしたが、女川町の入り口付
 　近から本町に入ることができなかった。再度、早急な発電車
 　の対応と町立病院の発電機の対応も併せて要請
 ●陸上自衛隊第44連隊が情報収集のため本部に来庁。本部から
 　「水、食料、毛布、トイレ、軽油等燃料、おむつ、トイレットペイ
 　パーなどの提供」を要請
 ●（建設課長）高橋建設株式会社で398号バイパスをバックホー
 　で復旧作業中。丸五商事株式会社で燃料を無料配布すると
 　のこと。なお、役場の緊急車両に限る。
 ●宮城県から電話があり、要望のあった本日の物資は送ること
 　ができない旨。明朝対応。15時35分
 ●東北電力の発電車到着。15時43分

18時 ●御前地区から要請があった。地区内で4名の方が亡くなって
 　いる。このままにしておけないので土葬できないか。（対応
 　検討。結論未）
 ●バイパスの道路復旧を現在２台のユンボで進めている。病院
 　入り口を目指したい。
 ●宮城県開発株式会社のバックホーで道路復旧の応援を継続
 　する。小乗浜から進めていく予定。
 ●物資が登米市に入ったとの情報があった。そこからヘリコプ
 　ターで運搬するとのこと。

 ●避難所である総体の収容人数が今現在2,351人になった。この
 　数字から一中生徒は除いている。さらに、二小避難所にも行っ
 　ている。
 ●総体避難所では当座、施設タンク内の残分を活用する予定。
 　照明については自家発電で対応する。食べ物はサンマのみり
 　ん干しを振る舞っている。すり身汁も振る舞う予定。
 ●高白地区の住民が歩いて本部まで来られ、報告があった。海泉閣に
 　避難している中に、透析患者が一人いる。さらに酸素吸入が必要な
 　方、打ぼくをした女性もいる。高白では3名が不明とのことだった。
 ●一小避難所に浦宿区民がたき出しボランティアとしておにぎ
 　りを振る舞っている。
 ●（一中校長）本校の生徒が総体避難所から戻ってきた。親御さ
 　んからの問い合わせが多い。どうなっているのかと。転居した
 　いという親ごさんもいる。このような事態から、常に子どもと
 　いっしょにいたいという親も。
 ●（教育長）津波警報が解除されていない状況では生徒を帰す
 　ことはできない。津波の情報が伝わっていない。
 ●津波は18メートル、町立病院の一階天井まできた。津波防波
 　堤も決壊した。
 ●一中生徒の安全が確保されない状況では混乱する。
 ●救援物資が届かない。自ら確保するという手段も必要ではな
 　いか。明日、農協などに行ってみてはどうか。（明日、町長を筆
 　頭に物資の調達に出向くこととする。）

3月13日  対策本部体制を新編成、
陸上自衛隊、和歌山消防隊来町

  6時 ●道路復旧作業計画について町長への説明（建設課参事）
 ●食材は、食べられる物を町内から回収している状況（被害が
 　なかった地区から調達）
 ●旭が丘区から衣服の提供があった。
 ●被災のストレスからか被災者（特に子ども）の嘔吐が多い。
 ●被災後の役場の状況はどうか。確認を。　　
 ●庁舎2階の一部に文書は残っているようだ。一段落後に要回収。
 ●一部の住民が浜にでているようだ。非常に危険。周知するよ
 　うに。（商工観光課で実施）
 ●一部の避難者が避難所にペットを連れてきている。中にはア
 　レルギーの方もおり、対応すべきでは。総体避難所のペット
 　数：20匹くらい。ペットは、屋外に収容か所を設ける。
 ●一中生徒で、吐き気、イライラ、頭痛などの症状を訴えるものが30
 　名ほどいるようだ。帰りたいという生徒もいる。本部で「帰す」と
 　の対応はできないか。（現時点で安全が確保されておらず無理）
 ●出島の住民が三小避難所ほかにヘリコプターで移動したと
 　の情報。残った方がいないか確認中

10時 ●旧国体室に8体の遺体あり。避難所の入り口であり、陸上競技
 　場の更衣室に仮安置した。
 ●町内でたくさんの遺体が発見されている。収容する棺は在庫
 　が15体分程度。県などを通じて要請してほしいと葬儀社から
 　依頼があった。
 ●（一中校長）家が被災しなかった方たち（浦宿・旭が丘方面）が学校
 　に来ている。生徒を連れて帰りたいとのこと。（現状では無理）
 ●陸上自衛隊第44連隊（70名）で人命救助等の対応を応援した
 　い。ベースは石巻運動公園におく。まずは、人命救助、次に食
 　料の確保、次に道路の確保、復旧支援を行っていく。
 ●道路は、午後４時を目処に一部開通の予定である。

15時 ●物資1,422食が配備された。水1,152本も。旭が丘区から毛布
 　が提供された。消防から備蓄用の毛布100枚、タオルケット50
 　枚、簡易トイレ15基、食品、水を収容した。
 ●道路は、明日398号、破壊された橋の仮設をする。
 ●遺体の安置容量が足りない。体育館規模の大きさが必要。（検
 　討課題）
 ●薬品の要望が非常に多い。本部で一括で購入することはでき
 　ないか。
 ●（町民課長）レンタルのニッケンからレンタルトイレを10基
 　提供。
 ●すべての情報が本部に集中し対応しきれていない状況であ
 　る。防災計画に基づく班を再編し、各班にもう少し責任を持
 　たせるべき。（本部で協議し、次回の本部会議で協議したい）

19時 ●災害対策本部において新体制を再編　＊別表のとおり
 ●新体制後の1日間は、混乱が生じると思われるが、最小限度へ
 　の配慮を。
 ●ごみ処理の問題がある。（課題）一時保管等の処置が必要か。
 ●遺体安置所は数か所にまたがるよりも1か所が望ましいので
 　は。（要検討課題）
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女川は、どう立ち上がったか

■女川町災害対策本部の体制（3月13日決定）

班編成

本部長 企画課 災害対策本部の運営・記録
副本部長 総務課 被災状況把握
 議会事務局 安否確認
  町外組織との連携
  支援者への対応
  支援物資・支援金等の管理
  町内外への広報・情報発信
  復旧、復興計画策定

食料班 町民課　　　　2名 避難所への配給
 商工観光課 自宅居住者への配給

遺体捜索班 町民課　　　　2名 捜索
  遺体対応

避難所班 生涯学習課 避難所運営
 税務課　　　　7名
 教育総務課

医療班 町立病院 入院者への対応
  要医療者への対応

保健班 保健センター 全町民の健康管理

施設班 建設課 被害状況把握
 水道施設　鷲神2名 施設復旧
 　　　　　女川2名 水道復旧

道路水道班 建設課 道路復旧
  下水道復旧

応援隊 配属以外の全職員 各班への応援

共同調理場 教育総務課　　1名 避難所への給食
  学校への給食
  病院等への給食

福祉業務 福祉係　　　　1名 要介護者への対応
 介護係　　　　1名 福祉避難所の運営

町民各証明 登録係　　　　1名 本人証明
 年金係　　　　1名 被災状況の証明

税務証明 税務課　　　　2名 納税関係の証明

出納班 会計課 出納事務

人員構成 役割分担

第 3章 （1）災害対策本部設置と初動活動
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第二小学校の空き教室を使った災害対策本部会議

　避難所運営が本格的になり、長期化しそうなことが
分かってくるとともに、避難所となっている学校の負
担を小さくすることが必要になってきました。
　第一中学校に関しては、校長室をいつまでも対策本
部として借りているわけにはいかない状態にもなっ
てきました。町外に親戚・縁者がいる町民は、一時的
に町外に避難していただくことにより、避難所の負担
を軽減するという方針を決める一方で、最大の避難所
となっていた総合体育館に隣接し、空き教室があった
第二小学校へ本部機能を移転。より多くの避難住民
と接する環境を求めました。
　宮城県警からの支援と、自衛隊からの支援を受け入
れたのも14日のことでした。14日17時の対策本部
会議以降は、陸上自衛隊第44連隊、女川消防署、東北
電力からもメンバーの会議への参加を得るものとし
ました。

3月14日  本部移転、県警、自衛隊受け入れ

■3月14日の対策本部議事記録から

  7時 ●遺体安置場所が確定。場所は、多目的運動場の大倉庫とする。
     （周知すること）
 ●昼食ごろの時間を目処に新体制への班員の交代をお願いしたい。
 　臨時職員は、当分旧体制のまま張りつけをしていただきたい。

 ●町外に親戚・縁者がいる方については、できる限り町外へ移
 　送することも方法の一つである。
 ●林道日蕨線も開通させてほしい。石巻に通じる。
 ●丸五商事株式会社からの連絡で燃料関係が底をつきそう。今、
 　関西から調達中である。（早ければ本日中）
 ●物資調達等の支払い時には、「納品書」「請求書」を必ず求める
 　こと。（会計課から）
 ●本部から自衛隊に「たき出し」「風呂」の要請をしてほしい。
 ●デイサービス利用者を一時帰したいが、帰る自宅がない。福祉
 　避難所を設置してほしい。（設置に向け対応）

13時 ●災害対策本部を一中から二小に移す。今後の本部会議は二小
 　で実施する。

17時 ●遺体安置の手が足りない。職員を回していただきたい。（本部
 　員を配備する）
 ●軽油、ガソリンが足りない。（自衛隊に要請中）
 ●金融機関も混乱している。七十七銀行では石巻と蛇田支店が
 　営業していたが、支払いのみの対応で、1回あたりも10万円ま
 　でと制限されている。女川町については、公印が流されたこと
 　から、会計管理者の母印で対応可能とのことだった。
 ●遺体は、今現在50から55体。土葬についても検討すべきでは。
 ●（県警）15名応援に入りたい。待機場所の提供をお願いしたい。
 ●（土木協会）指示系統を一本化してほしい。作業の優先順位を
 　つけてほしい。それぞれの現場には、作業を指示できる技師の
 　派遣をお願いしたい。
 ●（自衛隊）道路復旧用のトレーラーを搬入したいが、道路幅が
 　狭く搬入できない状況だ。明日は、午前7時に集合し、遺体収容
 　の作業に入る。町の指示に従い各任務を展開している。

53



女川は、どう立ち上がったか

　3月15日、各地の避難所等へ、自衛隊のヘリコプター
による物資運搬が始まりました。また、離島である江
島からの住民避難について協議がされ、15日にヘリコ
プターで移送することとなりましたが、視界不良のた
め16日夕方に延期されました。
　5日目を迎えて、被災しなかった地区でも食料不足
等が起こっていることが報告されたことから、会議で
は、地区単位での物資配給の実施についてを協議しま
した。
　この日、7時からの会議において町長は、まだまだ先
の長い長期戦になることを覚悟し、健康に注意しなが
ら、現場で創意工夫して現実的な対応を徹底すべきこ
とを改めて強調しました。
　なおこの日、14日に旧老人保健施設に設置した福祉
避難所について、社協職員18名で対応したことが報告
されました。

第 3章

3月15日  ヘリコプターによる輸送始まる

■3月15日の対策本部議事記録から

（1）災害対策本部設置と初動活動

  7時 ●本日の捜索は、3班編成で実施。鷲神方面等
 ●道路の復旧作業は、清水方面、398号線から北浦方面へ向かう
 　路線。
 ●江島に未だ51名が残っているという情報がある。その名簿は、
 　食料をヘリで運んでくれた広島の海上自衛隊の方に渡した。
 　51名以外では、病人と釣り人、役場の職員1名が移出された。
 　江島の衛星電話はバッテリー切れで使えない。
 ●（町長）江島の51名は、本土に搬送すべき。災害は長期戦。物資
 　の配給も難しい作業になっていく。
 ●（避難所班）海泉閣からトイレの汚水処理の依頼ができている。
 　石巻の東部衛生センターが現在稼働しているかどうか確認
 　されたい。トイレットペーパー、ビニール袋などの生活用品
 　が不足している。電源車は現在、総体避難所で電源確保のた
 　め使用しているが、調理用の電源として二小給食に移動した
 　方が効率がよいのではないか。
 ●（町民課長）ごみ収集については、ビホロにおいてボランティア
 　で行う旨の連絡を受けている。
 ●（救護班）薬剤が若干入ってきた。避難所を回って相談業務を開
 　始する。透析患者が総体避難所に7名いる。個別での対応が原
 　則であるが、搬送する家族の車両にガソリンがない。本部にお
 　いて、5リットル分の許可証明を発行する等の手だてはできな
 　いか。（←職員がその車両に同乗し、給油のうえ病院へ向かうよ
 　う指示願いたい。相乗りでお願いしたい）

 ●（建設）水道は、配水池などから2,900トン確保している。給水
 　車も確保した。
 ●総体避難所駐車場に郵便局のバイクが数台あるが、災害連絡用
 　で使用することはできないのか。（←女川郵便局に確認したと
 　ころ快諾を得、4台分のバイクを確保）
 ●（町長）5日目に入った。第一に健康維持されるよう徹底してほし
 　い。本部に報告すればではなく、現場での判断を徹底し、常にフィ
 　ードバックを。長期戦になる。物資配分は慎重に行ってほしい。

11時 ●（本部）物資を積んだヘリが原発避難所、三小避難所、江島避難
 　所へ飛んだ。その際、江島から本土への移送について協議する
 　ため、教育総務課長、税務課長が同乗した。
 ●兵庫防災センターから毛布5,000枚の搬送あり。体育館避難
 　所に3,000枚、二小体育館備蓄に2,000枚としたい。
 ●（避難所班）被災されなかった浦宿、針浜、旭が丘において、た
 　くさんの避難者を受け入れていることから、水、食料が不足し
 　てきた状態。さらに、情報網は同様に途絶えていることから情
 　報がほしいという連絡あり。
 ●（食糧物品班）日常生活用品の物資が非常に足りない状況である。
 ●（医療班）医療テントの進行状況は？（陸上自衛隊確認中）
 ●（東北電力）電力の復旧が1か月程度で完了できるか現時点では
 　確約できないが、鋭意復旧に向け努力しているところである。
 ●（社協会長）福祉避難所の対応に職員18名で対応した。災害ボ
 　ランティアセンターの立ち上げは場所等の問題もあり、現状
 　としては対応可能か検討しているところである。厳しい場合
 　は、「災害」をとるなどの対応を検討してみたい。一般のボラン
 　ティアセンターとしたい。

16時 ●江島の住民を本土に移送する予定のヘリが、本日は視界不良
 　のため飛べない状態となっている。
 ●特養おながわの入所者、スタッフ等合わせて133名避難中
 ●被災しなかった地区でも食料等がなく困っている。物資の供
 　給は地区単位での配給としたい。ただし、自助の精神で要望が
 　あった場合としたい。
 ●幹線道路の暫定復旧が近々完了する。今後は、枝線の復旧がポ
 　イントとなる。
 ●病院用の医療キット、午後5時に到着の予定。
 ●東部衛生センターから女川の避難所のレンタルトイレ分の処
 　理は可能との報告があった。
 ●り災証明の発行はいつとの話がでている。現状の状態では発
 　行には時間がかかると思われる。
 ●窃盗団対策として、地区において自警団を組織しているとこ
 　ろもあり、適宜巡回しているという情報があった。
 ●（陸自44）駅前周辺から海岸付近の捜索が終了。
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■女川町災害対策本部の体制（3月18日16時調整）

本部長 町長  本部指揮
副本部長 教育長 消防団長 本部長代理
本部 総括：総務課長 職員：12名 本部運営 議事進行
　総務課 　　　企画課長  外部折衝 方針策定
　企画課 チーフ：2名 応援人員：1名  議事記録
　議会事務局  広報
食糧・物品班 総括：町民課長 チーフ：1名 食糧調達
　町民課 　　　水産農林課長 職員：二小7名 食糧配給
　商工観光課 　　　商工観光課長 　　　総体5名
 　　　税務課長 応援人員：2名
遺体処理班  チーフ：2名 捜索
　町民課  職員：13名 遺体処理
　水産農林課  応援人員：3名 埋葬
　税務課 
　企画課
医療班 総括：病院長 チーフ：2名 町立病院運営
　町立病院 　　　事務長 職員：病院職員全員 医療運営
保健班 総括：健康福祉課長 出張相談：6名 健康管理
　健康福祉課 チーフ：1名 福祉避難所：6名 救護所運営
　保健センター 救護所：3名  福祉避難所運営
避難所班 総括：生涯学習課長 発電所：1名 避難所運営
　生涯学習課 チーフ：1名 一中：1名
　税務課 総体：10名 一小：2名
　教育総務課 勤労：2名 二小：3名
 一保：1名 応援人員：2名
 海泉閣：2名
共同調理場 総括：教育総務課長  避難所配食
　教育総務課 チーフ：1名
 職員：1名
道路班 総括：建設課長 職員：1名 道路管理
　建設課 チーフ：2名 応援人員：1名
上下水道班 総括：建設課長 職員：水道3名 水道管理
　建設課 チーフ：1名 　　　給水4名 下水道管理
出納班 総括：会計課長 職員：2名 出納
　会計課 チーフ：1名
総務班   事務全般
　総務課
町民課証明班 担当：住民登録1名  本人証明
　町民課 年金担当1名
税務証明班 担当：税務担当2名  納税証明
福祉業務班 担当：福祉担当1名 職員：3名 福祉施設管理
　健康福祉課 　　　介護担当1名  要介護者支援
会計業務班 担当：会計課職員  補助金管理
　会計課   義援金管理

班編成 参加者 主たる分担

　道路が整備され、電気、水道に復旧の見通しが見えて
きた4月に入って、町として避難所運営、人員不足の一
般行政をスムーズに進めていくため、宮城県を通じて
全国の自治体からの職員派遣の支援を申請しました。
　4月3日の兵庫県佐用町（3名）、徳島県（6名）をスタ
ートに、平成23年度には宮城県も含めて10都県（秋田
県・群馬県・東京都・神奈川県・兵庫県・島根県・鳥取県・
徳島県・長崎県）、人員426名、延べ人数4,254名の支援
を受けることができました。（ちなみに平成24年度は、
宮城県・神奈川県・愛知県・京都府・兵庫県・徳島県・高
知県など7府県と、東北総合通信局、復興庁などから延
べ人数6,539名の支援がありました。）

4月から、全国の自治体からの支援も

　3月15日には、陸上自衛隊による駅前周辺から海岸付
近の捜索が終了して、周辺部での捜索へと移行。幹線
道路の復旧も近々には完了し、枝線の復旧へと移行す
る段階となりました。
　そのような変化の中で、18日には災害対策本部の体
制にも若干の変更を行うなど、初動期から本格的な復
旧活動期へと進展していきました。

以後、復旧活動の徹底、
そして班編成にも若干の変化

55



特別コラム   2

その時、
町長として、
どう考え、
どう行動したか
安住宣孝前町長
（町長在任期間：平成11年9月19日－23年11月12日）

チリ地震津波以上の津波がくるという直感

　３月11日、地震警報が出されたとき、議会を中止すると同時に、
災害対策本部を立ち上げながら、1960年に経験していたチリ地
震津波（５ｍ程度）よりも大きな津波が来るだろうと感じていました。
　職員には避難放送や避難指示を徹底して連呼するよう強調し
た上で、避難場所になるだろう町立病院へ。通院者や避難者に
対して、町立病院の高台なら安心なので慌てないでといった言葉
をかけた後、再び役場庁舎に戻ってきたところで襲ってきた津波
は、私の直感を超えたものでした。
　役場庁舎屋上へ逃れた頃には、みぞれ雪になり始めました。
大地震、大津波という自然災害は、気候にも変化をもたらすという
ことも知らされました。寒気が強まる中で、さらに裏山へ逃れ、職
員や避難住民の自発的な活動で、ベニヤ板で囲いをつくったり、
ゴミ袋をかぶったり、焚火をしたりして寒さをしのぎ、その夜を過ご
したのです。

一人ひとりが行動しなければならないという覚悟

　翌早朝、対策本部の場所を決定するため、一中へと移動しな
がら、寸断された道路状況を見て感じたことは、災害時の避難に
利用する道路が失われないような構造にしておかなければならな
いということでした。
　そして、一中に設置した災害対策本部で早朝の第１回会議を
開く中で、安否確認を第一の活動指針とした上で、今後の活動の
中で重要なことは、避難住民の精神的なケアと健康管理（医療
問題）であり、子どもたちへの対応（教育問題）だといったことを話
し合いました。
　それと同時に、職員や町民に強く訴えようとしたことは、この避
難状況は長く続くと一人ひとりが覚悟しなければならないというこ
とでした。
　12日、食料を届けてくれるはずのヘリコプターが悪天候のため
降下できなかった時、私は、食料調達に動きました。がれきの中

を町外れまで歩き、車を借りて石巻市河北地区の道の駅「上品の
郷」まで足を運び、米などを調達しました。
　「行ってこい」と人に言うのではなく、必要だと思った私が率先し
て行動すること。それを見れば町民も「今は我慢しなければな
らない時だ」「これをしてくれ、あれをしてくれと要求するだけでは
ダメだ」という気持ちになってくれるのではないかと判断したの
です。

女川町災害対策本部は、平成23年３月12日に女川第一中学校の校長室に開設
して第１回本部会議を開催した後、３月14日には女川第二小学校（現、女川小学
校）の空き教室に移転し、７月1９日の仮設役場庁舎への移転まで、被害状況の
収集、今後の対応方針についての協議、指示を行いました。

平成23年５月１日、災害対策本部にて「女川町復興計画策定委員会」の第１
回会議を開催。防災、産業、住環境を基本テーマに、女川の復興についての
協議を開始しました。
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女川は、どう立ち上がったか第 3章

　翌早朝、対策本部の場所を決定するため、一中へと移動しな
がら、寸断された道路状況を見て感じたことは、災害時の避難に
利用する道路が失われないような構造にしておかなければならな
いということでした。
　そして、一中に設置した災害対策本部で早朝の第１回会議を
開く中で、安否確認を第一の活動指針とした上で、今後の活動の
中で重要なことは、避難住民の精神的なケアと健康管理（医療
問題）であり、子どもたちへの対応（教育問題）だといったことを話
し合いました。
　それと同時に、職員や町民に強く訴えようとしたことは、この避
難状況は長く続くと一人ひとりが覚悟しなければならないというこ
とでした。
　12日、食料を届けてくれるはずのヘリコプターが悪天候のため
降下できなかった時、私は、食料調達に動きました。がれきの中

即決即断、平等、そして話し尽させること

　その後の、救助、救護、復旧活動の中で肝に銘じたことは、いく
つかありますが、一つは「即決即断」でした。
　たとえば、がれき処理、道路復旧には、重機類が不可欠でした。
救援に来町した自衛隊は人員支援であり、機械を持っていません。
女川町としては、町内で被災を免れた建設会社と交渉して重機
やトラックを借りると同時に、町外の業者にも借用を手配してもら
い、必要な重機を揃えたことにより、がれき処理、道路開通も比較
的スピーディーに実現できました。
　また、浜のがれき処理に関しては、木屑、コンクリートなどに大別
した上で、木材のように浜で焼却処理できるものは、迅速に国の
許可を取り、人手を確保して浜で焼却し、残りは浜で保管できるよ
うに施設も整備しました。
　「平等」という視点も、その一つです。たとえば、被災した個人
宅の救助やがれき処理について、一件一件申請させ、調査し、評
価してといった時間的、人的な余裕はありません。とりあえず、す
べての被災者を平等に扱い、町が処理することを即決しました。
　また、救助活動や物資支援活動などを実施していくため、被災
地や避難所を巡回し、町民の要望などを聞き出すに当たって留意
したことは、話を聞くことのできるリーダーをつくり、話したい人に
は「話し尽くさせる」「吐き出させる」ということでした。
　避難所などではグループ化づくりを働きかけ、その地域の中心

1万人を割る町としてどう生きるかという視点

　救助・救護、復旧時期を乗り越え、いよいよ復興へと向かう段
階での最大の関心事は、人口が１万人を割ることが必然な女川
町を、どのような町に再生するかということでした。
　今回の津波被害を見れば、仙台市の沿岸部などと違って、女
川町が今後も大きな津波や引き波に襲われることは高い確率で
想定されることだと考えられます。海が見えなくなるような防潮
堤を海岸線域に張り巡らしても、それを超える津波の危険性は避
けられません。
　とすれば、高台に住居を移し、職住分離の町を構築し、これから
高齢化が進んでいく人口構成の中で、それでも女川町を愛し、住
むことを選ぶ人と共に、これからの女川町を成り立たせるための
産業構造を模索していくことが現実的です。
　私たちは、４月15日には「復興対策室」を企画課内に設置し、５
月１日には町外の有識者の協力を得て「復興計画策定委員会」を
設置するなどして、復興まちづくり計画の策定、実行段階へと転
換。議論を集中させ、11月にはある程度の成案をもって新町長
へと受け渡したのです。

人物に協力してもらい、職員たちには、その人たちと一緒に住民の
話を聞くようにさせました。そして、洗濯機が何台ほしい、絞り機
があるといい、干し竿が必要だ、男女別のトイレが不可欠だといっ
た意見を吸い上げ、すぐに対応するようにしたのです。職員には、
「これしかできませんよ」という言い方だけはしないこと、「何を悩
んでいるんですか」「何の相談ですか」と声かけをすることを徹底
させました。町の方針にそぐわないようなことでも、その人の気
持ちのなかに不満として溜まっていかないように、言葉に出しても
らうことを目指しました。
　そのような姿勢を徹底することによって、町民の間に話し合い、
協力し合うという傾向が強まっていったのではないかと思います。

を町外れまで歩き、車を借りて石巻市河北地区の道の駅「上品の
郷」まで足を運び、米などを調達しました。
　「行ってこい」と人に言うのではなく、必要だと思った私が率先し
て行動すること。それを見れば町民も「今は我慢しなければな
らない時だ」「これをしてくれ、あれをしてくれと要求するだけでは
ダメだ」という気持ちになってくれるのではないかと判断したの
です。

平成23年8月1日、女
川町復興連絡協議会
主催の「がんばっぺ
女川盆まつり」が開
催され、久々のイベン
トに大勢の町民が集
いました。
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女川は、どう立ち上がったか

　女川町では、情報収集、伝達手段として、宮城県地域
衛星通信ネットワークや宮城県総合防災情報システ
ムを利用するとともに、防災広報無線、災害時有線電
話や可搬衛星携帯電話を各施設や地域に設置し、無線、
有線及びその他通信施設等を利用した防災通信網を
整備してきました。
　しかし巨大津波は、これらのシステムと設備のほと
んどを破壊しました。さらには、津波による電柱・電
線の破壊のため電気、電話は壊滅状態となり、パソコ
ン、電話の通信断絶により災害対策本部は情報収集・
発信に関してゼロ機能状態からの出発となりました。

第 3章

すべてが失われて

情報通信連絡網等の整備2

（1）災害対策本部設置と初動活動

■震災後の通信状況（平成23年3月11日～平成23年4月）

通信状況

23年 3.11

 3.12

 3.17

 3.18

 3.19

 3.25

 4月

●地震直後は固定電話、携帯電話はつながった　　

●数十分後には電話不通

●防災担当者がトランシーバー 2台所持

●明け方に第一保育所誘導の車載衛星携帯から

　東京の原子力安全保安院に連絡が取れ、宮城県

　へ被害連絡を伝言する。

●夕方、自衛隊先発部隊が宮城県衛星携帯電話を

　1台持参

●本部、勤労青少年者センターに衛星電話設置

●宮城県から衛星携帯4台借用　　

●パナソニックからトランシーバー 3台提供

●NTTからラジオ20台提供

●基地局車両で本部付近のドコモ、au携帯仮復旧

●NTTから本部に衛星インターネット1台設置

●役場NTT回線復旧

　3月12日午後、東北電力株式会社の最高顧問が来町。
対策本部から発電車と発電機の提供を申し入れると、
その日の夕方には発電車と発電機が到着し、一部、電
源と通信を回復することができました。
　また、3月19日には携帯電話の一部開通、24日・25日
にはインターネット環境の整備により、携帯電話、衛星
通信も一部利用可能になりました。
　この間、事業者から発電機、トランシーバー、ラジオ
などの提供もあり、情報通信連絡体制は徐々に回復し
ていきました。

東北電力、電話会社の環境整備で
通信の回復

■電気・水道・電話の復旧経過（災害対策本部調べ）

地区名 電気 水道 電話

市街地 浦宿 3.22 4.3 4.30

 旭が丘 3.20 4.6 4.30

 鷲神 4.5 4.28 5.31

 小乗 4.13 5.25 5.31

 女川 4.5 3.25 4.6

 清水 4.30 4.26 5.31

 宮ケ崎 4.12 4.30 5.31

 石浜 4.27 5.1 5.31

五部浦 高白 4.20 6.28 6.30

 横浦 5.8 5.20 6.30

 大石原 5.8 5.16 6.30

 野々浜 4.22 5.16 6.30

 飯子浜 4.18 7.18 6.30

 塚浜 4.30 5.31 6.30

 小屋取 4.30 5.31 6.30

北浦 桐ケ崎 5.18 7.21 6.30

 竹浦 5.18 7.4 6.30

 尾浦 5.18 5.28 6.30

 御前 5.18 5.27 6.30

 指ケ浜 5.18 5.27 6.30

離島 出島 6.18 7.5 7.1

 江島 9.21 9.30 9.26

　しかし、町内全域での電気と電話の回復には、時間
を要しました。
　電気は、津波被害のなかった旭が丘で3月20日、被害
の少なかった浦宿地区で3月22日に回復し、女川、鷲神
地区で4月5日、小乗地区で4月13日と続いたものの、
離島を除く町内全域に通電したのは5月18日でした。
　電話の復旧は電気の回復後のことであり、女川地区
で4月6日に通電したものの、離島を除く全域で電話が
通じるようになったのは6月30日でした。
　この間、町内全域での連絡・通信は、職員が避難所等
を訪問して口頭で、あるいは文書の貼り出しや配付で
行いました。
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電話の復旧は、女川町に活気をもたらしました

　女川町のメインストリートである国道398号線は、若
干の冠水でとどまった浦宿地区を除き、町内中心部お
よび北浦地区海岸部で津波によるがれきの堆積やが
け崩れにより道路が寸断され、通行不能になりました。
　しかし、地元の建設業者等の協力により、震災直後か
ら主要道路のがれきの撤去作業が行われ、3月13日夕
方には片側通行が可能になりました。
　女川町と石巻を結ぶもう一つの幹線であるJR石巻
線は、女川トンネルの出口から女川駅までの線路が完
全に流され、JR渡波駅～浦宿駅間でも一部冠水したた
め、その復旧には多くの時間がかかりました。町の強
い要望により、石巻～浦宿間で折り返し運転が行われ
るところまで辿り着いたのは、震災から2年後の平成
25年3月16日のことでした。

　3月12日午後、東北電力株式会社の最高顧問が来町。
対策本部から発電車と発電機の提供を申し入れると、
その日の夕方には発電車と発電機が到着し、一部、電
源と通信を回復することができました。
　また、3月19日には携帯電話の一部開通、24日・25日
にはインターネット環境の整備により、携帯電話、衛星
通信も一部利用可能になりました。
　この間、事業者から発電機、トランシーバー、ラジオ
などの提供もあり、情報通信連絡体制は徐々に回復し
ていきました。

電気、電話のインフラ回復は、4月、5月に 道路、鉄道の復旧へ

　しかし、町内全域での電気と電話の回復には、時間
を要しました。
　電気は、津波被害のなかった旭が丘で3月20日、被害
の少なかった浦宿地区で3月22日に回復し、女川、鷲神
地区で4月5日、小乗地区で4月13日と続いたものの、
離島を除く町内全域に通電したのは5月18日でした。
　電話の復旧は電気の回復後のことであり、女川地区
で4月6日に通電したものの、離島を除く全域で電話が
通じるようになったのは6月30日でした。
　この間、町内全域での連絡・通信は、職員が避難所等
を訪問して口頭で、あるいは文書の貼り出しや配付で
行いました。
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女川は、どう立ち上がったか

　「女川町地域防災計画」では、女川消防署が主体とな
る「災対消防部」と、女川町消防団が主体となる「災対
消防団」とを定めています。風水害、火災等の災害の
予防対策、危険物の保安対策、災害広報活動などを主
たる任務とする災対消防部の予防班に対して、両者に
共通の警防班は、避難誘導、人命の救助・救護、交通規
制及び緊急輸送路等への協力、行方不明者及び遺体の
捜索などを主たる任務とされています。
　女川町において消防を担う組織としては、石巻地区
広域行政事務組合消防本部（以下、石巻消防本部）管轄
の女川消防署と、地域住民により組織される町の消防
機関である女川町消防団があります。

第 3章

女川消防署と女川町消防団 地震発生後の対応

（1）災害対策本部設置と初動活動

救助、捜索活動3

■女川町の消防組織

名称 管轄区域・人員等

女川消防署

女川町消防団

　  第1分団

　  第2分団

　  第3分団

　  第4分団

　  第5分団

　  第6分団

　  第7分団

町内全域
（署員）29名

本部 3名（団長1名、副団長2名）
計233名

鷲神浜、黄金町、寿町、桜ケ丘、小乗浜
（団員）26名

女川浜、宮ケ崎、石浜、清水町
（団員）28名

浦宿浜、針浜、旭が丘
（団員）38名

高白浜、横浦、大石原浜、野々浜、飯子浜、
塚浜、小屋取
（団員）52名

桐ケ崎、竹浦、尾浦、御前浜、指ケ浜
（団員）50名

出島、寺間
（団員）29名

江島
（団員）7名

　3月11日、石巻消防本部は、地震警報、津波警報を受
けると同時に各管轄消防署に避難誘導、状況確認、情
報収集等の行動を指示し、その後、現場からの津波襲
来の報告を受けるとともに退避命令を出しました。
また、県内他地域の消防本部とともに、仙台市消防局
を代表消防機関として宮城県に対して緊急消防援助
隊出動要請を行いました（宮城県は、15時36分に消防
庁へ要請）。
　この日、女川消防署は署長、副署長、第1分隊5名、第2
分隊4名、計11名が勤務。揺れが収まった後、現場指揮
本部を設置して情報収集にあたり、副署長は町役場の
災害対策本部へと出向しました。

■3月11日の女川消防署の行動
　 （『東日本大震災　3.11石巻広域の消防活動記録』より）

●車両4台を女川第一中学校へ退避。津波警戒監視や、具合が悪く
なった中学生の応急手当てに対応。
●指令車、広報車も第一中学校へ退避。情報収集のため、当番員1
名を中学校へ。
●第1分隊は、尾田峯地区から浦宿地区へと警戒中に津波襲来に合
い、尾田峯町営住宅付近まで退避。さらに第一保育所へ移動し、
避難してきた住民等のけが人の応急手当てをし、参集途上の職
員と合流して鷲神浜地区の火災と救助に対応。第一保育所前の
ポンプ車内で夜を過ごした。
●第2分隊は、避難してきた住民から原子力センター屋上に要救助
者がいることを伝えられ、2名で救助に向かい、津波が引いたの
を見計らって約15名を救助。その後、総合体育館前に移動し、
体育館内に避難してきたけが人の応急手当て、車内のテレビ、ラ
ジオ、無線を使っての情報収集をしながら、夜を過ごした。
●消防署事務所で情報収集にあたっていた職員は、津波襲来と
ともに屋上へと退避したが、津波にまきこまれ、建物も壊滅状
態になった。

　一方、女川町消防団は、浜では防潮堤の水門閉鎖に、
市街地では避難誘導を実施。そして津波襲来を見て、
さらに高台への誘導、ポンプ車の高台への退避を行い
ました。
　襲来した津波により消防署庁舎や消防団ポンプ置
場のほとんどが被災し、施設や車両に被害がなかった
のは女川湾から離れた町の西部地域を管轄する第３
分団だけであり、27か所あった消防ポンプ置場のうち
23か所が全・半壊し、所有していた27台の車両のうち

15台が被災しました。消防団員の多くが被災し、自ら
も危険にさらされながら避難誘導や避難者の搬送を
行い、それぞれが逃れた避難場所で夜を過ごしました。

　これらの消防活動の中で犠牲になった方もおり、女
川消防署では殉職者3名、女川町消防団では殉職者7名
を数えました。
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　「女川町地域防災計画」では、女川消防署が主体とな
る「災対消防部」と、女川町消防団が主体となる「災対
消防団」とを定めています。風水害、火災等の災害の
予防対策、危険物の保安対策、災害広報活動などを主
たる任務とする災対消防部の予防班に対して、両者に
共通の警防班は、避難誘導、人命の救助・救護、交通規
制及び緊急輸送路等への協力、行方不明者及び遺体の
捜索などを主たる任務とされています。
　女川町において消防を担う組織としては、石巻地区
広域行政事務組合消防本部（以下、石巻消防本部）管轄
の女川消防署と、地域住民により組織される町の消防
機関である女川町消防団があります。

　3月11日、石巻消防本部は、地震警報、津波警報を受
けると同時に各管轄消防署に避難誘導、状況確認、情
報収集等の行動を指示し、その後、現場からの津波襲
来の報告を受けるとともに退避命令を出しました。
また、県内他地域の消防本部とともに、仙台市消防局
を代表消防機関として宮城県に対して緊急消防援助
隊出動要請を行いました（宮城県は、15時36分に消防
庁へ要請）。
　この日、女川消防署は署長、副署長、第1分隊5名、第2
分隊4名、計11名が勤務。揺れが収まった後、現場指揮
本部を設置して情報収集にあたり、副署長は町役場の
災害対策本部へと出向しました。

　一方、女川町消防団は、浜では防潮堤の水門閉鎖に、
市街地では避難誘導を実施。そして津波襲来を見て、
さらに高台への誘導、ポンプ車の高台への退避を行い
ました。
　襲来した津波により消防署庁舎や消防団ポンプ置
場のほとんどが被災し、施設や車両に被害がなかった
のは女川湾から離れた町の西部地域を管轄する第３
分団だけであり、27か所あった消防ポンプ置場のうち
23か所が全・半壊し、所有していた27台の車両のうち

15台が被災しました。消防団員の多くが被災し、自ら
も危険にさらされながら避難誘導や避難者の搬送を
行い、それぞれが逃れた避難場所で夜を過ごしました。

被災した女川消防署

　これらの消防活動の中で犠牲になった方もおり、女
川消防署では殉職者3名、女川町消防団では殉職者7名
を数えました。
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女川は、どう立ち上がったか

　3月12日、女川消防署では女川町総合運動場前に待
機していた救急車に合流した第1分隊が中心となり、
早朝から4名体制で要救助者の救助にあたりました。
午前中には鷲神浜にいたポンプ隊、参集者が合流し、
徒歩による救助活動にあたり、約35名を救助しました。
　その後、活動拠点を第一中学校とし、臨時の女川消
防署を開設。13日には、参集者5名を加え、19名とな
りました。
　同13日、宮城県から消防庁への緊急消防援助隊出動
要請により、女川町担当として和歌山県隊が応援に駆
けつけました。石巻市総合運動場を拠点として女川
へと足を延ばし、女川消防署と共に捜索活動を実行。
6日間にわたっての活動で、和歌山市、海南市、新宮市、
田辺市、橋本市、御坊市、有田市、白浜町、串本町、那智勝
浦町、那賀、紀美野町、有田川町、高野町、伊都、湯浅広川、
日高広域の17市町地域消防局・本部が参加し、延べ部
隊数は150隊、延べ隊員数は642名にのぼりました。
　なお、この13日から陸上自衛隊第44連隊が捜索、救
助支援に来町。女川町では消防団が捜索隊を編成し、
自衛隊と協力しながら捜索活動にあたりました。
　その後、女川消防署では、さらに4名の署員が加わっ
たことから、23名体制で4個分隊を編成し、和歌山県
隊の協力も得て、捜索活動、救急活動を強化しました。
　3月31日までの消防関連活動状況は、表のとおりです。

第 3章

全国からの消防支援を受けて

（1）災害対策本部設置と初動活動

■消防署の活動状況 （3月11日～ 31日）　＊（   ）内は震災に係る事案

火災

救助

救急

捜索

4件（4件）

 5件（5件）

48件（5件）

延べ18日（18件）
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　3月16日には、陸上自衛隊のヘリコプターで江島か
ら島民51名が第一中学校へ避難しました。
　また3月19日には、陸上自衛隊第14旅団（香川県善
通寺）が、医療班も含めヘリコプターとともに来町。
翌20日に担当を交替してからは、町立病院の毎日のミ
ーティングにも参加し、透析患者や妊産婦等の石巻赤
十字病院への搬送などを担ってもらうことができる
ようになり、7月29日に自衛隊の任務が完了するまで
の期間、自衛隊のヘリコプターは女川町にとって大き
な助けになりました。
　このほかにも、炊き出しや入浴支援といった被災者
の生活において貴重な支援をいただき、多くの住民に
感謝されました。

自衛隊　仮設浴場

自衛隊ヘリ

■自衛隊の支援活動時系列 （3月12日～ 7月29日）

ヘリコプターでの搬送等も

3.12 ●14:00　陸上自衛隊第44連隊、情報収集のため対策本部へ
 　来庁。町は物資支援を要請　
3.13 ●10:00　陸上自衛隊第44連隊、石巻総合運動場を拠点とし
 　て、70名体制で人命救助に対応する旨の回答
3.14 ●17:00　対策本部会議に、消防、自衛隊も緊急消防援助隊と
 　ともに参加
3.15 ●遺体収容、道路復旧用トレーラーの準備ほか、業務に必要
 　な物資運搬・人命捜索を中心に実行
3.16 ●陸上自衛隊第20普通科連隊（山形）の担当に交替
 ●ヘリコプターで江島島民51名が第一中学校避難所へ
3.17 ●炊き出し、物資輸送。この日から避難所に温かい食事を提
 　供開始。捜索は中止
 ●海上自衛隊「たかなみ」で洋上捜索
3.19 ●陸上自衛隊第14旅団（香川県善通寺）来町。小型・大型ヘ
 　リコプター到着
 ●アメリカ軍ヘリコプターにより灯油等輸送
3.20 ●陸上自衛隊第14旅団（香川県善通寺）の担当に交替
　　　入浴支援、行方不明者捜索、瓦礫撤去、物資輸送等
3.21 ●自衛隊、テニスコート内に入浴施設設置
3.24 ●陸上自衛隊ヘリコプターで町長、消防団長等上空から視察
 　調査

　3月11日15時2分、宮城県知事は、防衛省に対し自衛
隊の災害派遣を要請しました。
　これに対し防衛省は、18時に「自行災命第3号（大規
模震災災害派遣命令）」等を発令。統合任務部隊編成、
予備自衛官及び即応予備自衛官の災害等招集、その他
所要の変更を実施し、東北方面総監の下に全ての部隊
を含む「災統合任務部隊」と、陸上自衛隊の部隊が属す
る「陸災部隊」が組織されました。そして、この指揮系
統に従い航空機による情報収集、被災者の捜索及び救
助、消火活動、人員及び物資輸送、給食支援、給水支援、
入浴支援、医療支援、道路啓開、瓦礫除去、防疫支援、ヘ
リコプター映像伝送による官邸及び報道機関等への
情報提供、自衛隊施設（防衛大学校）における避難民受
け入れ、慰問演奏、政府調査等の輸送支援など、初動活
動の大事な局面が担われました。
　翌12日14時には、女川町を担当する陸上自衛隊第
44連隊（福島）が、情報収集のため対策本部へ来庁。
これに対し町は、水、食糧、毛布、トイレ、軽油、燃料、お
むつ、トイレットペーパーの提供を要請しました。以
後、7月29日の任務終了までの139日間、女川町は以
下の時系列で自衛隊から捜索、救助等の支援を受けま
した。

自衛隊の救助、支援活動 5.25 ●陸上自衛隊第20普通科連隊（山形）に交替
 　入浴支援、給食支援、瓦礫撤去、人命捜索、物資倉庫管理、公
 　文書整理、教材搬出入等
7.20 ●物資倉庫管理業務終了
7.27 ●入浴支援、給食支援終了
7.29 ●自衛隊の任務完了。本町撤退
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女川は、どう立ち上がったか

　災害対策本部では、消防及び自衛隊との連携により
捜索、救助・救護に取り組むと同時に、職員に町民の安
否確認、被災状況確認を指示しました。
　3月13日から各避難所に職員を配置し、行政区長等
のサポートも受けながら、避難所で生存者確認名簿の
作成に当たる体制を整えました。
　停電によりパソコンが使える状態ではないため、避
難所ごとに聞き取りした名簿は担当職員が手書きし、
その用紙を対策本部で集約。コピーして冊子にまと
め全避難所へと戻し、避難所で閲覧、確認、追記しても
らう方法をとりました。
　また、個別に町外から安否確認の依頼をしてきた人
には、情報を公開することによって情報の輪が広がり、
安心が広がることを優先しながら、それぞれ個別に判
断して対応しました。

第 3章

避難所で生存者確認名簿を作成

（1）災害対策本部設置と初動活動

安否確認、本人証明書発行4

　安否確認と並行して、町では個人を特定し公式に証
明する方法をどうするかという問題に直面しました。
　津波により住宅・家財とともに運転免許証、健康保
険証等を流された住民にとっては、銀行口座の入出金、
病院や介護施設での保険の利用、各種申請のためのり
災証明など、さまざまな場面で本人証明ができない状
態になりました。同時に、町でも、庁舎で管理してい
た住民情報が津波により流失したため、住民票、印鑑
証明等の本人証明書を発行することができなくなり
ました。
　しかし3月17日、システム切り替えのため、業者が
バックアップしていたデータにより、住民基本台帳等
の記録を復旧することができました。
　これにより、対策本部では、本人の申請に基づき、町
独自の本人証明書を発行することを決定。地元の銀
行や病院にも了解を得て、3月23日より町民課が窓口
となり、写真つきの証明書の発行を開始しました。

本人証明窓口

3月23日  写真つき本人証明書発行を開始
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本人証明願
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女川は、どう立ち上がったか

　女川町では、津波災害時の避難所として指定されていた
25箇所の施設のうち、13箇所が津波により被災、避難所と
しての機能を失いました。そのため、指定避難所に限らず、
避難者が多く集まった場所がそのまま避難所として使用
されることになり、津波により道路網やライフラインが断
絶した中、避難誘導に向かった町職員や避難先となった学
校の教職員、各施設の職員、地域住民などが協力して避難
所の開設を行いました。
　このような状況下、東北電力女川原子力発電所は、避難
してきた住民を受け入れ、敷地内の体育館を避難所として
開放しました。また、本来避難所ではない町内の宿泊施設
や寺院なども避難所として開放していただいたことは、震
災直後の困難な状況の中で大きな支えとなりました。

　地震発生直後、指定避難所である総合体育館では、体育
館勤務の職員が避難所開設の準備を始めました。施設点
検の結果、大体育室の窓ガラスが破損し散乱していたため、
館内への誘導を一時見合わせ、体育館前にテントを設置し
避難者を受け入れることとしました。時間の経過とともに、
次々と住民や近隣の小中学校から児童生徒が避難してく
る中、断水のため使用できないトイレを閉鎖し、側溝の蓋
を外してテントで囲い非常用のトイレを設置しました。
また、寒さ対策のために、鉄製のごみ箱やロッカーを外に
運び、住民と協力して廃材など燃やせるものを集めて火を
焚き暖をとりました。
　夕方には、破損したガラスを掃除し、床に柔道用の畳や
体操用のマットを敷き避難者を館内に受け入れましたが、
車で避難してきた住民も多く、館内には避難せずにそのま
ま車中に留まる方も多くみられました。体育館は自家発
電設備が使用できたため、非常灯により照明は確保するこ
とができましたが、暖房設備は使用できず、寒さと続く余
震への不安の中、外の焚火の周りには多くの住民が集まっ
ていました。
　通信手段も途絶し、外部との連絡もとれない状況の中、
体育館に集まった職員は、避難所対応を行うとともに避難
者の状況を把握するため聞き取りを行い、避難者名簿の作
成に取り掛かりました。

第 3章

想定外の津波による避難所の被災

避難所開設準備

（1）災害対策本部設置と初動活動

避難所運営5

■避難所の開設状況

避難所開設数：25カ所（離島2カ所を含む）
最大避難者数：5,720名（平成23年3月13日）
※出島・江島の避難者数は未確認のため未計上
避難所最終閉鎖時期：平成23年11月6日（完全閉鎖：11月9日）

女川第一小学校 220 3/12 11/9

東北電力浦宿寮 50 3/12 4/6

東北電力堀切寮 50 3/12 4/1

旭が丘区集会所 150 3/12 3/27

女川高等学校 160 3/12 4/6

女川第一保育所 210 3/12 8/28

勤労青少年センター 250 3/12 11/9

女川町立病院 300 3/12 10/11

女川町総合体育館 1,400 3/12 11/9

女川第二小学校 100 3/12 5/14

女川第一中学校 121 3/12 4/7

海泉閣 200 3/12 7/16

女川原子力発電所
 1,800 

3/12
 

6/6

→塚浜・小屋取集会所
   （364）

 18 6/7 9/4

旧女川第三小学校 100 3/12 11/9

保福寺 180 3/12 5/20

指ヶ浜（かっぱ農園） 140 3/12 7/22

照源寺 20 3/18 8/4

さくら集会所 70 3/18 6/18

スローライフ野々浜 
50 3/18 5/1

 25 5/2 8/20

御前分館 18 3/18 11/9

ホテル華夕美 36 3/22 7/15

※避難所が変更されている地区も、それぞれ1避難所として計上
※女川原子力発電所の避難者数は、発電所員及び協力会社社員数を含む
　下段の（　）は近隣住民の避難者数

避難所 最大避難者数
（3/16 以降） 開設月日 閉鎖月日

→旧六小・四中教員住宅
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　震災発生直後から、各避難所では町職員や住民らによる
運営が行われていましたが、3月13日の災害対策本部会議
において、生涯学習課、税務課、教育総務課の職員で構成す
る避難所班が編成されました。
　避難所によって規模や環境が異なるため、各避難所に応
じた運営体制や取組みが行われました。
　職員が常駐した大規模な避難所では部屋ごとに班長を
置き班長会議を開催しました。職員から事務連絡や情報
提供を行い、班長からは住民の避難所生活への要望などが
伝えられ、避難所の生活環境の向上が図られました。それ
以外の避難所には職員が巡回し、情報の提供や収集を行い
ました。この他にも各避難所において様々な取組みが行
われ、徐々に運営体制が整えられていきましたが、その中
心を担ったのは被災者自身である住民の方々でした。
　総合体育館避難所では、被災地での車上荒らしなどの噂
が広がる中で、「自主防衛組織」を募集したところ、76名も
の住民が集まり、このメンバーを中心に夜間パトロールを
実施したため、避難所内での車上荒らしなどの被害はあり
ませんでした。
　また、各避難所の清掃や消毒、配膳作業のほか、理容組合
員による散髪や、調理場のある避難所での食事作りも住民

住民の協力に支えられた避難所運営 のボランティアによって行われ、多くの住民の協力により、
4月以降、避難所の生活衛生環境は大きく改善されました。
（散髪や調理については、その後謝礼金が支払われるよう
になりました。）
　避難所班は、入退所管理（避難者名簿の作成、避難所別の
毎日の人数報告の取りまとめ等）や物資管理、ボランティ
アセンターとの炊出し等の調整、班長会議での情報提供、
要望への対応などを行いながら、住民と連携して避難所の
運営を行いました。
　震災から時間が経つにつれ、生活物資の受入れや分配も
避難所運営の仕事の一つになりました。食糧物資班と調
整し、午前と午後の1日2回、定期的に避難所に物資を配送
するような流れをつくり、住民に必要な物資を円滑に配布
できるような体制を整えました。そのほか、プライバシー
確保のためにダンボールの間仕切りを設置し、季節の変化
に合わせて、夏場には蚊帳や扇風機を設置するなど、避難
所生活が少しでも快適になるよう工夫しながら運営を続
けました。
　この間、関西広域連合の支援として、徳島県の県職員及
び周辺市町職員による避難所の運営支援が始まり、4月3
日から9月末まで延べ125名の職員が派遣され、避難所運
営に多大なご協力をいただきました。
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女川は、どう立ち上がったか

　4月7日、23時32分に発生した余震は、電気や水道も徐々
に復旧し、不自由な避難所生活の中にもようやく落ち着き
を取り戻しつつある住民に大きな衝撃を与えました。
　総合体育館避難所では地震後、避難所の住民全員を屋外
に避難させ、施設内の点検を行いました。外は冷え込むた
め、高齢者はマイクロバスに乗せて暖を取り、安全が確認
されるまで施設内には戻らないようにしました。停電に
備えて配備しておいた照明付きの発電機で明かりを確保
することができたことにより、住民もいくらか安心を取り
戻しましたが、余震への恐怖のためか、焚火の周りに集ま
り外で夜を明かす人もいました。また、勤労青少年センタ
ー避難所では、余震の際にはあちこちから悲鳴が上がり、
職員は津波の心配がないことを伝えて歩きましたが、住民
が落ち着きを取り戻すまでには時間がかかりました。
　この余震により、徐々に復旧されてきたライフラインや
建物への被害も発生し、翌4月8日に予定されていた学校
再開も延期となるなど、影響は深く残りました。

第 3章

4月7日の余震

（1）災害対策本部設置と初動活動

■総合体育館避難所の動き

3月13日 米軍から缶詰が届く
3月16日 パーテーションで区切った部屋ごとに班長を選任、
 部屋ごとの消灯時間を決める
 班長会議を毎日開催
3月20日 電気通電（発電機2台確保）
 駐車場で車中泊の避難者用にゲートボール場に
 自衛隊のテントを設置
3月21日 テニスコートに自衛隊の風呂が完成

3月25日 体育館避難所の上下水道通水
3月28日 テニスコートに洗濯機10台配備
4月1日 クリーン作戦

■避難所で行われた取組み例

1. 班長会議（総合体育館ほか）
  本部会議の内容を課長から報告するほか、事務連絡及び班長
 　から要望吸い上げ
2. パーテーション（総合体育館ほか）
  段ボールをパーテーションとし、部屋を区切ることでプライ
 　バシーを守った
3． 勉強部屋（総合体育館）
  子どもたちの勉強のために、ランタンの貸出、更衣室を勉強部
 　屋として貸し出した
4. クリーン作戦（総合体育館）
  4月1日以降、避難者全員で清掃やドアノブ・手摺り等の消毒
  を行った

1. ちゃっこい絵本館（第二小学校）
  空き教室に、ユニセフや全国各地から
  寄せられた本を集めて開館した。
2. なでしこセミナー（お茶っこのみ会）（各避難所、仮設住宅集会所）
  避難所の女性を対象に交流事業を行う。
3. 出前講座
  教材センターから借用したDVD上映などを行った。

■生涯学習事業

■避難所に設置されたもの（4月12日本部会議の概要から）

1. 七十七銀行、仙台銀行相談コーナー（4月15日、4月18日）
2. 陸上競技場第1ゲート入口付近に仮設女川交番設置
3. NTTドコモ相談コーナー開設（4月13日～ 14日）
4. 総合体育館、第１保育所に郵便ポスト設置
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　3月後半、町の栄養士が各避難所を巡回し、食の現状調
査を行いました。その結果、最も避難者の多かった総合
体育館避難所では1日2回の食事となっていたのに対し、
調理室などがある避難所では、避難所の女性が中心とな
って食事が作られており、1日3回の食事がきちんととら
れている状況でした。
　その後、1か月が経過しても栄養面などの改善が見られ
なかったことから、総合体育館避難所について、栄養士が
中心となり食事の見直しを行いました。
　仙台白百合女子大学の協力により、それまでの食事の記
録から栄養分析が行われ、その結果を県の災害対策本部に
提示し、栄養面に配慮した支援物資の提供を求めました。
また、災害救助法による炊き出し等食品給与費の基準額が
増額されたことから、費用を調整して昼食に弁当を提供す
ることとし、5月9日から全避難所で1日3回の食事が提供
されることとなりました。
　弁当については、地元業者が被災していたため、町外の
業者に依頼しました。栄養士から食品の使用量やエネル
ギー量の目安を提示しましたが、対応は難しく、高カロリ
ーで、副菜が少ない弁当が続きました。その中で、女川町
麺飯飲食業組合（以下、麺飯組合）から町民のために自分た
ちが弁当を作りたいという申し出があり、厨房の設置と調
理器具を提供していただける業者の支援を受け、女川町地
域福祉センター内に仮設厨房施設を設置しました。7月
28日から麺飯組合による食事の提供が始まり、前日で終
了した自衛隊の炊き出しに代わって避難所への食事提供
を担いました。なお、献立は栄養士が作成し、栄養バラン
スがとれた食事へと改善が図られました。

　女川第二小学校に隣接する女川町学校給食共同調理場
（以下、共同調理場）では、施設の被害が少なく、地震後もプ
ロパンガスが使用できたため、学校の栄養士や町の調理員
により、震災翌日から総合体育館の避難者へ食事の提供が
行われました。支援物資も届かない中、避難していた生協
の宅配車に積まれていた食材を提供してもらい、共同調理
場に在庫のあった調味料等を使い肉団子のスープを作り
ました。食材の量も十分ではなく、一人でも多くの避難者
に行き渡るように取り分けたため、一口程度の量でしたが、
貴重な食事となりました。
　3月14日以降、避難所に支援物資が届くようになってか
らは、食事は1日2回、朝食には主に支援物資のパンなどが
提供されるようになりました。3月17日から自衛隊の炊
き出しが始まると、夕食には、ご飯、汁物、惣菜が提供され、
3月27日からは共同調理場で準備した副菜（支援物資の果
物等）も提供されました。また、4月11日からは、株式会社
すかいらーくから惣菜の提供が行われ、8月18日までの約
4か月間に渡って支援をいただきました。
　共同調理場では、教育総務課の職員が担当となり、支援
物資で届いた食材から自衛隊とメニューを検討し、必要な
食材の提供を食糧物資班に依頼しました。その上で、食材
となる物資が届かない日に備えて、レトルト食品などを確
保できるよう、物資が集積された第二小学校体育館に待機
し、物資が搬入された際には、食材等を優先的にチェック
するような体制をとりました。
　避難所への食事の配送については、自衛隊のクーラーボ
ックスや共同調理場の大鍋などを利用し、大規模な避難所
へは自衛隊が、小規模な避難所へは職員が手分けをして運
びました。

避難所への食事提供

避難所での調理の様子 配膳の様子

1日3食、栄養面の改善に向けた取り組み
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4月の朝食 4月の夕食 ㈱すかいらーく提供の夕食

女川は、どう立ち上がったか第 3章 （1）災害対策本部設置と初動活動

■避難所の主な食事提供状況

( )

( )

■避難所の食事

( )

朝
食

昼
食

女
川
町

夕
食

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

11月9日
全避難所
閉鎖

育児用ミルク、離乳食、アレルギー食、介護食、ビタミン剤、ビタミン・カルシウム・鉄分強化食品等を随時配布

3月18日～7月27日
【自衛隊】
ごはん、汁物
4月29日～強化米使用
また、自衛隊と栄養、食
事内容の打合せを実施

4月29日～
【自衛隊】
温かいお茶の設置

薄めにつくった
スポーツ飲料設置

7月28日～
仮設厨房にて
夕食のごはん、
汁物

8月11日仮設
厨房にて夕食
提供
（町栄養士献立
  作成）

4月11日～8月18日
【すかいらーく】
主菜、副菜

5月9日～昼食弁当
※全避難所が3食に
　なる

3月12日～共同調理場、
各避難所で炊き出し開始
・缶詰
・野菜　等
※3月27日から副菜調理

6月8日～
牛乳毎日提供

3月14日～物資が届く
・パン（4月22日～毎日菓子パン）
・おにぎり

6月13日～
朝食おにぎり
※パンから米飯へ

7月28日～
仮設厨房にて町内麺飯飲食店
組合の調理で朝食提供
（町栄養士献立作成）
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メニュー改善前の昼食の弁当 メニュ―改善後の昼食の弁当

5月の朝食は菓子パンが中心 6月13日からの朝食（パンからおにぎりへ） 7月28日からの朝食（栄養バランスの改善）

295 228 137
9月1日 10月1日 11月1日

　3月13日に最大5,720名（ただし、出島、江島の避難者は
未確認のため未計上）を数えた避難者も、4月には2,000名
台に、仮設住宅入居が始まった5月には1,000名台にと減
少し、7月には1,000名を割りました。
　この経過の中で、3月27日に閉所した旭が丘集会所を皮
切りに、徐々に避難所を閉所していき、最後の避難所とな
った総合体育館を11月9日に閉所して避難所運営を終了
しました。避難所利用者は、延べ26万529名となりました。

避難所の閉鎖へ

平成23年9月1日～11月9日

平成23年6月1日～8月31日
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■避難所の避難者数の推移

4月7日最大余震発生
（23:32  M7.2）

平成23年3月13日～5月31日
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11月9日避難所完全閉鎖
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特別コラム   3

旭が丘地区に
避難者を
受け入れて

旭が丘区

阿部進一区長

　高台にある旭が丘区では、地震による住宅への被
害はあったものの、津波の影響はなく、震災後、町内
各地区から避難してきた多くの町民を受け入れま
した。
　区では、集会所に地区内放送設備や、消防団の資
機材格納庫に発電機などが備えられており、それら
の設備を活用しながら、区民の協力のもと、避難所
の運営など災害への対応を行いました。
　私は普段から手帳を付けており、当時の状況を記
録に残しておくことができました。手帳の３月11
日の欄には「14：46　Ｍ９、震度７　東北地方太平
洋沖地震発生　直後10分位に集会所を開所し、避難
所とする。区民有志の材料調たつによりおにぎり、
区民老人、他地区区民避難、21：30現在115人　区長、
副区長夫婦ほか当直」と記しています。

　３月11日の地震発生時、自宅にいた私はこれまで
に体験したことのない強い揺れに襲われました。
　地震後、避難者を受け入れるために集会所を開放
すると、区内の高齢者や町内の被災者が次々と避難
してきました。雪も降り出し冷えていく状況の中、
水に浸かりながら避難して来る方もおり、区民から
ストーブを借り受け避難所に設置しました。また、
区民の皆さんに水や食料の提供を呼びかけ、集まっ
た食材で炊き出しを行い避難者に食事を提供しま

旭が丘区全体が避難所に

丁寧に記録された手帳から、旭が丘区を通しての町内の動きが分かります。

町内会手持ちのテントを張り、テーブルをセットして物資の配布を行いました。

した。
　区では、避難者と区民が、安全、安心、快適に生活
を送ることができるように、区役員や役員ＯＢに、
物資、食事、夜間警備、名簿調整などの係を割り振り、
その下で活動してもらうための区民の班体制を整
備。これに区民ボランティアが加わり避難者の支
援に取り組みました。
　区民ボランティアによる炊き出しは3月22日まで
行われ、3月14日からは災害対策本部からの支援物
資も届くようになり、避難所が閉鎖される3月29日
まで、避難者に食事を提供することができました。
区民の皆さんからは食料だけではなく、毛布などの
物資の提供もありました。また、避難所では、夜間
の警備や高齢者のお世話のため、区役員や区民ボラ
ンティアが交代で泊まり込みの対応を行いました。
　旭が丘区では、集会所だけではなく、親戚や知人
宅などへ身を寄せた避難者も多く、在宅避難者など
の聞き取り調査を実施したところ、3月18日には区
内に最大508名が避難していました。　
　避難所を閉鎖した後も、集会所では支援物資の受
け入れや配給を行いましたが、ライフラインも復旧
してきた４月下旬、役員と協議をして区民への配給
を終了することとし、支援が必要な在宅避難者の分
のみ引き続き配給を行うこととしました。その後、
区民の協力により６月30日まで在宅避難者への配
給は続けられました。
　この間、同じ区内でも面識のなかった人たちが、
震災後の活動を通じて多く顔を合わせることによ
り、新たな交流の輪が広がるなど、地域のコミュニ
ケーションが深まりました。そのほかにも、ボラン
ティアに訪れた方々との交流により、新たなつなが
りが広がりました。

　緊急時対応から、復旧、復興の取り組みへと移っ
ていく中で、区にも「旭が丘北側地区」、「旭が丘南側
地区」、「旭が丘ゲートボール場」、「旭が丘一丁目地
区」の４つの仮設住宅計73戸が建設され、６月から
入居が始まり、約200人の方々が町内各地から移っ
てこられました。
　区では仮設住宅の方々を新しい区民として迎え
入れ、早く新しいコミュニティに馴染めるよう、仮
設住宅入居者の顔合わせ会を開催したほか、区全体

で盆踊り大会や秋祭りなどを開催し、区民の親睦融
和を図りました。

　震災以降、全国各地から支援物資や励ましの声を
いただきました。また、手帳を振り返ると、アメリ
カの燃料支援財団が灯油の支給に訪れるなど支援
の輪が国外にまで広がっていたことも分かります。
　その中で、栃木県塩谷町からは震災後、町長、議長
をはじめ町民有志の方々が何度も支援に訪れ、炊き
出しや支援物資の提供をいただきました。復旧後、
区では希望者を募り塩谷町を訪問して、感謝の気持
ちを伝えました。“民々連携”の一歩と言えばよいの
でしょうか。この後も、塩谷町との交流は続いてい
ます。
　震災後まもなく、集落へ通じる道路が崩落し、車
両が通れなくなっていた尾浦地区の消防団が、物資
調達のため車を貸してほしいと訪ねてきました。
事情を聞き、旭が丘班の消防ポンプ積載車を貸し出
したところ、その後にお礼として米や野菜が届けら
れました。また、大規模な避難所では、生活物資が
不足していたことから、区民の協力で集めた衣類や
割りばしを、総合体育館や原子力発電所の避難所に
提供しました。これは町内の“区民連携”の一例と
言えるのではないでしょうか。
　私は女川の海が大好きです。しかし、震災直後、
津波で何もなくなってしまった女川町の姿を見て
愕然としました。そして、町から人がいなくならな
いように、これからどのように復旧していけばよい
のかと痛切に考えました。
　今回の旭が丘区の震災対応の取り組みから振り
返ってみると、子ども会育成会、各種愛好会、スポー
ツクラブなどの若い人の力で地域の共助組織の活
動が盛んになっていくことが、町の基本力として頼
りにできるのではないかと感じています。

72



女川は、どう立ち上がったか第 3章

　高台にある旭が丘区では、地震による住宅への被
害はあったものの、津波の影響はなく、震災後、町内
各地区から避難してきた多くの町民を受け入れま
した。
　区では、集会所に地区内放送設備や、消防団の資
機材格納庫に発電機などが備えられており、それら
の設備を活用しながら、区民の協力のもと、避難所
の運営など災害への対応を行いました。
　私は普段から手帳を付けており、当時の状況を記
録に残しておくことができました。手帳の３月11
日の欄には「14：46　Ｍ９、震度７　東北地方太平
洋沖地震発生　直後10分位に集会所を開所し、避難
所とする。区民有志の材料調たつによりおにぎり、
区民老人、他地区区民避難、21：30現在115人　区長、
副区長夫婦ほか当直」と記しています。

　３月11日の地震発生時、自宅にいた私はこれまで
に体験したことのない強い揺れに襲われました。
　地震後、避難者を受け入れるために集会所を開放
すると、区内の高齢者や町内の被災者が次々と避難
してきました。雪も降り出し冷えていく状況の中、
水に浸かりながら避難して来る方もおり、区民から
ストーブを借り受け避難所に設置しました。また、
区民の皆さんに水や食料の提供を呼びかけ、集まっ
た食材で炊き出しを行い避難者に食事を提供しま

さまざまな支援をい
ただいた栃木県塩谷
町とは、今でも民々連
携の交流が続いてい
ます。

した。
　区では、避難者と区民が、安全、安心、快適に生活
を送ることができるように、区役員や役員ＯＢに、
物資、食事、夜間警備、名簿調整などの係を割り振り、
その下で活動してもらうための区民の班体制を整
備。これに区民ボランティアが加わり避難者の支
援に取り組みました。
　区民ボランティアによる炊き出しは3月22日まで
行われ、3月14日からは災害対策本部からの支援物
資も届くようになり、避難所が閉鎖される3月29日
まで、避難者に食事を提供することができました。
区民の皆さんからは食料だけではなく、毛布などの
物資の提供もありました。また、避難所では、夜間
の警備や高齢者のお世話のため、区役員や区民ボラ
ンティアが交代で泊まり込みの対応を行いました。
　旭が丘区では、集会所だけではなく、親戚や知人
宅などへ身を寄せた避難者も多く、在宅避難者など
の聞き取り調査を実施したところ、3月18日には区
内に最大508名が避難していました。　
　避難所を閉鎖した後も、集会所では支援物資の受
け入れや配給を行いましたが、ライフラインも復旧
してきた４月下旬、役員と協議をして区民への配給
を終了することとし、支援が必要な在宅避難者の分
のみ引き続き配給を行うこととしました。その後、
区民の協力により６月30日まで在宅避難者への配
給は続けられました。
　この間、同じ区内でも面識のなかった人たちが、
震災後の活動を通じて多く顔を合わせることによ
り、新たな交流の輪が広がるなど、地域のコミュニ
ケーションが深まりました。そのほかにも、ボラン
ティアに訪れた方々との交流により、新たなつなが
りが広がりました。

　緊急時対応から、復旧、復興の取り組みへと移っ
ていく中で、区にも「旭が丘北側地区」、「旭が丘南側
地区」、「旭が丘ゲートボール場」、「旭が丘一丁目地
区」の４つの仮設住宅計73戸が建設され、６月から
入居が始まり、約200人の方々が町内各地から移っ
てこられました。
　区では仮設住宅の方々を新しい区民として迎え
入れ、早く新しいコミュニティに馴染めるよう、仮
設住宅入居者の顔合わせ会を開催したほか、区全体

で盆踊り大会や秋祭りなどを開催し、区民の親睦融
和を図りました。

　震災以降、全国各地から支援物資や励ましの声を
いただきました。また、手帳を振り返ると、アメリ
カの燃料支援財団が灯油の支給に訪れるなど支援
の輪が国外にまで広がっていたことも分かります。
　その中で、栃木県塩谷町からは震災後、町長、議長
をはじめ町民有志の方々が何度も支援に訪れ、炊き
出しや支援物資の提供をいただきました。復旧後、
区では希望者を募り塩谷町を訪問して、感謝の気持
ちを伝えました。“民々連携”の一歩と言えばよいの
でしょうか。この後も、塩谷町との交流は続いてい
ます。
　震災後まもなく、集落へ通じる道路が崩落し、車
両が通れなくなっていた尾浦地区の消防団が、物資
調達のため車を貸してほしいと訪ねてきました。
事情を聞き、旭が丘班の消防ポンプ積載車を貸し出
したところ、その後にお礼として米や野菜が届けら
れました。また、大規模な避難所では、生活物資が
不足していたことから、区民の協力で集めた衣類や
割りばしを、総合体育館や原子力発電所の避難所に
提供しました。これは町内の“区民連携”の一例と
言えるのではないでしょうか。
　私は女川の海が大好きです。しかし、震災直後、
津波で何もなくなってしまった女川町の姿を見て
愕然としました。そして、町から人がいなくならな
いように、これからどのように復旧していけばよい
のかと痛切に考えました。
　今回の旭が丘区の震災対応の取り組みから振り
返ってみると、子ども会育成会、各種愛好会、スポー
ツクラブなどの若い人の力で地域の共助組織の活
動が盛んになっていくことが、町の基本力として頼
りにできるのではないかと感じています。

仮設住宅入居者も新たな区民として

民々連携、区民連携という視点
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女川は、どう立ち上がったか

　3月11日、女川湾を見下ろす海抜16ｍの高台にあっ
た女川町立病院（以下、町立病院）は、想定外の大津波に襲
われました。津波は町中のあらゆるものを飲み込み、
家々や車を押し流しながら急勾配の斜面を乗り越え病
院内へと流れ込みました。濁流は急激に水位を上げな
がら1階の2m付近にまで達し、診察室や検査室などが浸
水し、MRIやCT、レントゲン機器などの主要な医療機械
が損壊しました。
　地震後、町立病院には多くの住民が避難してきてお
り、津波の襲来に備えて職員は外来患者や避難住民を
上の階へと誘導しました。1階にいた職員も水に浸か
りながら階上へと避難しました。
　1階の主要機能を失い、職員は直ちに3階のナースス
テーションに診察室を設け、災害医療体制を敷いて避
難者のケアや救護活動を開始しました。雪も降り出し、
気温も低下していく中で、水に浸かり低体温症が心配
される人も多く、病衣や術衣、ユニホーム、さらには病
室内のカーテンを外し、身体に巻き付け寒さをしのぎ
ました。電話は不通となり、外部との連絡は取れない
状況でしたが、非常用自家発電機が稼働し、病院内の
照明は確保されており、職員は安否確認のため避難者
名簿の作成を行うとともに、支援物資が届くまでのつ
なぎとして、病院内に備蓄していた飲料水や食糧を小
分けにして避難者に配給しました。
　震災当日の夜、病院内は病室だけではなく、廊下ま
で避難してきた人で埋め尽くされ、避難者や患者、職

第 3章

女川町立病院の被災

（1）災害対策本部設置と初動活動

医療・保健活動6

3階　老健26床

高架道路

津波水没

センター
アトリウム

エネルギー棟

2階　老健24床

4階　療養48床

3階　一般50床

2階　手術室・医局等

1階　地域福祉センター

老健棟

病院棟

1階　外来診察室・検査（CT、MRI、
　　 レントゲン等）・事務室等

1階まで浸水した町立病院

■町立病院への浸水状況を示すイメージ図

員を含めて653名もの人で溢れかえっていました。
　3月12日、震災から一夜明けた朝、変わり果てた町の
姿を目の当たりにした職員は、早急に外来診療の確保、
入院患者のケア、救護所での救護活動、自宅避難者の
健康管理といった災害医療体制を整備するため、避難
者で溢れていた町立病院から、医療処置を要しない人
達を総合体育館避難所へ移動させました。さらに、入
所者の安全確保とマンパワーを集中させるため、施設
被害のあった併設する介護老人保健施設から入所者
44名と通所リハビリ利用者8名を院内に移動させまし
た。また、道路網が寸断されている中、専門病院での
対応が必要な患者を自衛隊ヘリコプターで搬送しま
した。この日の早朝、前日から稼働していた非常用自
家発電機が停止し電源が失われました。医療機器も
流失し、医薬品も乏しい状況の中、外来診療に対応す
るため、外階段から出入りができる2階のセンターア
トリウムに診療室を設置し、3月13日から外来診療を
開始。連日300名を超える患者の対応に追われました。
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2ｍ付近まで浸水した町立病院1階 3月13日からセンターアトリウムで診療が始まりました。

■町立病院における患者数等（3月13日～21日）

13日3月 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日
外来患者 328 272 339 356 231 432 238 197 242

入院患者 44 37 34 34 30 29 22 22 19

老健入所者 44 44 44 44 44 44 44 43 45

■町立病院の時系列（3月11日～5月16日）

3.11 ●3Fナースステーションにて救急患者診察
 ●17:15　自家発電により院内電気点灯
 ●18:50　院内患者、避難者に飲み物配給
 ●21:00　各部3班体制とし、3時間交代で仮眠
    （21時～24時、24時～3時、3時～6時）
 ●21:30　3階入院患者31名を4階へ移動
 ●避難していた伊藤園職員の了解のもと自動販売機の飲み
 　物200本提供受ける
 ●院内備蓄品（アルファ米50食×6、水2×13箱、野菜、やさい
    ジュース60本、ぺットボトル、缶コーヒー360本、プチプラス
    33本他）を確認
 ●23:55　各部署より異常ない旨の報告

3.12 ●6:00　院内ミーティング
 ●12:50　妊婦4名が自衛隊ヘリで石巻日赤病院へ搬送
 ●13:00　老人保健施設入所者44名及び通所リハ8名を3階へ移動

3.13 ●6:00　院内ミーティング
 ●9:00　センターアトリウムにて外来診療開始（月～日／夜
    間も）
     （来院者に名札着用）
 ●13:00　対策本部救護所へ救護活動開始（Dr1・Ns3・薬1名）

3.14 ●6:00　院内ミーティング
 ●10:00　地域医療振興協会の救護班到着（Dr2・Ns2・事務職1名）
 ●10:00　京都日赤救護班到着、災害対策本部へ
 ●10:20　対策本部より物資（水13箱、パン200～300、バナナ200本）
 ●11:00　総合体育館救護所へ救護班出動（Dr2・Ns3・薬1名）

3.15 ●6:00　院内ミーティング
 ●時刻不明、対策本部より物資
 ●12:00　対策本部より物資（酸素ボンベ）
 ●14:30　対策本部より物資（オムツ、パット）

3.16 ●6:00　院内ミーティング
 ●8:50　東京社会保険病院より救護班到着（Ns2・事務職1名）
 ●11:00　総合体育館救護所へ救護班（Dr2・Ns3・薬1名）

3.17 ●6:00　院内ミーティング

3.18 ●12:00　電源車による通電開始
 ●12:45　蛍光灯を間引くなど院内電力節減作業完了
 ●14:00　避難所巡回診療班出動（Dr2・Ns2・事務1名）
 ●14:30　地域医療振興協会より救護班到着

3.25 ●院内のトイレ水洗使用可能に

 4. 7 ●余震により高架水槽破損

5.16 ●保険診療開始
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女川は、どう立ち上がったか第 3章 （1）災害対策本部設置と初動活動

　こうした中、震災の惨状を知った公益社団法人地域
医療振興協会は、震災対策会議を開き、３月13日、本町
に向けて救援のヘリコプターを飛ばしました。しかし、
当日は許可がおりず着陸を断念しました。再度ヘリ
コプターを手配し、３月14日から医薬品や支援物資な
どの搬入が行われたほか、全国の地域医療振興協会施
設からのボランティアによる医師や看護師、薬剤師な
ど多職種の専門職チームによる派遣支援も始まり、主
に町立病院に医師、看護師、薬剤師を派遣して救護活
動を行うことができました。専門職チームによる支
援は9月30日まで行われ、548名の支援者が訪れまし
た。また、東北大学病院からも小児科、眼科、心療内科、
外科、皮膚科、耳鼻科など多岐にわたる専門医療の支
援があり、院内や救護所での診療に協力を頂いたほか、
全国の医療関係者から支援の手が差し伸べられ、本町
の医療を支えていただきました。そのほか、医療関係
者以外からも、全国の個人や団体からおむつやミルク、
食料品、衣料品などの支援物資が病院に届けられ、ボ
ランティアの方々には、院内に堆積したがれきや汚
泥の処理や洗浄作業など長期間にわたって支援をい
ただきました。

地域医療振興協会などからの支援

■地域医療振興協会の支援者内訳（3月14日～9月30日）

人数 延べ日数
医師 202名 1,071日
看護師 126 820　
介護士   25 165　
薬剤師   32 214　
検査技師      2 8　
栄養士   20 116　
言語聴覚士      1 8　
作業療法士      8 56　
理学療法士   33 222　
放射線技師      1 11　
歯科衛生士      1 4　
事務   94 491　
医学生      3 15　
　 合 計 548名 3,201日

　震災直後は、外傷による救急患者は少なく、津波で
薬を流失した高血圧症や、糖尿病などの治療を要する
患者が多く来院し、慢性疾患の治療や救護活動などを
中心とした医療が行なわれました。その後、避難所か
ら仮設住宅への入居が進むとともに、心のケアや巡回
診療が求められるようになり、医療は人々の暮らしの
変化とともにその内容を変えていきました。

地域医療振興協会スタッフは医療救護活動を支えました。

3月13日、地域医療振興協会派遣ヘリコプターから撮影さ
れた町立病院周辺の被災状況
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保健センター被害状況 保健活動の拠点となった総合体育館トレーニングルーム

巡回診療の様子 診察スペースとなった総合体育館小会議室

　災害対策本部の保健班では、健康福祉課保健センタ
ーの保健師3名、栄養士1名、事務職員2名の計6名が救
護所担当となり、救護所の設置、町立病院との調整、在
宅患者の把握、巡回診療、心のケア、衛生・栄養面の対
策など、時間の経過とともに必要になってくることを
一つひとつ行いました。
　3月12日、総合体育館避難所では、多くの人が体の
不調を訴え、対応にあたりました。その日だけで医療
相談は74件にのぼり、これが実質的な救護所としての
活動の始まりとなりました。
　総合体育館に設置した救護所は、総合体育館に避難
していた歯科医、看護師、薬剤師などの手を借りなが
ら運営を行いました。3月12日から町立病院の医師が
1日1時間程度診療に訪れ、本格的に診療を開始したの
は3月18日の夜、鳥取県の医療チームが来町してから
でした。
　3月12日から、女川第二小学校にも救護所を開設し、

総合体育館に救護所設置 職員3人を配置しましたが、18日から総合体育館1か
所に集約しました。また、急性症状のある方を診察す
るための静養室と診察スペースを確保して、長期対応
を意識した体制を整備しました。
　救護所には、3月13日から104名の住民が来所、静養
室スペースには発熱、嘔吐、不穏 状態を訴える20名以
上の方がおり、24時間体制で対応しなければならない
状況でした。
　また、体調が悪いにもかかわらず救護所に来ない方
や、避難所や車中泊の方の体調を把握するための巡回
も開始したほか、心因反応のある方、がんの治療を中
断している方、血圧の薬がなくて具合の悪い方、嘔吐
下痢症状のある大勢の子どもたちへの対応も行いま
した。そのほかにも、乳児のミルクのためにお湯を沸
かすといった様々な要望に応える必要もあり、救護所
の職員だけでは対応に追いつかない状況の中で、避難
していた看護師の資格を有する方などに声をかけボ
ランティアで協力していただきました。
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女川は、どう立ち上がったか第 3章 （1）災害対策本部設置と初動活動

■総合体育館　救護所　利用状況と動き

救護受付数

静養室
救護所の動き 支援の状況

町立病院

地域医療振興協会

鳥取県医療チーム（～5/18）

自衛隊医療班（～4/28）

石川県保健師チーム
（～8/29）

日本看護
協会看護師
（～3/28）

来室者数

・静養室が満杯　　　　　　・幼児の下痢が多い
・役場職員が石巻の薬局から市販薬をかき集め届ける
・診察用のカルテが必要　　・不安を訴える人が多い

・静養室のみ土足厳禁とし、隣室を診察室とする
・妊婦・乳児への支援開始
・福祉避難所設置

・診察殺到する　　・透析のコーディネート
・避難所巡回開始する

・総合体育館に救護所を設置
・被災した歯科医師、薬剤師、保健師が24時間体制で対応
・町立病院医師が1時間程度診察

・地域医療振興協会から医師が支援（診察9:00～14:00）
・体育館2F往診、スタッフ足らずボランティア募集

・福祉避難所運営開始
・町立病院と医療チームの申請、町の体制について話し合い開始

・体育館内班長会議で、嘔吐下痢対応感染対策講話
・19:00～医療調整会議

・妊婦2人を自衛隊救急車で石巻日赤へ送る
・19:00～医療調整会議

・医師提案で職員の診察を実施（19:30～20:30）

・体育館で朝のラジオ体操開始
・体育館内に血圧計、体温計設置　　
・19:00～医療調整会議　

・プライマリケア学会医師と町保健師による妊婦家庭訪問

・東北大学小児科松田医師支援（妊婦、乳幼児）
・20:00福祉避難所と会議

・救護所を総合体育館の1カ所に集約
・夜に鳥取県医療チーム6名が到着、診察に当たる（～5/18）
  （保健センタースタッフ24時間体制終了）

・各避難所へはじめて救護情報のちらしを配布
・救護所の衛生管理の徹底
・インフルエンザ疑い患者発生、喘息、風邪、嘔吐多い

・自衛隊救護所開所
・19:00～町立病院で医療調整会議を開始

・石川県保健師チームが到着（～8/29）
・19:00～医療調整会議
・在宅家庭訪問（ローラー）大作戦開始

・鹿児島県心のケアチームが到着（～9/30）、心のケア相談
   活動開始
・19:00～医療調整会議、精神障害対応

・嘔吐下痢患者が急増、体育館内でマッピング対策強化
・避難所の食事調査、栄養補助食品配布
・下痢専用簡易トイレ設置

・おながわ木村医院先生が応援に訪れる

3月31日 (木）

3月12日 (土）  

3月13日 (日） 25 104

3月14日 (月） 23 100

3月15日 (火） 15 168

3月16日 (水） 8 186

3月17日 (木） 7 136

3月18日 (金） 8 142

3月19日 (土） 7 144

3月20日 (日） 8 122

3月21日 (月） 9 124

3月22日 (火）  145

3月23日 (水）  109

3月24日 (木）  129

3月25日 (金）  

3月26日 (土）  

3月27日 (日）  

3月28日 (月）  

3月29日 (火）  

3月30日 (水）

10 74

104

131

137

108

94

鹿児島県心の
ケアチーム（～9/30）
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　医療・救護活動の中では、透析患者、妊婦、乳児、精神
疾患患者への対応なども急がれました。
　救護所では、体制の整備と並行して、診察日や訪問
日を手書きしたチラシを作成し、物資と一緒に避難所
に配布して救護所の活動を知らせる仕組みもつくり
あげていきました。
　透析患者については、避難所を回って患者の所在を
把握し、ヘリコプター、救急車、町立病院のタクシーへ
の乗合いなどの調整を行いました。石巻赤十字病院
とは直接の連絡が取れない状態でしたが、患者をとに
かく送り出して対応してもらうような形でした。
　妊婦・乳児への対応については、３月14日、日本プラ
イマリ・ケア連合学会の医師が来町、そして東北大学
周産母子センター医師、石巻赤十字病院の医師の協力
により支援を開始し、診察をした上で、出産予定の病
院、宿泊希望の有無、出産後の過ごし方等について妊
婦のニーズを聞き取りするという仕組みをつくりま
した。また、赤ちゃん成育ネットワークの支援を受け、
妊婦健診の病院受診などの通院について、タクシー搬
送の調整も行いました。
　心のケアについては、３月24日に、鹿児島県心のケ
アチームが到着してから取り組みが始まり、救護所診
察室となりに「こころの相談室」を設け、避難所などに
心のケア相談窓口についての手作りポスターを貼り、
チラシを配布して告知しました。救護所に拠点を置き、
23か所の避難所を救護医療チームと心のケアチーム
が一体的に巡回する体制を整え、精神科医療を必要と
する方、継続的な訪問ケアを必要とする方への対応に

透析患者、妊婦などへの対応

■嘔吐下痢症対策

①「嘔吐下痢処理かご」２セットの準備と人的配置
「嘔吐下痢処理かご」
ガウン、手袋、次亜塩素酸ナトリウムの希釈液、ティッシュ、
ゴミ袋、新聞紙、着替え
②下痢便専用トイレ（簡易トイレ）の用意
③手洗い消毒徹底のため手洗い見張り役の配置
④嘔吐下痢患者マップの作成

東北大学病院周産母子センター新生児室勤務医による避難所の健診

総合体育館での情報提供

追われる状況でした。
　また、風邪、嘔吐、下痢などの感染症症状を訴える住
民が増加したため、嘔吐処理班を結成し、栄養士が支
援スタッフの看護師と一緒に町内23か所の避難所の
衛生状況を把握し、その対応を行いました。
　これらの初動期活動を踏まえて、救護所では、救護
所利用者全員のカルテ、最大の避難所である総合体育
館にいる避難者全員の健康管理台帳や体育館内マッ
プを作成し、一人ひとりの健康管理に努めました。
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対策などを検討し、即対応していくこととし、毎日医
療班全体の打ち合せを実施することによって、避難所
の疾病状況、在宅生活者のニーズ把握、町立病院の早
期回復、救護所の整備などについての取り組みを確実
なものにしていきました。
　自衛隊医療班との連携についても、3月20日に自衛
隊の医務官が来町後、町内医療調整会議に加わってい
ただき、町立病院Ａ・Ｂチーム、鳥取県チーム、自衛隊
医療チームでシフトを決めて避難所を巡回する体制
をとり、インフルエンザ疑いの患者を自衛隊医療班の
設備で経過を観るなど、お互いに協力しながら活動を
行いました。

女川は、どう立ち上がったか第 3章 （1）災害対策本部設置と初動活動

　救護所では、鳥取県の医療チーム、自衛隊医療班、鹿
児島県心のケアチーム、石川県保健師チーム、町立病
院が協働することによって、医療・救護連携体制を整
えました。
　3月18日、宮城県の調整により、鳥取県の医療チーム
が配置、町内の医療がバラバラに提供されることを防
ぐために、3月19日から院長をリーダーとして町内の
医療体制を検証し、3月21日から医療調整会議を行い
ました。会議では、医療の目的の確認合意、継続的な
医療の提供（カルテの検討）、各救護所の活動及び体制
報告、避難所の巡回診療体制の検討・報告・改善、疾病

医療と救護の連携、地域医療の連携

スタッフミーティングの様子

自衛隊医療班ベース
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■地域医療の連携図

■巡回診療等担当表 H23/4/5作成

ホテル華夕美

女川第一小学校

東北電力浦宿寮

照源寺

東北電力堀切寮

女川高校

第一保育所

勤労青少年センター

さくら集会所

海泉閣

スローライフ野々浜

小屋取

原子力発電所

第二小学校

第三小学校

保福寺

御前分校（3/28～）

指ヶ浜（かっぱ農園）

町立A

町立A

町立A

町立A

町立A

町立B

町立B

町立B

町立B

町立B

自衛隊

自衛隊

自衛隊

鳥取

鳥取

鳥取

鳥取

鳥取

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

40人

3/28　41人

3/28　14人 全員元気

3/28　14人 受診10人

3/28　50人 受診6人

3/27　150人 受診21人
3/29　歯科診療

3/27　150人 受診21人

3/29　21人 受診4人

3/28　220人 受診47人
（上気道炎35）咳 胃腸炎少ない

携帯不通

みんな元気だが老人あり

3/29　216人 感冒あるが環境良好

3/28　73人

3/28　100人 受診11人 看護師が管理

3/27　150人 受診13人

3/28　40人 受診20人

3/29　21人 受診3人

町立病院（院長:女川町医療リーダー）

女川町医療調整会議
・1日おきに19:00開催
・医療の目的の確認合意
・継続的な医療の提供（カルテの検討）
・各救護所活動報告・体制報告
･避難所の巡回診療体制検討･報告・改善
・疾病対策検討（嘔吐下痢→マッピング）
・AEDの設置
・薬剤の供給確認
･病院へのアクセス確保

こころのケア（鹿児島県） 自衛隊救護所

・普通車で行けない避難所

・インフル疑い患者収容

・簡単な手術可
・救急搬送石巻日赤病院

報告・指示

体育館救護所
（鳥取県・石川県）

（調整：女川町保健師）

3/31
（木）

町内避難所
（体育館、病院除く） 状況 担当 4/1

（金）
4/2
（土）

4/3
（日）

4/4
（月）

4/5
（火）

4/6
（水）

4/7
（木）

4/8
（金）

4/9
（土）

○

○
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女川は、どう立ち上がったか第 3章 （1）災害対策本部設置と初動活動

　震災直後は、町の福祉係が中心となり、精神障がい者
の安否確認と近隣地域の精神科の稼働状況を把握し、
服薬継続体制の調整を行うことから始め、3月24日に鹿
児島県の心のケアチームが来町してからは、救護所、避
難所、在宅の方も含めて丁寧に訪問活動、相談活動を行
っていきました。
　４月に入ると、町民全体が被災している状況で、ここ
ろのケア体制の基本的な考え方を整理する必要性があ
りました。家族や友人等を失った方、家を失った方、仕
事を失った方など、女川町民全体の生活環境が震災で
一変し、ハイリスクな住民が急激に変化する現実に置
かれている中で、巡回健康相談、巡回診療の体制をとっ
ていましたが、支援が必要な方にサービスが行き届い
ているかどうかが分からない状況でした。
　震災直後から相談、訪問活動を行ってきましたが、全

こころのケア活動

町民が震災によるストレスを受けており、町民全体を
カバーできる仕組みが必要であると考えました。身体
状態を診察する診療室には住民は並びますが、「こころ

のケア」という表示を付けて避難所を訪問しても、住民
が離れていってしまうなど、精神的に辛い状況にもか
かわらず、「自分は大丈夫」とさらに自分の心にふたをし
てしまう状況が見られ、相談窓口のあり方を検討する
必要がありました。
　女川町における「こころのケア」のシステムづくりを
進めるにあたって、甚大な被害を受けた地域のコミュ
ニティを再生するためにも、まず、地域の仕組みづくり
に取り組みました。「こころとからだとくらしの健康相
談センター」を拠点とし、さらに町全体を8エリアに分
け地域住民の身近なところで相談・支援の窓口となる
「サブセンター」を設置しました。
　サブセンターには「こころとからだの専門員（以下、こ
こから専門員）」を1名ずつ常駐することにしました。
住民にとって、自分の気持ちを話せる環境があること、
身体を動かし・楽しむことのできる地域環境があること、
リスクの高い住民（身体不定愁訴、うつ症状、アルコール
依存等）に早期に気づき、支援できる地域環境があるこ
とを目的としたことから、ここから専門員には保健師、
看護師、保育士及びケアマネージャーといった専門職
を配置することとしました。また、女川町社会福祉協
議会も被災者の生活を支援する相談員（くらしの相談
員）を各エリアに2名ずつ常駐しました。さらに、保健師、
栄養士、地域包括支援センター、地域医療センターのリ
ハビリテーション室の職員も各地区を担当し、8つのエ

リアごとの横断的な会議を定期的に行うことで、地域
の課題を様々な職種で支えることとし、将来的には行
政区長、民生委員、保健推進員などの地域住民と協働で
地域を支えていくことを目的としました。

　女川町では、避難所における食事の提供体制の整備
と食環境の向上を図るため、食品等支援物資の流通や
食事の提供状況などの課題を把握し、課題に応じた栄
養改善活動が行えるよう自衛隊、女川町麺飯飲食業組
合、町内外の飲食業者、日本栄養士会、(社)日本酪農乳業
協会、宮城県東部保健福祉事務所などの支援を受け活
動を行いました。
　3月下旬には、町の栄養士が避難所を訪問し、避難所
における栄養・食事状況の調査を実施しました。5月
には、個別栄養相談、乳幼児一斉健診のために日本栄養
士会及び宮城県栄養士会から協力を得ました。また6
月には、仮設厨房計画、保育所、学校給食の再開に向けて
調整を行うなど、様々な協力を得ながらの活動でした
が、女川町食生活改善推進員会をはじめとした町民の
方による取り組みが最も力となりました。
　今回の活動を通じて、平常時の備え、日頃から食へ
の意識を高めることの重要性を実感することとなり
ました。

専門家・行政主体
ハイリスク者ケア
訪問（こころと身体のケアスタッフ：支援者）
医療連携体制
（こころと身体のケアスタッフ→総合医：町立病院）
（G-Pネット：総合医：町立病院→精神科医）

専門家と地域の協働
サロン活動、語らいの場（お茶っこ会）
健康教室、各種研修（人材育成）
傾聴ボランティア等との連携等
訪問（こころと身体のケアスタッフ：支援者）
こころと身体のケアスタッフ→総合医：町立病院

地域や職場における支え合い
サロン活動、語らいの場（お茶っこ会）
日常活動の工夫、健康相談、語らい
通常の保健・医療活動での配慮等

■女川町におけるこころのケアの対象者と対応の基本的な考え方

地域（家族・同僚等）の支え合い

一般診療
地域の支え合い

精神科診療

重症例

一般診療

軽症例

軽度例

大塚耕太郎先生（岩手医大）資料宇田改編

①各8ブロックの活動把握と
　コーディネート
②関係部署との調整
③人材育成（研修企画運営）
④全戸訪問等コーディネート
⑤支援情報システムの構築
⑥各地区支援員等課題検討会議運営
⑦出張診療相談企画
⑧心のケアスタッフ育成

石巻市医師会
石巻保健所
女川町社協
県精神保健センター
社会福祉施設
宮城県サポートセンター
宮城県心のケアセンター

地区担当制により、ここから専門員・
暮らしの相談員を配置する

区長・保健推進員
民生児童委員
食生活改善推進員
聴き上手ボランティア
健康づくりリーダー

ディレクターの役割

①担当地区健康相談
　（こころとからだとくらし）
②家庭訪問活動
③仮設集会所等でのお茶っこ会
　レクリエーション等の集団活動
④介護予防事業とのタイアップ
⑤年2回全戸訪問
⑥くらしと健康の情報提供

［ここから専門員・くらしの相談員の役割］

契約事務
支援情報システム管理
会計庶務

マネージャー（事務課長）

女川町地域医療センター
支援チーム

女川町地域医療センター

ディレクター
（チーム内コーディネート）

Dr、Ns、PT、OT

各担当医

との連携

※1  町内を8エリアに分け、それぞれのエリアにここから専門医を置く　　※2  「ここから専門医」活動については、人件費も含めて委託とする（ここから専門医は保健師、看護師、PSW）

女川町こころとからだとくらしの相談センター

女川町健康づくり推進協議会
（女川町こころとからだとくらしのネットワーク会議）

地域のつながりの再構築も目指した包括的な相談支援チーム

1 2 3 4 5 6 7 8

女川町復興支援センター
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　震災直後は、町の福祉係が中心となり、精神障がい者
の安否確認と近隣地域の精神科の稼働状況を把握し、
服薬継続体制の調整を行うことから始め、3月24日に鹿
児島県の心のケアチームが来町してからは、救護所、避
難所、在宅の方も含めて丁寧に訪問活動、相談活動を行
っていきました。
　４月に入ると、町民全体が被災している状況で、ここ
ろのケア体制の基本的な考え方を整理する必要性があ
りました。家族や友人等を失った方、家を失った方、仕
事を失った方など、女川町民全体の生活環境が震災で
一変し、ハイリスクな住民が急激に変化する現実に置
かれている中で、巡回健康相談、巡回診療の体制をとっ
ていましたが、支援が必要な方にサービスが行き届い
ているかどうかが分からない状況でした。
　震災直後から相談、訪問活動を行ってきましたが、全

町民が震災によるストレスを受けており、町民全体を
カバーできる仕組みが必要であると考えました。身体
状態を診察する診療室には住民は並びますが、「こころ

栄養・食生活支援活動も

のケア」という表示を付けて避難所を訪問しても、住民
が離れていってしまうなど、精神的に辛い状況にもか
かわらず、「自分は大丈夫」とさらに自分の心にふたをし
てしまう状況が見られ、相談窓口のあり方を検討する
必要がありました。
　女川町における「こころのケア」のシステムづくりを
進めるにあたって、甚大な被害を受けた地域のコミュ
ニティを再生するためにも、まず、地域の仕組みづくり
に取り組みました。「こころとからだとくらしの健康相
談センター」を拠点とし、さらに町全体を8エリアに分
け地域住民の身近なところで相談・支援の窓口となる
「サブセンター」を設置しました。
　サブセンターには「こころとからだの専門員（以下、こ
こから専門員）」を1名ずつ常駐することにしました。
住民にとって、自分の気持ちを話せる環境があること、
身体を動かし・楽しむことのできる地域環境があること、
リスクの高い住民（身体不定愁訴、うつ症状、アルコール
依存等）に早期に気づき、支援できる地域環境があるこ
とを目的としたことから、ここから専門員には保健師、
看護師、保育士及びケアマネージャーといった専門職
を配置することとしました。また、女川町社会福祉協
議会も被災者の生活を支援する相談員（くらしの相談
員）を各エリアに2名ずつ常駐しました。さらに、保健師、
栄養士、地域包括支援センター、地域医療センターのリ
ハビリテーション室の職員も各地区を担当し、8つのエ

リアごとの横断的な会議を定期的に行うことで、地域
の課題を様々な職種で支えることとし、将来的には行
政区長、民生委員、保健推進員などの地域住民と協働で
地域を支えていくことを目的としました。

　女川町では、避難所における食事の提供体制の整備
と食環境の向上を図るため、食品等支援物資の流通や
食事の提供状況などの課題を把握し、課題に応じた栄
養改善活動が行えるよう自衛隊、女川町麺飯飲食業組
合、町内外の飲食業者、日本栄養士会、(社)日本酪農乳業
協会、宮城県東部保健福祉事務所などの支援を受け活
動を行いました。
　3月下旬には、町の栄養士が避難所を訪問し、避難所
における栄養・食事状況の調査を実施しました。5月
には、個別栄養相談、乳幼児一斉健診のために日本栄養
士会及び宮城県栄養士会から協力を得ました。また6
月には、仮設厨房計画、保育所、学校給食の再開に向けて
調整を行うなど、様々な協力を得ながらの活動でした
が、女川町食生活改善推進員会をはじめとした町民の
方による取り組みが最も力となりました。
　今回の活動を通じて、平常時の備え、日頃から食へ
の意識を高めることの重要性を実感することとなり
ました。

■栄養改善・食育における活動

目　　　標 対　　　策

要支援者
・必要な栄養を摂取
　できる
・栄養面から疾患の
　悪化を防ぐ
　（6か月以内）

①避難所での食事栄養改善

②戸別訪問による栄養指導

③食生活改善推進員等地区組織活動の
　展開

⑤保育所児童給食管理

3月下旬 4月 5月 6月 7月 8月 ～

④児童・学童に対する食育活動

自衛隊撤退後の女川給食場の設置

避難所に提供する食事の関係機関の
調整

避難所ごとの食事調査と課題の改善
1日2～ 3回食1日2～ 3回食

調査

検討・準備・調整検討・準備・調整

5/9 ～ 1日3回食　栄養改善食事摂取調査とその課題の改善5/9 ～ 1日3回食　栄養改善食事摂取調査とその課題の改善

7/28 女川給食場提供開始7/28 女川給食場提供開始
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女川は、どう立ち上がったか

　震災当時、女川町では地域防災計画において福祉避
難所を定めてはいませんでした。
　最大の避難所となった総合体育館には健康福祉課
職員がおり救護所には保健師も常駐していましたが、
増えていく避難者への対応に追われ、要援護者への個
別支援を行えるような状態ではなくなり、要援護者が
利用できる避難所が必要になりました。
　3月14日、震災当日に社会福祉協議会（以下、社協）の
デイサービスを利用していて町立病院に避難してい
た方７名、総合体育館避難所に避難していた認知症の
方4名、それらの家族2名、計13名を受け入れるものと
して、旧老人保健施設食堂・居室に福祉避難所を設け
ました。
　健康福祉課職員5名と社協のデイサービスセンター
職員8名、計13名が、夜勤2名の24時間体制で対応し、
健康福祉課スタッフには、保健師2名、看護師1名、准看
護師1名を含み、社協スタッフには、准看護師、介護福
祉士、生活相談員、調理士各1名、ヘルパー3名を含め、
専門的な対応が可能な構成としました。
　また、22日には夜勤のボランティア支援者1名と、石
川県派遣の保健師2名も迎え、スタッフを充実させま
した。
　3月中は、この体制で、町立病院からの一般避難者、
小規模多機能居宅介護サービス利用者や避難所から
の要援護者を受け入れ、最大で75名を受け入れました。

　利用者は、デイサービスや小規模多機能居宅サービ
ス利用の要支援・要介護者、認知症高齢者、杖歩行高
齢者（日常生活がベッドの生活者）、身体障害者（片麻
痺、小人症、在宅酸素療法利用者など）、虚弱高齢者（歩
行器利用、階段歩行困難者）を対象に受け入れを行い
ました。
　食事は、被災後2週間は支援物資の菓子パンやおに
ぎり、水やお茶を配給しました。電気が復旧してから
は電子レンジでおかゆを温めて提供するなどしなが
ら、2週間目から1日2食提供へ、さらに3週間目からは
果物、漬物、レトルト食品、缶詰などの提供へ進み、そ
の後カセットコンロや炊飯器、電子レンジ、電気ポッ
トなどが支援物資として届いたことで、4月からは支

第 3章 （1）災害対策本部設置と初動活動

援物資で届いた食材（野菜や煮物、缶詰、調味料、米な
ど）を利用した炊き出し、調理品が提供できるように
なりました。そして9月には、災害救助法の基準で1人
当たり1,400円計算で、食材を購入し、調理して提供す
るようにしました。
　トイレは、5月連休頃に水道が復旧するまでは、施設
内のトイレにごみ袋を敷き、紙おむつを中に入れて排
泄するという方式をとりました。歩行できない方に
はポータブルトイレを提供して、同様の方式で対応し
ました。福祉避難所内は当初土足だったため、感染予
防策として、断水時期は手指消毒液やウェットティッ
シュの利用で清潔を保ち、ノロウィルス感染予防とし
て履物の消毒に取り組みました。さらに、4月からは
ボランティアの方々による協力のもと、福祉避難所全
体の床清掃を実施し、土足厳禁の室内環境に変え、感
染予防の徹底を図りました。
　また、入浴や清拭ができるようになったのは、4月中
旬のことでした。全国介護事業協会のボランティア
活動による移動入浴車での入浴支援や、断水時期には
自衛隊による給水支援を得て1週間に1回入浴できる
ようになりました。水道復旧後の6月からは介護保険
サービスも復旧し、サービス利用での入浴や福祉避難
所内（施設内）の浴室を利用して入浴回数を増やすこ
とができました。通水して以後、6月からは介護保険
サービスを利用し、浴室は施設内の浴室を利用して、
十分な入浴ができるようにしました。
　なお、介護器具、医療器具は、施設に残っていた用具
と、財団公益法人地域医療振興協会や介護福祉事業者
等から提供されたポータブルトイレ、杖、血圧計、体温
計、ベッドマットレスなどの支援物資でまかなうこと
ができました。

　3月下旬から5月末まで町立病院から訪問診療支援
（診察、内服薬の処方）、4月から5月末までリハビリ専
門職による要援護者への集団リハビリ・個別リハビ
リ支援に入っていただいたことで、身体機能の悪化予
防や精神的不安の軽減を図ることができました。
　5月17日からは仮設住宅への入居も始まり、避難者
は30名台、20名台、10名台へと減少、10月11日、残っ
た8名が福祉仮設住宅へ入居したことから、福祉避難
所は閉鎖しました。

3月14日、福祉避難所の独立、運営へ

食事に、トイレに、入浴に、ひと工夫

福祉避難所への医療支援

福祉避難所7
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①要援護者だけの受入れはしない
  （家族一緒、別々の避難にしない）
②家族の方々の協力、避難者同士の支え合いによる運営

運営方針は「家族単位での避難生活を」

■福祉避難所運営の経過

時期　　 　　　　  受け入れ数　　　　 　　　　　職員体制　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　備考

★ライフライン断絶
★支援物資での食事

★3.17衛星電話設置

★南方ナーシングホームへ12名移送
★3.22電源車で仮電源確保
★3.22 ～職員で炊き出し
★夜勤1名ボランティア支援者
★石川県保健師2名

★介護事業者協会ボランティアによる移動入浴車（週1回）
★夜勤1名ボランティア支援者
★～ 4/5石川県保健師1名

★水道仮復旧
★ボランティアによる移動入浴車
★夜勤1名ボランティア支援者

★ボランティアによる移動入浴車
★夜勤1名ボランティア支援者

★ボランティアによる移動入浴車
★夜勤1名ボランティア支援者
★5.1 ～世田谷ボランティア

★ボランティアによる移動入浴車
★夜勤1名ボランティア支援者
★仮設住宅入居開始

★介護サービス利用開始
★包括支援センター機能を1階に移動

★9.26台風15号の家屋被害で新規避難者受入

健康福祉課職員5名
社協職員8名
計13名

3名体制
夜勤2名体制（全員）

13名体制
夜勤2名体制（全員）

健康福祉課職員5名
（1名臨時ケアマネ）
社協職員 8名
（3名包括支援センター職員）
13名体制
夜勤は町職員4名で輪番制

13名体制
夜勤は町職員4名で輪番制

同上

13名体制
夜勤は町職員6名で輪番制

同上

同上

福祉避難所運営を社協委託
10.11福祉避難所閉鎖

3.14

3.15 ～ 19

3.20 ～ 31

4.1 ～ 10

4.11 ～ 20

4.21 ～ 30

5.1 ～ 16

5.17 ～ 30

6月

7.1 ～ 10.11

要援護避難者 11名
家族 2名
 計13名

町立病院からの
　一般避難者
杉楽苑の
　要援護避難者
原発体育館の
　要援護避難者
 計44名

町立病院からの
　一般避難者
町立病院からの
　要援護避難者
総合体育館の
　要援護避難者
 計75名

 60名

 53名

 46名

 38名

 30名

 20名

 8名～ 12名

平成23年3月14日、旧老人保健施設食堂・居室を利用して福祉避難所
を開設。10月11日まで要援護者の避難生活を支えました。

　震災による心身の不調、不安、喪失感の中、家族がバ
ラバラにならないよう、共に避難生活を乗り越えるこ
とを運営方針としたことで、運営において避難住民の
理解と協力（配食、トイレや廊下等の清掃、ストーブへ
の給油、ゴミ出しなど）が得られました。
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女川は、どう立ち上がったか

　震災当時、女川町には女川第一小学校、女川第二小
学校、女川第一中学校、出島に女川第四小学校、女川第
二中学校の5つの小中学校がありました。地震発生後
に電話が不通となり、情報を集めるために教育総務課
の職員が各学校へ向かいましたが、その後津波が襲来
しました。そのような状況下で対応はすべて各学校
に委ねられることとなり、それぞれがしっかりと災害
時のマニュアルに沿った対応を続けたほか、各学校へ
向かった職員の指示に従い、津波警報が発令される中、
安全が確保されるまでは子どもたちを保護者に引き
渡さない対応としたため、管理下にあった子どもたち
に限っては全員が無事でした。
　道路の復旧に伴い、14日より各学校の校長または教
員が本部まで徒歩で訪れ、現状を伝えるような体制が
できました。各学校へは、子どもたち、その家族につ
いてのできる限りの安否確認の指示が出されました
が、多くの避難所が存在していたこと、名簿ができる
までに時間を要したこと、また町を離れる家族がいた
り、連絡手段がなかったなどの多くの要因から、安否
確認には1カ月以上の時間を要しました。

  

　15日からは、各学校の校長・教頭を集めて第二小学
校で会議を行い、教育活動の正常化を図るための協議
を開始しました。子どもたちの心のケアは、すぐに対
応すべき問題でした。まずは居場所を作り、友達に会
って、慰めあえるような場所を作ることとし、学校の
空き教室を開放しました。14～15日よりいわゆる「青
空教室」を開始し、校庭や空きスペースを利用して、教
職員がゲーム、歌、読み聞かせを行いました。また、学
校が避難所になったことにより、夜間や休日も子ども
たちの様子を見守るため、教職員による宿直、土・日曜
の日直を行うこととしました。

第 3章 （1）災害対策本部設置と初動活動

11日～13日、対応は各学校に委ねられる

教育活動の正常化をめざして

子どもたちへの対応（教育）8

震災直後に止まった女川
第二小学校職員室の時計
（3月12日撮影）

3月11日 教育総務課の職員が到着
 津波襲来を確認し、高台にある体育館入口の駐車場に避難
 児童は図書室、避難者は校舎2階の廊下、特別室等で一
 夜を明かす
      12日 教育総務課職員が災害対策本部へ向かい状況報告
 出張中の校長が戻る
      13日 各避難所に児童の安否確認開始
      15日 学校再開
      23日 卒業式
      24日 修了式

3月11日 教育総務課の職員が到着
 津波襲来を確認し、総合運動場へ避難
 児童と保護者が総合体育館で一夜を明かす
      12日 児童を保護者へ引渡す
      13日 児童名簿作成
 児童の家族の安否確認を開始
 9割の児童の引き渡しが完了
      14日 「青空教室」を開始
      23日 卒業式
      24日 修了式

■小・中学校の初動状況

卒業式（女川第一小）

●第一小学校

●第二小学校
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震災直後の女川第二
小学校周辺の様子
（女川浜方面）
（3月12日撮影）

卒業式（女川第一中）

3月11日 校庭に避難後、倒壊の危険の低い体育館に避難
      12日 区長宅の衛星電話で東京・第3海上保安本部司令室に
 救助要請
 陸上自衛隊ヘリ2台により全島民300人が石巻市へ避難
 4カ所の避難所へ振り分けられる
      13日 児童・生徒の所在を確認
      16日 石巻商業高校の空き教室で、四小二中合同の勉強会を
 始める
      24日 四小卒業式、四小・二中合同修了式（場所：石巻商業高校）
4月  6日 女川第一小学校の避難所に移動する

卒業式（女川第二小）

河北新報　朝刊　平成23年3月25日（金）卒業生の作品「生きる」（女川第一中）

●第四小学校・第二中学校

3月11日 教育総務課の職員が到着
 津波襲来を確認し、高台の浄水場へ避難
 総合体育館へ移動し一夜を明かす
      12日 体育館が飽和状態になったため、学校の教室へ移動
      13日 保護者への引渡しを開始
      14日 希望する生徒は登校し、復習、読書、合唱などの活動を行う
      19日 卒業式
      24日 修了式

●第一中学校
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○転校、一時的に遠方で避難しなければならない生徒が多数。
○4月上旬、教師のメールがきっかけになりNPO法人愛伝舎が「希望
のえんぴつブロジェクト」を立ち上げ、えんぴつやノートの支援が
行われた。またユニセフから全校に学用品セットが配られた。

　そのほか、学用品については、文部科学省、ユニセフ
を通じて必要なものが届き、図書の提供の要望に対し
て全国の団体・企業から3万冊を超える本が寄贈され、
一般図書は避難所に配布、約5000冊の絵本は「ちゃっこ
い絵本館」に集め、子供たちの心のケアに役立てました。

　校舎が避難所となっていること、また給食や通学の
ための交通手段の確保などの理由から、小学校は第二
小学校に、中学校は第一中学校に集約して学校を再開
しました。学校が集約されているメリットを最大限
に生かしつつも、各学校の独自性を尊重しながら、行
事や教育活動を行いました。
　その後、平成25年3月31日をもって、小中全校は一
旦廃校となり、4月1日から「女川小学校」「女川中学校」
として新たなスタートを切りました。

女川は、どう立ち上がったか

　宮城県内の被災地では多くの小中学校が4月下旬か
ら再開されましたが、女川町では、子どもたちの教育・
生活環境の早期の正常化による心のケア、教育課程の
管理を行うため、4月8日の学校再開をめざしました。
しかし、7日に発生した余震の影響により、4日遅れて
12日の再開となりました。
　早期の学校の再開にあたっては、教科書の調達、給
食の提供、交通手段の確保など多くの問題を解決しな
ければなりませんでした。
　教科書については、新学期から使用する教科書のほ
か、前の学年で使用していた教科書の再発行も必要に
なりましたが、新しい教科書が提供されるのは４月下
旬の予定でした。そのため、4月に学習する分だけで
もカラーコピーで対応することとし、コピー許可の確
認を県教育委員会に依頼しました。この間、コピー対
応が必要になることがユニセフに伝わり、カラーコピ
ー機や用紙、インクが各学校に届けられました。一方
で、県教育委員会が文部科学省と交渉を続けた結果、
教科書印刷を業者に手配して対応してもらえること
となり、4月6日には新学期用の教科書を用意すること
ができ、前の学年の教科書もそれから1カ月程度で届
きました。ユニセフから届けられたコピー機は、副教
材を作る際などに有効に使用されました。
　給食については、公益財団宮城県学校給食会の協力
を得て、４月からパンと牛乳の簡易給食が提供される
こととなりました。また、震災前の環境で授業を受け
ることが心のケアにつながるとの思いから、町内だけ
でなく石巻市の避難所で生活している子どもたちも、
バスを利用して女川まで通える環境を整えるため、ス
クールバスを委託していたバス会社に依頼してバス
10台を確保し、町内や石巻市内の避難所を回って子ど
もたちの送迎を行いました。

第 3章 （1）災害対策本部設置と初動活動

4月12日学校再開に向けて

町内5校の協力体制

4月12日 入学式・始業式
 第二中学校、第一小学校（21日～）が第一中学校校舎を
 共同で使用
5月2日 部活動再開
5月13日 まなび夜がスタート。教室を18：00～ 20：30に自習
 室として開放
5月23日 下校バスが17：30出発となり、部活動の時間が確保で
 きるようになった
6月4日 ユニセフ来校
6月25日 石巻地区中総体
7月6日 修学旅行
8月27日 中学校合同運動会

■小学校の動き

■中学校の動き

4月12日 各小学校入学式・始業式
 第四小学校が第二小学校の校舎を共同で使用
5月10日 第二小学校に町の図書館の一つとなる「ちゃっこい絵
 本館」開館
6月12日 小学校合同運動会
7月21日 第一小学校が第二小学校の校舎を共同で使用

○土・日曜、祝日も学校を開放、図書に触れる機会を設定。
○徳島県からの支援物資である児童書や絵本が児童の心のケアにつ
ながった。
○徳島商業高校との交流により、「さざなみ太鼓」が復活に当たりT
シャツ支援、太鼓の修復支援が生まれた。12月に徳島県で披露する。

ちゃっこい絵本館
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　指導内容を確実に子どもたちに教えること、つまり
教育課程の管理は大きな課題となり、子どもがどの課
程まで学び、身に付けたかという確認をしながらの指
導が続けられ、さらに、半数以上の子どもが避難所暮ら
しである状況から、奪われてしまった家庭学習の場を作
るために、夜間の学校開放「まなび夜」を開始しました。
　7月4日からは、教職員の負担を軽減するため、NPO
カタリバが夜間学習活動の取り組みを引き継ぎ、「女

教育課程の管理、家庭学習の時間確保、
心のケア

4月12日　入学式（女川第二小）

4月12日　入学式（女川第四小）

4月12日　入学式（女川第二小）

8月27日　中学校合同運動会6月12日　小学校合同運動会

川向学館」を開設、バス送迎により安心、安全な環境を
確保し、開設当初は二百数十人の子どもたちが通いま
した。「女川向学館」では学校と協力しながら、学習指
導だけではなく、心のケアもできるような環境づくり
が行われました。
　さらに、子どもたちがカウンセリングを受けられる
体制を整えるため、スクールカウンセラー、ソーシャ
ルワーカー、養護教員を受け入れたほか、夏休みには
宿泊体験学習など、全国から支援を受けて、子どもた
ちの心をいやす取り組みを活発に行いました。
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特別コラム   4

子どもたちの
未来のために
私たちが
できることを

地震当日とその後の対応は各学校に任された

　地震の際、私は議会に出席しており、議会の延期
が決まった後に教育委員会に戻りました。しばら
くすると緊急用電話も使用できなくなり、教育総務
課の職員が情報収集に各学校に向かいましたが津
波により連絡が途絶え、その後の学校の対応はすべ
て各校長に委ねられました。
　数日後に報告を受けて分かったことですが、各学
校では災害時のマニュアルに従って正確に対応を
行い、避難所として避難住民の受け入れ対応も行わ
れていました。

　震災直後、教職員と考えていたのは、阪神淡路大
震災の時の神戸の学校だったらどう対応するだろ
うか、東京大空襲の際には教育はどういう形で復興
したのかということでした。
　教室は避難所となり、残っているのは校庭や運動
場だけです。それなら教室はそこしかありません。
子どもたちを連れていき「青空教室」を行いました。
私たちは、笑顔が浮かべられるような状況を作りた
いという一心でした。

　震災直後の動きとして、特に他の被災市町より早
かったのは学校の再開だったと思います。県の教

育委員会に対しても14、15日には要請を行いました。
　その理由は、女川町が激甚被災地であったことに
あります。たとえば第二小学校の子どもたちの9割
以上が津波で自宅を流され、ほぼ全員が避難者とい
う異常状態でした。第一小学校では約4割、中学校
全体では約5割、平均すると6割弱の子どもたちが避
難生活を余儀なくされ、教育環境が全く変わり、自
分の居場所も変わってしまうという、経験したこと
のない状況に置かれてしまいました。
　そのような状況下、とにかく子どもたちの環境を
考えることが最優先でした。子どもたちにとっては、
学校へ来るということが日常で、学校は安心安全な
場所であり、友達と仲良くする場所です。人的なコ
ミュニティが社会的に破壊された状況で、どうやっ
て子どもたちに対応するのかを考えました。本来
なら学校と保護者で考えるべきことかもしれませ
んが、避難生活を送る中、保護者も余裕はありませ
んでした。そこで教育行政側がどんな手を差し伸
べられるかを考えた結果が、学校の早期再開へとつ
ながりました。
　バス、学用品、給食の手配など条件をクリアし、学
校再開に至るまでにはいろいろな困難がありました
が、結果、教育の遅れを取り戻すために夏休みや冬
休みを削るということもありませんでした。学校に
子どもが通うことによって保護者も日常性を取り
戻すことができたのではないでしょうか。

　子どもたちに対して最も心配したのは、震災によ
って授業が行えずに教科書にある指導内容を確実
に子どもたちが教わることができなくなるという、
未履修の問題でした。未履修の状況にならないよ
うにするためには教育課程管理、つまり、どこまで
子どもたちが学んで覚えたかという確認をしっか
りと行う必要がありました。
　そこで、避難所内に勉強ができる場所を作るとと
もに、子どもたちの居場所を作るという目的のもと
に、夜間の教室の開放を行いました。また、このよ
うな状況だからこそ教職員には通常以上の努力を
してほしいという思いから、夜間の学校管理も教職
員ですることとし、毎日の“宿直”と、土・日曜の“日直”
を行うこととしました。
　その後6月末に、教職員の宿直、日直は終了し、7月
から、支援団体であるNPOカタリバの協力で、地元

で働く場所を失った学習塾の経営者やスタッフとと
もに「女川向学館」を立ち上げ、新たに子どもたちの
教育の場を作りました。「女川向学館」では足となる
バスも無償で提供いただくこととし、当時二百数十
人の子どもたちが通いました。
　この取り組みでは、教育課程に沿った学習、子ど
もたちの心のケアも含め、「学校教育とともに考え
る」という形で進められました。立ち上げの際、私
は震災に向かい合って、震災を乗り越えられるよう
な子どもを育ててほしいと伝えました。女川の子
ども達は女川のみんなで育てようという共通の願
いのもとで、それぞれの役割を果たしながら、「女川
向学館」の運営が続けられました。

　長期の休みになっても子どもたちは避難所で生活
することになります。町にはがれきが残り、外で自由
に遊ぶこともできません。そこで私たちは手を挙げ、
ボランティアで子どもたちを引き受けてくれるとこ
ろを募りました。全国から数えきれないほどの支援
の申し出が集まり、三百数十人の子どもたちは束の
間ですがのびのびと遊ぶことができました。
　そのほか、さまざまな地域や団体との交流、取り組

みが子どもたちに楽しみ、喜びを与えてくれました。

　教育振興に向けて、どんな考え方や理念で対応し
ていくのか、それは新たな課題でした。震災を受け
て見えてきた問題点から、新しい問題提起ができま
した。
　平成23年10月、震災後の改訂版「女川町教育振興
基本計画」を策定しました。震災後の環境において、
家庭・学校・地域社会が総がかりで教育を行うこ
ととし、子どもたちに「確かな学力」「豊かな人間性」
「健やかな体」の知・徳・体のバランスを基盤とした
「生きる力」を身に付けさせることを目標とする教
育の基本理念と基本目標を設定しました。

　子どもたちの教育を考えるということは、将来を
考えることだと思います。スピード感を持って、い
い未来のために何を残せるかを考えていました。
この中で大切にしたかったのは、志をもち、将来、未
来に夢や希望を描けるような子どもたちを育てる
こと、向かい合って災害を乗り越えられる子供にな
ってほしい、それが強い思いでした。

「学校管理」をいかに進めるかが課題となった

早期の学校再開へ向けて

女川の子どもたちは女川のみんなで育てよう

女川町教育委員会 

遠藤定治前教育長
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女川町は、どう立ち上がったか第 3章

　地震の際、私は議会に出席しており、議会の延期
が決まった後に教育委員会に戻りました。しばら
くすると緊急用電話も使用できなくなり、教育総務
課の職員が情報収集に各学校に向かいましたが津
波により連絡が途絶え、その後の学校の対応はすべ
て各校長に委ねられました。
　数日後に報告を受けて分かったことですが、各学
校では災害時のマニュアルに従って正確に対応を
行い、避難所として避難住民の受け入れ対応も行わ
れていました。

　震災直後、教職員と考えていたのは、阪神淡路大
震災の時の神戸の学校だったらどう対応するだろ
うか、東京大空襲の際には教育はどういう形で復興
したのかということでした。
　教室は避難所となり、残っているのは校庭や運動
場だけです。それなら教室はそこしかありません。
子どもたちを連れていき「青空教室」を行いました。
私たちは、笑顔が浮かべられるような状況を作りた
いという一心でした。

　震災直後の動きとして、特に他の被災市町より早
かったのは学校の再開だったと思います。県の教

育委員会に対しても14、15日には要請を行いました。
　その理由は、女川町が激甚被災地であったことに
あります。たとえば第二小学校の子どもたちの9割
以上が津波で自宅を流され、ほぼ全員が避難者とい
う異常状態でした。第一小学校では約4割、中学校
全体では約5割、平均すると6割弱の子どもたちが避
難生活を余儀なくされ、教育環境が全く変わり、自
分の居場所も変わってしまうという、経験したこと
のない状況に置かれてしまいました。
　そのような状況下、とにかく子どもたちの環境を
考えることが最優先でした。子どもたちにとっては、
学校へ来るということが日常で、学校は安心安全な
場所であり、友達と仲良くする場所です。人的なコ
ミュニティが社会的に破壊された状況で、どうやっ
て子どもたちに対応するのかを考えました。本来
なら学校と保護者で考えるべきことかもしれませ
んが、避難生活を送る中、保護者も余裕はありませ
んでした。そこで教育行政側がどんな手を差し伸
べられるかを考えた結果が、学校の早期再開へとつ
ながりました。
　バス、学用品、給食の手配など条件をクリアし、学
校再開に至るまでにはいろいろな困難がありました
が、結果、教育の遅れを取り戻すために夏休みや冬
休みを削るということもありませんでした。学校に
子どもが通うことによって保護者も日常性を取り
戻すことができたのではないでしょうか。

　子どもたちに対して最も心配したのは、震災によ
って授業が行えずに教科書にある指導内容を確実
に子どもたちが教わることができなくなるという、
未履修の問題でした。未履修の状況にならないよ
うにするためには教育課程管理、つまり、どこまで
子どもたちが学んで覚えたかという確認をしっか
りと行う必要がありました。
　そこで、避難所内に勉強ができる場所を作るとと
もに、子どもたちの居場所を作るという目的のもと
に、夜間の教室の開放を行いました。また、このよ
うな状況だからこそ教職員には通常以上の努力を
してほしいという思いから、夜間の学校管理も教職
員ですることとし、毎日の“宿直”と、土・日曜の“日直”
を行うこととしました。
　その後6月末に、教職員の宿直、日直は終了し、7月
から、支援団体であるNPOカタリバの協力で、地元

で働く場所を失った学習塾の経営者やスタッフとと
もに「女川向学館」を立ち上げ、新たに子どもたちの
教育の場を作りました。「女川向学館」では足となる
バスも無償で提供いただくこととし、当時二百数十
人の子どもたちが通いました。
　この取り組みでは、教育課程に沿った学習、子ど
もたちの心のケアも含め、「学校教育とともに考え
る」という形で進められました。立ち上げの際、私
は震災に向かい合って、震災を乗り越えられるよう
な子どもを育ててほしいと伝えました。女川の子
ども達は女川のみんなで育てようという共通の願
いのもとで、それぞれの役割を果たしながら、「女川
向学館」の運営が続けられました。

　長期の休みになっても子どもたちは避難所で生活
することになります。町にはがれきが残り、外で自由
に遊ぶこともできません。そこで私たちは手を挙げ、
ボランティアで子どもたちを引き受けてくれるとこ
ろを募りました。全国から数えきれないほどの支援
の申し出が集まり、三百数十人の子どもたちは束の
間ですがのびのびと遊ぶことができました。
　そのほか、さまざまな地域や団体との交流、取り組

みが子どもたちに楽しみ、喜びを与えてくれました。

　教育振興に向けて、どんな考え方や理念で対応し
ていくのか、それは新たな課題でした。震災を受け
て見えてきた問題点から、新しい問題提起ができま
した。
　平成23年10月、震災後の改訂版「女川町教育振興
基本計画」を策定しました。震災後の環境において、
家庭・学校・地域社会が総がかりで教育を行うこ
ととし、子どもたちに「確かな学力」「豊かな人間性」
「健やかな体」の知・徳・体のバランスを基盤とした
「生きる力」を身に付けさせることを目標とする教
育の基本理念と基本目標を設定しました。

　子どもたちの教育を考えるということは、将来を
考えることだと思います。スピード感を持って、い
い未来のために何を残せるかを考えていました。
この中で大切にしたかったのは、志をもち、将来、未
来に夢や希望を描けるような子どもたちを育てる
こと、向かい合って災害を乗り越えられる子供にな
ってほしい、それが強い思いでした。

多くの支援を受けて

新しい教育計画

教育を将来へつなげる

■今後10年で目指す女川町の教育の姿
めざす子どもたちの姿

志をもって、未来を切り拓いていく子どもたち

社会の変化に柔軟に対応し、志をもって、未来を切り拓いていく力をもった人（町民）を育てる

四つの基本目標

社会を生き抜いていくため
に、知・徳・体のバランスを
基盤とした「生きる力」を身
に付けるとともに、夢と志を
もち、その実現に向けて努力
し、行動できる人を育てます。

自然豊かな「海と魚の町」女川
を愛し、歴史が培ってきた伝
統や文化、社会の規範、公共の
精神を尊重するとともに、思
いやりや助け合う気持ちをも
ち、明日の社会を支える人を
育てます。

よい教育のためには、学校だけ
でなく、家庭・地域社会が教育
活動を支え、豊かな環境をつく
ることが重要です。相互の連
携・協力の推進を図り、社会総
ぐるみで子どもを育てる環境
をつくります。

生涯を通じて健康で生きがいの
ある生活を送るために、多様な
学習や活動の機会が必要です。
　生涯にわたって学び続け、
スポーツに親しみ、高め合う
ことができる地域社会をつく
ります。

知・徳・体の調和がとれ、
夢と志をもち、その実
現に向けて努力する人
を育てます

女川を愛し、伝統と文化、
規範を尊重し、明日の社
会を支える人を育てます。

学校・家庭・地域社会の教
育力を高め、連携し、社会
全体で子どもを育てます。

生涯にわたって学び続け、
高め合うことができる地
域社会をつくります。

本町の教育理念
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女川は、どう立ち上がったか第 2章 （1）災害対策本部設置と初動活動

　津波により町内が壊滅的な被害を受け、多くの住民
が避難所生活を余儀なくされる中、食料や生活物資の
不足が深刻な状況となりました。
　がれきによる道路網の寸断により外部からの支援
も期待できず、支援物資も届かない状況の中で迎えた
3月12日の夜、災害対策本部会議において食料調達に
ついて議論がなされ、「支援物資が届かないのなら、自
ら確保するという手段も必要ではないか。」という町
長の提案により、翌日、隣接する石巻市に食料の調達
に向かうことが決定しました。
　3月13日朝、町長を先頭に職員数名が災害対策本部
の置かれた女川第一中学校から、車の通行が可能とな
る勤労青少年センターまで徒歩で移動し、そこから被
災を免れた公用車（2tダンプ2台、乗用車2台）で石巻市

食料、生活必需品の確保へ

水・食料の確保、生活物資の確保9

ヘリコプターによる支援物資の搬送

に移動し、職員の親戚の農家や道の駅「上品の里」、JA
石巻などを回り、米や野菜などの食料を調達すること
ができました。
　なお、この日の午後には女川第一中学校や総合体育
館に通じる道路のがれきが撤去され、車両の通行が可
能となり、自衛隊による支援物資の搬入が行われ、多
くのパンや缶詰が搬入されました。
　3月14日、災害対策本部に町民課、商工観光課の職員
で食糧物資班が編成され、女川第二小学校体育館を拠
点として、避難先の情報をもとに物資の仕分けを行い、
自衛隊の協力により避難先への物資の配給を開始し
ました。
　14日以降には、個人や企業、団体からも支援が寄せ
られるようになり、また、自衛隊やアメリカ軍のヘリ
コプターによる物資の搬入も行われ、次々と支援物資
が届くようになりました。

　支援物資が定期的に届くようになると、食糧物資班
の作業はボランティアの協力を得ながらの仕分け，配送
が中心になりました。支援物資の中には、各避難所に直
接届けられるものもあり、内容が偏らず各避難所に平均
して必要な物資を配給するよう調整が必要でした。

　また、支援物資が増えるにつれて、第二小学校体育館
だけでは受け入れが困難となり、物資の受入れ、払出し、
分別の方法が課題となったことから、支援物資の種類
で大きく分類し、食料や日用品は第二小学校体育館、衣
類や器具類は第一中学校体育館及び総合体育館器具庫
に保管することとし、入出庫の管理と分類分けを行い、
配給がスムーズに行えるよう体制を整えました。
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　津波により町内が壊滅的な被害を受け、多くの住民
が避難所生活を余儀なくされる中、食料や生活物資の
不足が深刻な状況となりました。
　がれきによる道路網の寸断により外部からの支援
も期待できず、支援物資も届かない状況の中で迎えた
3月12日の夜、災害対策本部会議において食料調達に
ついて議論がなされ、「支援物資が届かないのなら、自
ら確保するという手段も必要ではないか。」という町
長の提案により、翌日、隣接する石巻市に食料の調達
に向かうことが決定しました。
　3月13日朝、町長を先頭に職員数名が災害対策本部
の置かれた女川第一中学校から、車の通行が可能とな
る勤労青少年センターまで徒歩で移動し、そこから被
災を免れた公用車（2tダンプ2台、乗用車2台）で石巻市

避難所へ、自宅避難民へに移動し、職員の親戚の農家や道の駅「上品の里」、JA
石巻などを回り、米や野菜などの食料を調達すること
ができました。
　なお、この日の午後には女川第一中学校や総合体育
館に通じる道路のがれきが撤去され、車両の通行が可
能となり、自衛隊による支援物資の搬入が行われ、多
くのパンや缶詰が搬入されました。
　3月14日、災害対策本部に町民課、商工観光課の職員
で食糧物資班が編成され、女川第二小学校体育館を拠
点として、避難先の情報をもとに物資の仕分けを行い、
自衛隊の協力により避難先への物資の配給を開始し
ました。
　14日以降には、個人や企業、団体からも支援が寄せ
られるようになり、また、自衛隊やアメリカ軍のヘリ
コプターによる物資の搬入も行われ、次々と支援物資
が届くようになりました。

　支援物資が定期的に届くようになると、食糧物資班
の作業はボランティアの協力を得ながらの仕分け，配送
が中心になりました。支援物資の中には、各避難所に直
接届けられるものもあり、内容が偏らず各避難所に平均
して必要な物資を配給するよう調整が必要でした。

女川第一・第二小学校体育館に届いた支援物資

　また、支援物資が増えるにつれて、第二小学校体育館
だけでは受け入れが困難となり、物資の受入れ、払出し、
分別の方法が課題となったことから、支援物資の種類
で大きく分類し、食料や日用品は第二小学校体育館、衣
類や器具類は第一中学校体育館及び総合体育館器具庫
に保管することとし、入出庫の管理と分類分けを行い、
配給がスムーズに行えるよう体制を整えました。
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女川は、どう立ち上がったか第 2章 （1）災害対策本部設置と初動活動

水産加工会社のトラックによる給水

　物資の配給に関しては、避難所だけでなく、自宅避難
民への配給も必要となりました。佐川急便、赤帽との
契約により避難所各地区に配送する体制を整備し、配
給回数も、1日1食、2食、3食と順次増やしていきました
が、運送業者は、効率的なコース設計をして搬送を実行
していました。
　4月に学校が再開し、平常に戻るにつれて、学校施設
での物資保管を検討し直すことが必要になりました。
第二小学校の体育館を授業で使用することとし、10月
から物資の窓口を第一中学校の体育館に移動しました。
24年3月には、第一中学校体育館での保管も閉鎖し、子
育て支援センター、総合運動場内の大型テントでの保
管へと転換していきました。
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　地震後の津波被害により、女川町では、上水道区域、
簡易水道区域の全戸が断水となりました。
　震災当日、建設課水道担当職員全員が出島、江島で
水道工事の作業を行っていたため、島から救助される
3月13日までの3日間は、水道業務の経験のある職員
が水道関連の作業を担当しました。

　女川町には女川浄水場、鷲神浄水場の2カ所の浄水
場があり、地震直後に建設課の職員が点検に向かいまし
た。点検中に津波が町を襲いましたが、女川浄水場は
地震による機械の故障や津波被害が少なく、非常時に
水の流出を防ぐ緊急遮断弁により1,000トンの水が貯水
できていることに加え、自家発電設備により電源が確保
され、浄水処理を行えることが判明しました。燃料の
残量を計算しながら、浄水場に配備していた給水車用
のタンク2基に水を準備し、3月12日、地域住民のトラッ
クを借り、給水タンクを載せて避難所を回り給水活動
を行いました。
　3月14日、離島から戻った水道担当職員の確認によ
り浄水場の被害状況が分かりました。

津波により町内全戸が断水に

水道復旧、下水道対応10

　鷲神浄水場では早急に導水管の漏水修理に着手し
ました。東北電力との共有設備であったため東北電
力に調査を依頼し、3月24日までには導水管の修理が
完了し漏水検査を行いました。鷲神浄水場の応急復
旧としては、急速ろ過装置のポンプ、弁、配管を更新、
薬品を注入するポンプの1台を復帰させ、被災した場
内配管の更新を行いました。4月1日に応急復旧が完
了し、4月5日に第一小学校へ通水し、4月6日に旭が丘
地区に通水しましたが、4月7日の余震によって断水し、
再点検を余儀なくされました。

　水道担当職員が戻ったことにより、避難所や自宅避
難者へ給水車等により給水を行う給水班、配水管や給
水施設の修繕を行う水道復旧班の2班に分かれ、給水
作業と同時に給水区域の拡大を行いました。
　女川浄水場では、施設内の通常の水道蛇口からタン
クに給水していたため、作業に時間を要していました
が、配水池の近くにある給水施設（消火栓）から給水で
きることが分かり、給水作業のスピードアップを図る
ことができました。その後、町内の水産加工業者から、
スカイタンクを積載したトラックと給水作業を行う
人員の協力があり、車両7台により給水作業を実施し、
避難所だけでなく、自宅避難者のいる地域まで定期的
に給水を行うことが可能となりました。

女川・鷲神浄水場の状況

■3月14日時点での浄水場の状況

給水作業の拡大

女川浄水場：水質計器室廻り地盤沈下状況

●女川浄水場  [鳴野川、入沢川、留野川より取水]
　・施設被害は少なく自家発電設備により継続的に水を作ることが
可能（16日より自衛隊から軽油の提供）

　・配水池の1つは緊急遮断弁により1,000トンの水が貯水されてい
るが、他の2つの配水池は津波被害により宅地等に配水している
管路の漏水により全て流れ出ており貯水されてなかった。

　・ろ過池等躯体施設はクラック発生等の小規模災害であり浄水作
業には影響はない。

　・盛土部の崩壊による地盤沈下、ロック擁壁の損傷、フェンス等の
損傷が認められた。

●鷲神浄水場  [北上川より取水]
　・施設被害が非常に大きく浄水作業を行うには応急復旧が必要
　・建築構造物では、薬品注入棟（RC造）はクラックの発生、薬品貯
蔵室（ブロック造）は全損。

・ろ過池も被害は少ないものの、周囲の地盤沈下により場内配管、
電気配線の損傷が認められた。

　・管理棟（RC造）はクラック発生している。
・ろ過池上屋（鉄骨スレート張）は地盤沈下により上屋全体で沈
下し、内部施設に影響を及ぼしている。

・機械設備は薬注ポンプが故障し、電気計装設備では配水流量
計が故障した。

・沈澱池の躯体施設はクラック発生やモルタル破壊等の小規模
被害であった。

　・23㎞離れた取水場から引く導水管が破損、漏水

水道復旧
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女川は、どう立ち上がったか

上水道（市街地）の復旧
　水道復旧については、総合体育館、第二小学校、第一
中学校という女川浄水場に近い避難所から水道を通
すことが検討されました。図面は津波で流されてい
たため頼りになるのは職員の記憶のみでした。手分
けをして漏水を確認しながら、水道を復旧させること
とし、町内水道業者に声掛けし、協力できる作業員を
集めて作業を開始しました。
　3月19日には第二小学校までの漏水検査が終了し、
3月20日には第二小学校体育館と共同調理場の水道が

第 3章 （1）災害対策本部設置と初動活動

復旧し、避難者への炊出しに必要な水を確保すること
ができました。3月21日に第一中学校の水道も復旧し
ましたが、総合体育館は高台まで水を運んでいたポン
プが津波で破損、電源もなくポンプを稼働することも
できないため、仮設管で水を引くことを計画し、265m
の仮設管を業者に発注し、3月25日には水道を通すこ
とができました。
　浄水場近隣の避難所までの水道が復旧し、さらに自
宅避難者がいる地域や町内の各避難所へと給水を拡
大するため、浄水場の上流から順次漏水確認及び修繕
作業を行いながら、津波被害の
ない地域までの通水確認を行い
ました。修繕作業の内容は、津波
被害で家屋が流失し、給水設備
が破損した箇所を止水栓止め又
はキャップ止めして止水しまし
た。また、通水確認するため、が
れき処理を行ないながら仕切弁
の操作を行い、徐々に水道管の
点検、修理を進めていきました。

簡易水道の復旧
【高白・五部浦地区】
　五部浦地区では、地震の影響により高白配水池（RC
造）内面に亀裂が発生し漏水が認められました。新飯
子浜浄水場は津波により全て冠水し、建具を除いた建
築物、土木構造物以外は全て使用不能となりました。
高白配水池においては防水塗装により漏水修繕を行
い、新飯子浜浄水場においては、
同地区に被災していない旧飯子
浜浄水場があり、そこで浄水作
業が行えたため、新飯子浜浄水
場の応急復旧は行いませんでし
た。その後、電気の復旧に伴い
水道管の点検と復旧を行い、順
次通水を進め五部浦地区の給水
拡大を行いました。

【北浦・出島・江島地区】
　北浦地区方面では、津波被害により、北浦地区へ送
水する石浜ポンプ場の建物内部機械設備、電気設備が
全て冠水しており、運転不可能な状態でした。また、
出島配水池へ水を送る出島ポンプ場においても、津波

市街地における
水道復旧状況

水道復旧への取り組み 被害により建築物が流失しており、機械設備、電気設
備は冠水し運転不可能となりました。 
　津波被害を受けた石浜ポンプ場、出島ポンプ場では、
送水ポンプを応急修理し各種弁を更新し、薬品注入ポ
ンプ、次亜貯槽、受電設備、送水ポンプ盤（仮設盤）を設
置し応急運転を行いました。その後、電気の復旧に伴
い水道管の点検と復旧を行い、順次通水を進め北浦地
区への給水を拡大しました。
　出島と江島には本土から海底送水管により水道水
を供給しており、出島までの海底送水管には被害はあ
りませんでしたが、出島から江島の間の海底送水管が
津波で破損し、江島地区への給水が行えない状況とな
りました。そのため、独立行政法人水資源機構（以下、
水資源機構）の協力により、可搬式海水淡水化装置（海
水をろ過して飲料水にする装置）を導入し、水の確保
を目指しました。江島北側の港内に可搬式海水淡水
化装置を設置し、造水した水は塩素滅菌後に仮設ポン
プにより既設の水道管を通じて各戸に供給しました。

  地域    月日
浦　宿 4月  3日
旭が丘 4月  6日
鷲　神 4月28日
小　乗 5月25日
女　川 3月25日
清　水 4月26日
宮ケ崎 4月30日
石　浜 5月  1日

■水道復旧の流れ（上水道）

3月
15日 水道は、配水池などから2,900トン確保。給水車も確保。
16日 水産関係会社の協力で車両7台で12箇所の避難所の給水、
 全体で50トンを配布。
 町立病院は、陸上自衛隊においてポリタンクに給水し搬送。
19日 第二小学校プール、共同調理場まで配水。
20日 二小は水道使用可。鷲神浄水場の通水テスト実施中。
22日 総体の漏水調査に着手。
23日 総体の漏水工事。鷲神浄水場の通電が完了した。電気設
 備の点検を実施。
24日 総体避難所への送水工事。
26日 北上川からの導水管が真野付近で漏水。
29日 石巻日水協を経由して浄水器10台の提供の話があった。
 電源が必要になる。
4月
  2日 バルーン方式の給水タンク1トン13台入る。
  3日 給水タンク12基入る。三小避難所に1基設置。
  4日 鷲神浄水場の配水池が回復。
  5日 一小は通水した。漏水が多い。
  6日 町立病院までの仮設配管の敷設作業。
 浦宿方面は線路沿いの路線、一小給食室まで通水完了。
  7日 旭が丘地区の通水。
≪余震≫
  8日 鷲神浄水場は地震で機器が故障。女川浄水場も故障。
11日 旭が丘、浦宿、大沢方面は通水。
13日 内山ポンプ場から配水池まで通水中。
14日 鷲神浄水場へ河北からの導水管（本管）で漏水。旭が丘、
 浦宿方面の断水。
15日 鷲神浄水場までの導水管が石巻市大瓜付近で漏水。町立
 病院への通水完了。
16日 鷲神浄水場通水。
17日 旭が丘、浦宿、大沢方面の通水。
18日 堀切方面、照源寺から電力アパート方面通水。
20日 女川・鷲神浄水場の水質に福島原発の影響なし。
26日 鷲神浄水場が通常運用。清水の仮設住宅建設予定地ま
 で通水。

高白・五部浦地区に
おける水道復旧状況

  地域    月日
高　白 6月28日
横　浦 5月20日
大石原 5月16日
野々浜 5月16日
飯子浜 5月10日
塚　浜 5月31日
小屋取 5月31日
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上水道（市街地）の復旧
　水道復旧については、総合体育館、第二小学校、第一
中学校という女川浄水場に近い避難所から水道を通
すことが検討されました。図面は津波で流されてい
たため頼りになるのは職員の記憶のみでした。手分
けをして漏水を確認しながら、水道を復旧させること
とし、町内水道業者に声掛けし、協力できる作業員を
集めて作業を開始しました。
　3月19日には第二小学校までの漏水検査が終了し、
3月20日には第二小学校体育館と共同調理場の水道が

復旧し、避難者への炊出しに必要な水を確保すること
ができました。3月21日に第一中学校の水道も復旧し
ましたが、総合体育館は高台まで水を運んでいたポン
プが津波で破損、電源もなくポンプを稼働することも
できないため、仮設管で水を引くことを計画し、265m
の仮設管を業者に発注し、3月25日には水道を通すこ
とができました。
　浄水場近隣の避難所までの水道が復旧し、さらに自
宅避難者がいる地域や町内の各避難所へと給水を拡
大するため、浄水場の上流から順次漏水確認及び修繕
作業を行いながら、津波被害の
ない地域までの通水確認を行い
ました。修繕作業の内容は、津波
被害で家屋が流失し、給水設備
が破損した箇所を止水栓止め又
はキャップ止めして止水しまし
た。また、通水確認するため、が
れき処理を行ないながら仕切弁
の操作を行い、徐々に水道管の
点検、修理を進めていきました。

簡易水道の復旧
【高白・五部浦地区】
　五部浦地区では、地震の影響により高白配水池（RC
造）内面に亀裂が発生し漏水が認められました。新飯
子浜浄水場は津波により全て冠水し、建具を除いた建
築物、土木構造物以外は全て使用不能となりました。
高白配水池においては防水塗装により漏水修繕を行
い、新飯子浜浄水場においては、
同地区に被災していない旧飯子
浜浄水場があり、そこで浄水作
業が行えたため、新飯子浜浄水
場の応急復旧は行いませんでし
た。その後、電気の復旧に伴い
水道管の点検と復旧を行い、順
次通水を進め五部浦地区の給水
拡大を行いました。

【北浦・出島・江島地区】
　北浦地区方面では、津波被害により、北浦地区へ送
水する石浜ポンプ場の建物内部機械設備、電気設備が
全て冠水しており、運転不可能な状態でした。また、
出島配水池へ水を送る出島ポンプ場においても、津波

■上水道・簡易水道概要図

被害により建築物が流失しており、機械設備、電気設
備は冠水し運転不可能となりました。 
　津波被害を受けた石浜ポンプ場、出島ポンプ場では、
送水ポンプを応急修理し各種弁を更新し、薬品注入ポ
ンプ、次亜貯槽、受電設備、送水ポンプ盤（仮設盤）を設
置し応急運転を行いました。その後、電気の復旧に伴
い水道管の点検と復旧を行い、順次通水を進め北浦地
区への給水を拡大しました。
　出島と江島には本土から海底送水管により水道水
を供給しており、出島までの海底送水管には被害はあ
りませんでしたが、出島から江島の間の海底送水管が
津波で破損し、江島地区への給水が行えない状況とな
りました。そのため、独立行政法人水資源機構（以下、
水資源機構）の協力により、可搬式海水淡水化装置（海
水をろ過して飲料水にする装置）を導入し、水の確保
を目指しました。江島北側の港内に可搬式海水淡水
化装置を設置し、造水した水は塩素滅菌後に仮設ポン
プにより既設の水道管を通じて各戸に供給しました。

出島ポンプ場：ポンプ場被災状況

石浜ポンプ場：ポンプ室内被災状況

97



続点を設置して下水道の機能を復旧させることが当
面の対策として考えられました。

　調査の結果、汚水引上げ用のポンプを備えたマンホ
ールポンプ6基と一部の管渠が津波により流失、さら
に約1mの地盤沈下によって下水道管に海水が流入し、
汚水がマンホールから溢れている状況となっている
ことが判明しました。海水の流入を止めるため、町内
150カ所のマンホールについて、状況に応じてパッカ
ー（止水プラグ）止め、またはコンクリート止めの2つ
の方法により止水作業を開始しました。
　4月18日からポンプが稼働し石巻東部浄化センター
への送水を開始しましたが、海水の流入により通常の
3倍の量の汚水が処理場に運ばれ、処理が追いつかな
い状況となりました。しかし、下水道管の破損が激し
く、海水の流入箇所の特定は困難であり、止水作業中
も海水の流入が止まることはありませんでした。溢

女川は、どう立ち上がったか

計器表示データの確認、装置の
メンテナンスは江島在住の臨時
職員が行い、トラブルの際には
水資源機構と女川町が支援を行
う体制を組むとともに、水資源
機構が月に1度現地で装置の点
検整備を行いました。9月30日、
江島の住宅に通水が完了し、こ
れにより女川町の全ての水道が
復旧しました。

　日本水道協会をはじめ、全国からの支援の話があり
ましたが、受け入れ場所の確保の問題もあったため、
結果的には町内の水道業者との協力のみによって復
旧作業を完了しました。今後は水道施設図面のデー
タ化、保存などの改善をしていくことが課題となりま
した。

　地震と津波により甚大な被害を受けた町中心部で
は、マンホールポンプ施設や管渠（下水道管とマンホ
ール）の破損や、地盤沈下による下水道管への海水の
流入が予想されました。
　3月14日、道路水道班が編成され、破損個所の把握に
取り掛かり、3月15日から津波被害のあった地域を中
心に調査を開始しました。図面や台帳類は全て流失
しており、職員の記憶を頼りに調査を行いましたが、3
月22日にシステム会社から下水道台帳データを入手
することができたことから、正確な位置関係の把握と
復旧計画に役立てることができました。
　女川町には下水処理施設はなく、町内の下水道管は
石巻市の石巻東部浄化センターに汚水を流して処理
をする「北上川下流東部流域下水道」の一つとして管
理されています。県と町の下水道管をつなぐ「県流域
接続点」までが県の管理となっており、町としては、そ
こに接続するまでの下水道管の対策を行う必要があ
りました。
　石巻東部浄化センターは津波被害を受け通常の下
水処理が行えない状況でしたが、4月には塩素消毒に
よる簡易処理に切り替えて稼働を再開したことから、
下水道管への海水の流入を防ぎ、迂回用の管渠と仮接

第 3章

3月15日　下水道管調査開始

150カ所のマンホール止水に1年9カ月

（1）災害対策本部設置と初動活動

北浦・出島・江島地区に
おける水道復旧状況

  地域    月日
桐ケ崎 6月29日
竹　浦 7月  4日
尾　浦 5月28日
御　前 5月27日
指ケ浜 5月27日
出　島 7月  5日
江　島 9月30日

れ出る海水と闘いながらの止水作業は難航し、平成23
年4月から平成24年12月までの1年9カ月もの期間を
要しました。また、止水作業と並行し、迂回管と仮接
続点の設置工事も平成24年6月から同年12月までの
期間で行われました。

下水道

■工事内容
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続点を設置して下水道の機能を復旧させることが当
面の対策として考えられました。

　調査の結果、汚水引上げ用のポンプを備えたマンホ
ールポンプ6基と一部の管渠が津波により流失、さら
に約1mの地盤沈下によって下水道管に海水が流入し、
汚水がマンホールから溢れている状況となっている
ことが判明しました。海水の流入を止めるため、町内
150カ所のマンホールについて、状況に応じてパッカ
ー（止水プラグ）止め、またはコンクリート止めの2つ
の方法により止水作業を開始しました。
　4月18日からポンプが稼働し石巻東部浄化センター
への送水を開始しましたが、海水の流入により通常の
3倍の量の汚水が処理場に運ばれ、処理が追いつかな
い状況となりました。しかし、下水道管の破損が激し
く、海水の流入箇所の特定は困難であり、止水作業中
も海水の流入が止まることはありませんでした。溢

計器表示データの確認、装置の
メンテナンスは江島在住の臨時
職員が行い、トラブルの際には
水資源機構と女川町が支援を行
う体制を組むとともに、水資源
機構が月に1度現地で装置の点
検整備を行いました。9月30日、
江島の住宅に通水が完了し、こ
れにより女川町の全ての水道が
復旧しました。

　日本水道協会をはじめ、全国からの支援の話があり
ましたが、受け入れ場所の確保の問題もあったため、
結果的には町内の水道業者との協力のみによって復
旧作業を完了しました。今後は水道施設図面のデー
タ化、保存などの改善をしていくことが課題となりま
した。

　地震と津波により甚大な被害を受けた町中心部で
は、マンホールポンプ施設や管渠（下水道管とマンホ
ール）の破損や、地盤沈下による下水道管への海水の
流入が予想されました。
　3月14日、道路水道班が編成され、破損個所の把握に
取り掛かり、3月15日から津波被害のあった地域を中
心に調査を開始しました。図面や台帳類は全て流失
しており、職員の記憶を頼りに調査を行いましたが、3
月22日にシステム会社から下水道台帳データを入手
することができたことから、正確な位置関係の把握と
復旧計画に役立てることができました。
　女川町には下水処理施設はなく、町内の下水道管は
石巻市の石巻東部浄化センターに汚水を流して処理
をする「北上川下流東部流域下水道」の一つとして管
理されています。県と町の下水道管をつなぐ「県流域
接続点」までが県の管理となっており、町としては、そ
こに接続するまでの下水道管の対策を行う必要があ
りました。
　石巻東部浄化センターは津波被害を受け通常の下
水処理が行えない状況でしたが、4月には塩素消毒に
よる簡易処理に切り替えて稼働を再開したことから、
下水道管への海水の流入を防ぎ、迂回用の管渠と仮接

マンホールポンプ場被災状況 マンホール被災状況

■東日本大震災に伴う汚水管渠止水状況

れ出る海水と闘いながらの止水作業は難航し、平成23
年4月から平成24年12月までの1年9カ月もの期間を
要しました。また、止水作業と並行し、迂回管と仮接
続点の設置工事も平成24年6月から同年12月までの
期間で行われました。
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女川は、どう立ち上がったか

　女川町では、震災直後から長期に渡って、職員によ
るご遺体の搬送活動が続きました。
　3月13日、道路確保作業を行う中、多数のご遺体が発
見され、その対応をどうすべきかとの問題が持ち上がり
ました。自衛隊等による捜索が始まったものの、搬送ま
では手が回らず、町内の葬儀社も被災を受けて動けな
い状況であったため、町職員及び地元消防団で搬送す
ることを決定。搬送用の車両を手配し、ご遺体は陸上
競技場内に安置することとなりました。
　14日、遺体捜索班と搬送班を編成し、遺体捜索班は
自衛隊とともに捜索、搬送班は発見の連絡を受け車で
現場に向かい、安置所まで搬送する作業を繰り返しま
した。その時点では担架もなく、毛布やコンパネに乗
せて搬送をするような状態でした。
　陸上競技場スタンド施設中の玄関や廊下にブルー
シートを敷いて安置場所を設置し、搬入順の番号と発
見場所を記した調査票を付け、衣服や巻かれてきた毛
布などをまとめておくように整えました。（衣服は洗
濯して引き渡しの際に、ご遺族の方に渡しました。）
　病死の方の安置をどうするのか、ご遺族への引き渡
しはどうするのか、という課題が山積みのまま、14日
には50体を超えるご遺体が安置所を埋めていました。
　15日になって宮城県警察が町に入り、多目的運動場
に仮設テントを建てて「検死場所」、「引渡し場所」、「安
置所」を設置し、安置した後に警察に引き渡すという
流れができました。 
　必要物資の到着も遅れ、16日に納体袋、17日によう
やく棺が届きました。16日に初めて身元が判明した
方については、棺がないままご遺族に引き渡すことと
なり、葬儀社を引き連れて引き取りに来た方もありま
した。

　女川町火葬場は津波による被害は受けなかったもの
の、停電により使用できない状態となりました。その
一方で日を追うごとに多くのご遺体が収容される状
況の中、特例措置として一時的にご遺体を土葬する仮
埋葬が行われ、鷲神公園を仮埋葬場所として3月24日
から5月13日までの間、241名の仮埋葬が行われました。
仮埋葬では、葬儀の進行や墓標への名入れは葬儀業者、

第 3章

3月14日、職員によるご遺体の搬送開始

（1）災害対策本部設置と初動活動

ご遺体への対応11

土の掘り起し等は土木業者に委託し、棺の移動やご遺
族との連絡調整を職員が担当しました。なるべく通常
の葬儀形式に近づけたいというご遺族への配慮から、
地域の習慣にならって墓標を立てたほか、仮埋葬には
ご遺族に立ち会っていただくことを原則としました。

3月24日～5月13日　仮埋葬

墓標の材木は協力してもらえる地元業者を見つけて発注した。

■埋火葬対策（宮城県生活環境部　資料より）

●埋火葬対策
（１）初動対応
　棺等の葬祭用品を速やかに各市町村に供給するため、宮城県葬
祭業協同組合と締結した「震災時における棺等葬祭用品の供給に
関する協定」により、3月12日に同協同組合に対し協力を要請した
ほか、仙台市と対応を協議した。
　また、死者が多数となり、12日未明から県警本部の依頼により、
遺体安置所確保のための調整を開始した。

（２）震災後６ヶ月の主な取組
　県内に27か所ある火葬場は、津波の被害や激しい揺れによる炉
の損傷、停電等のため、3月15日時点で遺体の受入れが可能であっ
たのは20か所で、被災による死者の1日当たりの火葬能力は、すべ
て合わせても計50体程度であった。交通網の寸断や燃料の不足
も深刻な状況であった。
　その一方で、火葬能力をはるかに上回る数の遺体が発見・収容
され、遺体のすべてを速やかに火葬することは全く困難な状況で
あったことから、他県に対する火葬協力要請や、土葬による応急
対応の必要性が生じた。

①遺体安置所の設置調整
　被災した市町の中には、遺体安置所の設置が困難であるところ
が生じたため、県警本部からの要請により、仙台東、仙台南および
塩釡警察署管内の遺体安置所については、宮城県総合運動公園
（以下、グランディ21）内に設置するなど、施設を所管する教育庁
等と遺体安置所の確保について調整を行った。3月中旬のピーク
時には、県内22か所に遺体安置所が設置された。

②葬祭用品の調達・確保
　葬祭用品（棺、棺掛け、棺用布団、仏衣、納体袋、骨壺・骨箱、花束、
ドライアイスなど）の確保については、宮城県葬祭業協同組合と
締結した「災害時における棺等葬祭用品の供給に関する協定」に

より、3月12日に同協同組合に協力を要請し、市町村に代わって必
要数量を調整の上、各遺体安置場に向け搬送を依頼した。

③県内火葬場の復旧支援
　震災発生直後から、県内火葬場の被害状況や稼働状況に関する
情報収集に努めるとともに、遺体の受入れ可能状況について、被
災市町に対し随時情報提供を行った。
　また、燃料の状況について各火葬場から情報を収集し、経済商
工観光部商工経営支援課を通じて関係機関に対して、不足分の速
やかな供給を依頼し、必要量を確保した。併せて、電源車の手配
等の支援を行った。
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■平成23年3月のご遺体数

3/13 4 12 16 16

3/14 17 22 39 55

3/15 23 26 49 104

3/16 9 10 19 123

3/17 1 0 1 124

3/18 15 15 30 154

3/19 7 18 25 179

3/20 13 13 26 205

3/21 5 15 20 225

3/22 4 7 11 236

3/23 2 5 7 243

3/24 2 5 7 250

3/25 3 8 11 261

3/26 4 6 10 271

3/27 4 6 10 281

3/28 6 7 13 294

3/29 3 3 6 300

3/30 6 2 8 308

3/31 4 4 8 316

3月計　　132          184         316          316

搬入数（病死は除く）

男 女 計 累計

 4月計 53 88 141 457 367 335 32 90

 5月計 17 13 30 487 391 355 36 96

 6月計 10 3 13 500 415 377 38 85

 7月計 19 7 26 526 429 387 42 97

 8月計 16 13 29 555 444 397 47 111

 9月計 11 5 16 571 455 407 48 116

10月計 1 0 1 572 462 412 50 110

11月計 3 0 3 575 471 419 52 104

12月計 0 0 0 575 484 428 56 91

■平成23年4～12月のご遺体数

身元判明数搬入数（病死は除く）

男 女 計 累計 判明数
累計

内訳
町内住所 町外住所

不明数

●埋火葬対策
（１）初動対応
　棺等の葬祭用品を速やかに各市町村に供給するため、宮城県葬
祭業協同組合と締結した「震災時における棺等葬祭用品の供給に
関する協定」により、3月12日に同協同組合に対し協力を要請した
ほか、仙台市と対応を協議した。
　また、死者が多数となり、12日未明から県警本部の依頼により、
遺体安置所確保のための調整を開始した。

（２）震災後６ヶ月の主な取組
　県内に27か所ある火葬場は、津波の被害や激しい揺れによる炉
の損傷、停電等のため、3月15日時点で遺体の受入れが可能であっ
たのは20か所で、被災による死者の1日当たりの火葬能力は、すべ
て合わせても計50体程度であった。交通網の寸断や燃料の不足
も深刻な状況であった。
　その一方で、火葬能力をはるかに上回る数の遺体が発見・収容
され、遺体のすべてを速やかに火葬することは全く困難な状況で
あったことから、他県に対する火葬協力要請や、土葬による応急
対応の必要性が生じた。

①遺体安置所の設置調整
　被災した市町の中には、遺体安置所の設置が困難であるところ
が生じたため、県警本部からの要請により、仙台東、仙台南および
塩釡警察署管内の遺体安置所については、宮城県総合運動公園
（以下、グランディ21）内に設置するなど、施設を所管する教育庁
等と遺体安置所の確保について調整を行った。3月中旬のピーク
時には、県内22か所に遺体安置所が設置された。

②葬祭用品の調達・確保
　葬祭用品（棺、棺掛け、棺用布団、仏衣、納体袋、骨壺・骨箱、花束、
ドライアイスなど）の確保については、宮城県葬祭業協同組合と
締結した「災害時における棺等葬祭用品の供給に関する協定」に

より、3月12日に同協同組合に協力を要請し、市町村に代わって必
要数量を調整の上、各遺体安置場に向け搬送を依頼した。

③県内火葬場の復旧支援
　震災発生直後から、県内火葬場の被害状況や稼働状況に関する
情報収集に努めるとともに、遺体の受入れ可能状況について、被
災市町に対し随時情報提供を行った。
　また、燃料の状況について各火葬場から情報を収集し、経済商
工観光部商工経営支援課を通じて関係機関に対して、不足分の速
やかな供給を依頼し、必要量を確保した。併せて、電源車の手配
等の支援を行った。

4月16日　火葬場再開

遺骨の引渡し

　電気の復旧に伴い4月16日から火葬場は再稼働し、
18日から本格稼働を始め、1日に6～8体の火葬が行わ
れました。再開後は病気で亡くなられた方を優先し、
震災で亡くなられた方は仮埋葬を行った方から順番
に火葬を行うこととしたため、5月中旬まではご遺体
が収容されても一旦仮埋葬されることとなり、できる
だけ早く火葬を行いたいという理由から他市町村で
火葬を行う方もありました。仮埋葬を行った方すべ
ての火葬が終了したのは6月10日でした。
　なお、震災で亡くなられた方については、災害救助
法により火葬費用の給付が行われました。

　3月14日、宮城県ではご遺体の腐敗対策として早期
の火葬の必要性から、県外火葬場に火葬協力を依頼し
ました。3月24日には東京都建設局から、身元不明遺
体の火葬について協力する旨の回答を受けて、女川町
でも計27体の火葬を依頼しました。

　5月以降になるとご遺体の収容数も減少し、7月中旬
には陸上競技場の県警の安置所が撤収され、石巻市上
釜ふれあい広場が石巻地域の安置所となりました。
以後、身元不明のご遺体が収容された際は、安置所か
ら火葬場まで職員が搬送を行いました。
　火葬後の遺骨は陸上競技場内に保管されることと
なり、一時は100体以上保管されました。遺骨には
洗浄した遺留品が添えて保管され、身元が判明し、ご
遺族らへ引き渡される際に一緒に渡すよう配慮しま
した。

東京都による火葬協力

　平成25年8月、火葬場敷地内に納骨堂が完成し、残っ
た身元不明の遺骨が納められました。
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女川は、どう立ち上がったか

　津波により、町内の主要道路はがれきに埋め尽くさ
れ、情報収集、支援物資確保に向けて動き出すために
がれきの撤去が急がれました。
　震災翌日の3月12日には、地元建設業者が津波被害
のない地域にあった重機により、国道398号線女川バ
イパスから町立病院を目指しがれきの撤去作業を始
めていました。また、総合体育館避難所では、地元の
採石業者の従業員から、被災していない場所にある重
機を使えば道路が確保できるとの申し出を受け、重機
を運転できる人を募り、翌13日に重機のあった小乗地
区から町中心部に向けて撤去作業を開始しました。
このような自主的な行動により、震災2日後の3月13
日には、国道398号線女川バイパスから町立病院を経
由して、災害対策本部及び総合体育館避難所までの道
路が確保されました。
　3月14日、災害対策本部に建設課職員による道路水
道班が編成され、本格的な道路のがれき撤去を開始し
ました。しかし、人手が不足していたため、職員が全
ての現場には立ち会うことができず、作業を行う業者
からの報告に基づき、がれき撤去の日程を組んで進め
ることとなりました。
　震災後1週間は、地元企業がボランティアで協力、そ
の後、業務委託契約を結び作業を進めました。3月18
日には、津波で流失した女川橋を地元企業と自衛隊の
協力により盛土して通行できるように復旧、これによ
り、石浜方面の撤去作業が進められるようになりまし
た。また、4月には県の全面的な協力により、災害査定
のための現地調査を開始したほか、自衛隊による捜索
活動のための重機の手配等も行いました。
　撤去したがれきは町内に一次仮置き場を設置しまし
た。緊急を要することから所在が分からない土地所有
者には事後連絡をすることとし、解体が必要な家屋に
ついては所有者から住所、氏名を書いてもらうことで
申請とし、捜索の地域にあわせて解体を進めました。

第 3章

道路確保、がれき撤去始まる

（1）災害対策本部設置と初動活動

がれき処理12

3月13日の道路状況 瓦礫撤去

駅前～ちびっこ広場、小乗ヤード整備、バイパス、鷲神2
号線、港湾道路、物資搬入入口フェンス撤去、道路補修、砕
石等供給

駅前～ちびっこ広場・完了、二保から駅トイレ、石浜港湾、
清水平広から運動公園・清水本通り2車線確保、バイパス・
歩道確保、石浜あさひ理容所・通路確保、道路補修、砕石
等供給

駅前～ちびっこ広場・完了、二保から駅トイレ、清水平広
から運動公園・清水本通り2車線確保、バイパス、眺湾荘、
宮ヶ崎電力アパート入口通路確保、道路補修、港湾仮置き
場整理、砕石等供給

二保から駅トイレ、砕石運搬、清水平広から運動公園、ガ
ラ仮置き場整理、一中調理場、石浜・ヤング理容所・通路
確保、道路補修
※新田捜索班へ応援

二保から駅トイレ、砕石運搬、十二神水路がれき除去、清
水平広から運動公園、清水本通り、ガラ仮置き場整理、石
浜・ヤング理容所・通路確保、道路補修
※大原捜索班、新田捜索班へ応援

二保から駅トイレ、砕石運搬、十二神水路がれき除去、清
水平広から運動公園、清水本通り、ガラ仮置き場整理、石
浜・ヤング理容所・通路確保、町営住宅、道路補修
※新田・日蕨捜索班、大原捜索班、新田捜索班へ応援

（全休）

駅から岡崎電気㈱までがれき撤去、十二神水路がれき除
去、砕石運搬、清水平広から運動公園、清水本通り、ガラ仮
置き場整理、眺湾荘、石浜・ヤング理容所・通路確保、町営
住宅、道路補修
※新田・日蕨捜索班、大原捜索班、新田捜索班へ応援

駅周辺がれき撤去、砕石運搬、運動公園北入口、小野坂、ガ
ラ仮置き場整理、町営住宅、道路補修、眺湾荘
※新田・日蕨捜索班、新田捜索班、小乗捜索班へ応援

駅周辺がれき撤去、砕石運搬、清水枝線、ガラ仮置き場整
理、町営住宅周辺、バイパス梅丸新聞～木村医院、武磯か
らバイパス
※新田・日蕨捜索班、ずい道捜索班へ応援

■3月21日～ 30日までの作業進捗状況

21日

22日

23日

24日

25日

26日

27日

28日

29日

30日

3月 作業場所・内容
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■進捗状況が書き込まれた道路地図
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女川は、どう立ち上がったか

　東日本大震災により女川町では57万5600トンもの
大量の災害廃棄物が発生しました。これは町で通常発
生する廃棄物の約150年分に相当する量であり、復興
に向けて災害廃棄物の処理は最大の課題となりました。
　震災後、道路の確保や捜索活動に伴うがれきの撤去、
被災建物の解体などにより発生した災害廃棄物は、町
内数箇所に仮置きしましたが、復旧作業が進む中で支障
となることから、清水地区、伊勢地区を一次仮置場とし
て集積しました。この大量の災害廃棄物を女川町のみ
で処理するのは、時間的、能力的にも困難なことから、
宮城県に事務委託を依頼しました。また、町内の建設
業者5社（㈲神田建設、佐藤工業㈱、髙橋建設㈱、田中建
設㈱、㈱オナガワ）により設立された女川町瓦礫処理協
議会から処理計画の提案があり、処理速度、環境対策、
地元雇用計画等において適していたことから、その計
画に沿って中間処理を実施することとし、平成23年10
月、災害廃棄物の分別、破砕などの処理を行う中間処理
施設を石浜地区に建設し、12月から本格稼働しました。
　一次仮置場に集積された混合廃棄物は、別表の処理
工程により選別され、鉄くずは売却処理、コンクリー
ト殻等は町内でリサイクル処理を行い、廃家電や廃タ
イヤ、危険物、処理困難物については、専門業者及び県

第 3章

災害廃棄物処理

（1）災害対策本部設置と初動活動

■処理施設配置図

の石巻ブロック仮設焼却施設へ処理を委託しました。
可燃性廃棄物は、受け入れ先となる東京都内清掃工場
での広域処理が行われました。

　平成23年11月24日、女川町の災害廃棄物を東京都
内の清掃工場において円滑に処理できるよう相互に
協力することを目的とした基本合意を、東京都特別区
長会、東京都市長会、女川町、宮城県及び東京都で締結
しました。また、同日、東京都、宮城県及び財団法人東
京都環境整備公社（現、公益財団法人東京都環境公社）
で「災害廃棄物の基本処理協定」が締結され、これによ
り災害廃棄物（可燃性廃棄物）を都内清掃工場に運搬
し処理を行うシステムが構築されました。
　これらの合意、協定を受けて、本町では東京都への
搬出に向け、可燃性廃棄物の塩分濃度、放射能濃度等
の測定を実施し、選別・処理の計画、スケジュールに
ついて県と協議を重ねました。
　その間、受け入れ先となる都内自治体では、清掃工
場周辺住民への説明会を開催しました。平成23年12
月には都内の清掃工場で災害廃棄物の試験焼却を実
施し、放射能濃度などを測定した結果、一般廃棄物を
焼却した時と同程度の値であり、適正に処理できると

災害廃棄物の広域処理

確認されたことから、災害廃棄物の本格的な受け入れ
が始まることとなりました。
　平成24年3月1日、本町の中間処理施設から都内清
掃工場への可燃性廃棄物の本格搬出が開始され、以降、
平成25年3月27日の最終搬出までの間、31,361トンの
可燃性廃棄物が搬出されました。
　最終搬出の際にはセレモニーが開催され、井上環境
副大臣、東京都二十三区清掃一部事務組合、公益財団
法人東京都環境公社、東京都及び宮城県の関係者らが
見送る中、最後のコンテナが搬出されました。
　東京都内自治体をはじめ、国、県、関係団体の支援に
より、町を埋め尽くしていた大量のがれきもほぼ撤去さ
れ、本格的な復興へと歩みを進めることができました。
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　東日本大震災により女川町では57万5600トンもの
大量の災害廃棄物が発生しました。これは町で通常発
生する廃棄物の約150年分に相当する量であり、復興
に向けて災害廃棄物の処理は最大の課題となりました。
　震災後、道路の確保や捜索活動に伴うがれきの撤去、
被災建物の解体などにより発生した災害廃棄物は、町
内数箇所に仮置きしましたが、復旧作業が進む中で支障
となることから、清水地区、伊勢地区を一次仮置場とし
て集積しました。この大量の災害廃棄物を女川町のみ
で処理するのは、時間的、能力的にも困難なことから、
宮城県に事務委託を依頼しました。また、町内の建設
業者5社（㈲神田建設、佐藤工業㈱、髙橋建設㈱、田中建
設㈱、㈱オナガワ）により設立された女川町瓦礫処理協
議会から処理計画の提案があり、処理速度、環境対策、
地元雇用計画等において適していたことから、その計
画に沿って中間処理を実施することとし、平成23年10
月、災害廃棄物の分別、破砕などの処理を行う中間処理
施設を石浜地区に建設し、12月から本格稼働しました。
　一次仮置場に集積された混合廃棄物は、別表の処理
工程により選別され、鉄くずは売却処理、コンクリー
ト殻等は町内でリサイクル処理を行い、廃家電や廃タ
イヤ、危険物、処理困難物については、専門業者及び県

■災害廃棄物処理の主な流れ

  4月  7日 宮城県との災害廃棄物処理の事務委託に関する規約の締結
  5月17日 女川町臨時議会にて「宮城県との災害廃棄物処理の
 事務委託」が議決
  7月28日 震災廃棄物の処理方針及び処理計画の決定
  8月  1日 地元建設事業者5社との中間処理業務に係る委託契約を締結
  9月 女川町中間処理施設　着工
10月 女川町中間処理施設　完成
11月24日 ①宮城県女川町災害廃棄物処理に関する基本合意の締結
 （東京都特別区長会、東京都市長会、東京都、宮城県、女川町）
 ②東京都、宮城県及び㈶東京都環境整備公社による
 　災害廃棄物の処理基本協定を締結

■混合廃棄物処理フロー

の石巻ブロック仮設焼却施設へ処理を委託しました。
可燃性廃棄物は、受け入れ先となる東京都内清掃工場
での広域処理が行われました。

　平成23年11月24日、女川町の災害廃棄物を東京都
内の清掃工場において円滑に処理できるよう相互に
協力することを目的とした基本合意を、東京都特別区
長会、東京都市長会、女川町、宮城県及び東京都で締結
しました。また、同日、東京都、宮城県及び財団法人東
京都環境整備公社（現、公益財団法人東京都環境公社）
で「災害廃棄物の基本処理協定」が締結され、これによ
り災害廃棄物（可燃性廃棄物）を都内清掃工場に運搬
し処理を行うシステムが構築されました。
　これらの合意、協定を受けて、本町では東京都への
搬出に向け、可燃性廃棄物の塩分濃度、放射能濃度等
の測定を実施し、選別・処理の計画、スケジュールに
ついて県と協議を重ねました。
　その間、受け入れ先となる都内自治体では、清掃工
場周辺住民への説明会を開催しました。平成23年12
月には都内の清掃工場で災害廃棄物の試験焼却を実
施し、放射能濃度などを測定した結果、一般廃棄物を
焼却した時と同程度の値であり、適正に処理できると

平成23年

平成24年

平成25年

平成26年

確認されたことから、災害廃棄物の本格的な受け入れ
が始まることとなりました。
　平成24年3月1日、本町の中間処理施設から都内清
掃工場への可燃性廃棄物の本格搬出が開始され、以降、
平成25年3月27日の最終搬出までの間、31,361トンの
可燃性廃棄物が搬出されました。
　最終搬出の際にはセレモニーが開催され、井上環境
副大臣、東京都二十三区清掃一部事務組合、公益財団
法人東京都環境公社、東京都及び宮城県の関係者らが
見送る中、最後のコンテナが搬出されました。
　東京都内自治体をはじめ、国、県、関係団体の支援に
より、町を埋め尽くしていた大量のがれきもほぼ撤去さ
れ、本格的な復興へと歩みを進めることができました。

12月 試験焼却に向け、中間処理施設本格稼働
12月  7日 大田区、品川区試験焼却に係る搬出開始
 女川町より140.31トン搬出

  3月  1日 広域処理、本格搬出開始
  5月13日 石巻ブロック仮設焼却施設火入れ式
  5月21日 処理量の見直し
 広域処理量10万8000トン→6万1000トン
 仮置場のがれき量と海洋流出分がれき量の把握組成
 調査により
10月20日 日比谷公園女川町秋刀魚収獲祭
 女川町から震災廃棄物広域処理量に倣い6万1000尾
 の秋刀魚を都民に振る舞う

  1月21日 2回目の処理量の見直し
 広域処理量　6万1000トン→3万3000トン
 ○選別実績により、震災廃棄物の組成を精査したこと
 　による減量。
 　仮置場における木くず等の割合が下部では著しく
 　低下していたことが判明。
 ○ふるい機で選別される残渣物は、不燃混合物であり、
 　再処理後、石巻ブロック仮設焼却施設で処理される。
  3月27日 女川町災害廃棄物（可燃物）最終搬出セレモニー
  3月29日 女川町災害廃棄物（可燃物）最終搬入
  7月31日 女川町中間処理施設解体完了
 ○家屋解体材を仮置場の女川町クリーンセンターに
 　搬入、その後石巻ブロック仮設焼却施設にて処理

  1月18日 石巻ブロック仮設焼却施設火納め式
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　その後、災害VCに直接送られてくる物資もあり、避
難所班と連携しながら物資の配布を実施しました。
また、炊き出しやイベント支援の受入調整について、
災害VCを対応窓口として一本化し、各避難所との調
整を行いました。
　ボランティア活動の主な内容は、

　　①個人への支援　　　　　　　　　　約42%
　　②がれき処理・環境整備　　　　　　約14%
　　③子供への支援　　　　　　　　　　約12%
　　④写真修復　　　　　　　　　　　　約10%
　　⑤イベント協力　　　　　　　　　　約  8%

となっており、最も多かったのは、家屋の泥出し、家具
の搬出、整体、理美容といった個人への支援でした。
　ボランティア活動では、がれき処理等の際に負傷す
ることも想定されたため、ボランティアコーディネー
ターを中心にミーティングを行い、作業の指示、報告
を欠かさないようにするなど、ボランティアの安全確
保に配慮しました。

女川は、どう立ち上がったか

　津波により町の大部分が壊滅的な被害を受け、道路
やライフラインも被災した状況下、災害対策本部では
大規模なボランティアの受入体制をとることは難しい
と判断し、ボランティアの募集は行わないとの方針を決
定しました。ただし、来町したボランティアについては
受入を拒まずに、女川町社会福祉協議会（以下、社協）
のボランティアセンター担当者が対応を行いました。
　3月16日、女川第二小学校敷地内にボランティアセ
ンターを開設、翌17日に災害ボランティアセンター
（以下、災害VC）に切り替え、ボランティアの受入体制
の整備、住民ニーズの把握に取り組みました。
　3月17日から愛媛県社会福祉協議会から2名の支援
員が派遣され、社協職員8名とともにボランティアへ
の対応を開始しました。3月中は各避難所を回り、住
民にボランティアに関する情報を伝えながら、支援の
希望、要望の聞き取り調査を実施し、ボランティア派
遣の調整を行いました。また、必要物資のニーズがあ
れば、食糧物資班に情報を伝え、ボランティアにより
仕分けや運搬を行いました。

第 3章

ボランティア対応13

（1）災害対策本部設置と初動活動

災害ボランティアセンター開設

女川第二小学校校舎にボランティア受付窓口を設置

窓口にはVCの組織図を貼りだしました。 災害ボランティアセンターでの炊き出し
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  月　　  のべ派遣件数　  のべ派遣人数　
  3月  22   104 　
  4月 225 1,149 　
  5月 265 1,326 　
  6月 185  994 　
  7月 179 831 　
  8月 169 876 　
  9月 129 509 　
10月 136 482 　
11月 121  320 　
12月 70 202 　
  1月 36 88 　
  2月 28 75 　
  3月 15 71 　
合計 1,580 7,027 　

■ボランティア派遣件数・人数（2011年3月～2012年3月）

津波で泥などの汚れがついた写真の修復作業 ガレキの片付けには十分な注意を払うよう指導されました

女川町復興支援センターの活動

　宮城県社会福祉協議会の手配により、4月1日から国
際人道支援組織であるNPO法人ジャパン・プラットフ
ォーム（JPF：東京）が中心となり、企業からの物資提
供など幅広い支援が行われました。
　また、宮城県内からの支援として、涌谷町、美里町の
社会福祉協議会から運営スタッフの派遣がありまし
た。また、NPO法人みちのく復興の会（仙台市）の支
援により、女川第一中学校の生徒が描いた絵をデザイ
ンにした「女川町復興はがき」を作成し、全国への情報
発信を支援するとともに、販売収益の一部が東日本大
震災で被災した子供たちへの寄付に充てられました。

　運営体制が整っていくにつれ、ボランティアの受入
数も増加し、平成23年5月に最大となりました。
　災害VCは6月1日から総合体育館脇のプレハブに移
転し活動を継続、初動期から復旧期の活動が一段落し、
避難所も徐々に閉鎖へと進んだところで8月31日を
もって閉所となりました。9月1日からは女川町復興
支援センターと名称を変更し、ボランティアセンター
運営のほか、新たな活動として、仮設住宅の新しいコ
ミュニティ活動の支援、住民の生きがいづくり、町内
ボランティアの養成等に取り組みました。
　震災発生から平成24年3月末までの1年間、延べ
7,000名を超えるボランティアの方々が本町を訪れ、さ
まざまな復旧活動、被災者支援活動にご協力をいただ
きました。

JPF、みちのく復興の会等の支援も受けて

女川町復興支援センターへの転換

（女川町復興支援センター
 「平成23年度活動報告」より）
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女川は、どう立ち上がったか

　女川原子力発電所は、１号機及び３号機が定格熱出力一
定運転中、また、２号機が３月11日午後２時から原子炉起
動中のところに、東北地方太平洋沖地震が発生しました。
　女川原子力発電所全号機においては、地震及び津波の影
響により、一部の設備で被害が認められましたが、設計ど
おり自動停止し、原子炉及び使用済燃料プールの冷却機能
に影響はなく、３月11日に２号機、翌日の12日には１号機
及び３号機が冷温停止状態になりました。
　この地震により観測された地震加速度は、１号機原子炉
建屋地下２階で567.5ガル(過去に観測された最大値は
H17.8.16の251.2ガル)であり、基準地震動（Ss）を一部周
期帯で上回るものでしたが、安全上重要な主要施設に被害
はありませんでした。また、観測された津波高さは最大で
約13ｍであり、敷地高の13.8ｍ（国土地理院による女川原
子力発電所周辺の地殻変動［約－１ｍ：速報値］を考慮し
た値）を超えるものではありませんでした。
　被害状況は、１号機では、タービン建屋地下１階常用の
Ａ系高圧電源盤で短絡・地絡による火災が発生し焼損し、
非常用ディーゼル発電機(Ａ)の機能喪失に至りました。
また、津波により屋外重油タンクが倒壊しました。
　さらに、原子炉建屋５階に設置している天井クレーンを
点検していたところ、走行部の一部が損傷しており地震に
よることが後になって確認されました。

第 2章

東北電力女川原子力発電所の被害状況14

（1）災害対策本部設置と初動活動

東北電力女川原子力発電所の被害状況

国・県の原子力関係施設の被害状況

　２号機では、海水ポンプ室の取水路側から流入した海水
が地下トレンチを通じて原子炉建屋内の一部に浸水し、原
子炉補機冷却水系(Ｂ)系、原子炉補機冷却海水系(Ｂ)系及
び高圧炉心スプレイ補機冷却水系の３系統が機能喪失し
ましたが、原子炉補機冷却水系(Ａ)系が健全であったこと
から、原子炉の冷却機能に影響はありませんでした。
　３号機は、軽微な被害等はあるものの、主要な故障トラ
ブル等は確認されませんでした。
　外部電源は、５回線のうち４回線が停止しましたが、１
回線は確保され、加えて非常用ディーゼル発電機は８台の
うち６台は被害がなく健全で待機中であり、電源は確保さ
れていました。
　地震及び津波により、法令に基づく報告対象の事象が４
件発生したほか、発電所主要設備への軽微な被害は平成
25年12月末現在で61件確認されました。

　女川町には、女川原子力発電所周辺の環境放射線・環境
放射能を監視測定する施設として宮城県が整備した宮城
県原子力センター、そして原子力災害が発生した際の緊急
事態応急対策拠点の機能を持つ宮城県原子力防災対策セ
ンター（オフサイトセンター）が整備されていましたが、津
波により建物及び機器類等全て流失・損壊しました。

被災した宮城県原子力センター

被災した宮城県原子力防災対策センター

１号機重油タンク倒壊（提供：東北電力㈱）

１号機タービン建屋　高圧電源盤の焼損（提供：東北電力㈱）
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■女川原子力発電所の状況（地震発生後のプラント状況）

2号機 3号機1号機

■震災に伴う主要な故障トラブル等

定格熱出力
一定運転中

起動中
3/11　14:00起動開始
（第11回定期検査中）

定格熱出力
一定運転中

閉じ込める 排気筒モニタ・各区域の放射線モニタの指示値に異常なし

※東電福島第一原子力発電所の事故により3月13日1時50分にモニタリングポスト指示値が最大21マイクロシーベルト/時となった。

地
震
発
生
後

地震発生前

報告月日 件　　　　名 内　　　容 対　応

止める 3/11　14:46 自動停止 3/11　14:46 自動停止 3/11　14:46 自動停止

冷やす 3/12　0:58 冷温停止 3/11　14:49 冷温停止 3/12　1:17 冷温停止

1 H23.3.11 復旧済：H24.21号機（タービン建屋地下1階）
高圧電源盤の焼損
（安全協定に基づく報告事象）

タービン建屋地下1階高圧電源盤内のしゃ断器が、
地震による振動で大きく揺れたため破損し、高圧
電源盤内で周囲の構造物と接触して短絡等が生
じ、これに伴い発生した火花により、ケーブルが
溶け発煙したもの。

2 H23.3.29 復旧：未定1号機 重油貯蔵タンク倒壊
（法令及び安全協定に基づく報告事象）

屋外に設置していた重油貯蔵タンクが津波の影
響により倒壊したもの。

3 H23.3.29 復旧済：H23.5
対策済

2号機 原子炉補機冷却水系（B）系、
原子炉補機冷却海水系（B）系及び
高圧炉心スプレイ補機冷却水系の浸水
（法令及び安全協定に基づく報告事象）

津波の押し波による影響で屋外の海水ポンプ室
に設置していた水位計設置箱から海水が流入し、
ケーブルトレイ及び配管の貫通部、地下トレンチ
を経由して原子炉建屋地下３階非管理区域にあ
る補機冷却系熱交換器室に、海水が流入した。こ
れにより、原子炉補機冷却水ポンプB系等が浸水
したもの。

4 H23.4.8 復旧済：H23.5
対策済

1号機非常用ディーゼル発電機（A）
機能喪失
（法令及び安全協定に基づく報告事象）

1号機非常用ディーゼル発電機（A）の定期試験時
等で所内電源系に接続する際に使用している同
期検定回路及び電圧調整等に使用している回路
が、高圧電源盤の火災による影響により、結果的
に故障したもの。

5 H24.6.7 復旧済：H25.121号機 原子炉建屋天井クレーン走行部
の損傷
（法令及び安全協定に基づく報告事象）

原子炉建屋5階に設置している天井クレーンの走
行部に地震による水平方向の荷重が付加された
ことにより、走行部の部品の一部が損傷した。更
に損傷した部品が軸受に挟まり、その状態で走行
確認運転を実施したため、軸受が損傷したもの。
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女川は、どう立ち上がったか

　発災直後には、町内全域が停電し、女川原子力発電所と
の専用電話や専用ＦＡＸなど全ての通信が途絶しました。
地震発生以後の連絡体制は、毎日、発電所担当者の災害対
策本部への徒歩による報告と、東北電力から3月14日から
借り受けた衛星電話により行いました。
　地震発生と同時刻に全号機自動停止した旨の発電所か
らの情報（14時58分発信）は、即時に受信できませんでし
たが、役場庁舎の非常用電源設備が稼働し、一時的に電気
が復旧していた間に電話を受け、原子炉が安全に停止した
ことを確認することができました。
　翌12日には、東北電力斎藤最高顧問らが来町し、発電所
の状況報告と震災対応の支援を伝えられました。町から
は停電状態が危惧される施設等への給電のための電源車
及び発電所との通信連絡のための衛星電話の確保・手配
を依頼し、電源車が当日の夕方、衛星電話が14日午後に配
備され、情報連絡体制が確保できました。
　東北電力から地区住民への情報提供として、女川原子力
発電所の状況及び福島事故を受け発電所周辺の放射線（モ
ニタリングポスト）の状況について、４月１日から11月４
日まで週１回の間隔で各避難所に掲示されました。また、
４月22日おながわ災害ＦＭ放送開始により原子力発電所
の状況が毎日周知されるとともに、６月からは「発電所だ
より」が毎月１回発行され、新聞折り込みにより発電所の
状況が随時周知されました。

　3月11日の東北地方太平洋沖地震と津波により、東京電
力福島第一原子力発電所では、1号機が水素爆発により原
子炉建屋上部を損傷したほか、他号機においても事故が発
生しました。
　福島での事故により空気中への放射性物質の飛散及び
海へ放射性物質汚染水が放出され、県内では、仙南、仙北地
区のほか牡鹿半島の一部の地域で比較的高い空間放射線
線量率が確認されました。また、農林水産物については、
基準値を超過したものについては、出荷規制を行うなど広
範囲にわたる影響が発生しました。
　東北電力からの報告による空間放射線線量率は、発電所
内のモニタリングポストが13日1時50分に最大21マイク
ロシーベルト/時となり約10分間にわたって計測されま
した。12時50分には、原子力災害対策特別措置法第10条

第 2章 （1）災害対策本部設置と初動活動

女川原子力発電所との連絡体制

東京電力福島原子力発電所の事故を受けて

女川原子力発電所を避難所に

通報と判断し国及び自治体に通報連絡されましたが、通信
手段が失われていた本町への報告は、数時間後に発電所員
から情報提供を受けました。
　14日にはモニタリングポストの指示値は下降している
ものの、状況によっては即時対応できるように、本町は町
立病院及び発電所に対しヨウ素剤の在庫の確認等をして
いましたが、使用に至るレベルにはなりませんでした。
　本町においては、その後、国による航空機モニタリング、
本町が実施した車両による走行サーベイ、各居住地区及び
学校・保育所の校庭・所庭等の放射線量率の測定等を行っ
ており、放射性物質による高い汚染は確認されていません。
　また、魚市場に水揚される海産物や住民が家庭菜園等で
生産した野菜等の食材の放射能簡易測定を行っており、住
民不安や風評被害対策を継続して実施しています。

　津波により本町沿岸部は甚大な被害を受け、被災住民は
高台に逃げた後、集会所や学校等に避難しました。
　五部浦地区では、県道女川牡鹿線や県道牡鹿半島公園線
の道路が所々寸断され、飯子浜、塚浜及び小屋取地区の住
民の多くが、女川原子力発電所に自主避難したため、東北
電力は避難者を受け入れ、発電所体育館等を開放しました。
３月14日には最多の364名の地域住民の受入れを行い、６
月６日まで約３か月間にわたり女川原子力発電所は避難
所として利用されました。なお、避難所には発電所員３～
５名が常時配置され、避難所の運営協力が行われました。
　避難所には、女川町民だけではなく、発電所周辺の石巻市
鮫浦及び前網地区の住民の多くの方も避難していました。

発電所近隣住民の避難所となった発電所体育館

110



■女川原子力発電所の避難者対応の状況

3月11日

17時頃～　PRセンターへ鮫浦地区住民避難
18時頃　　発電所女川ゲートへ近隣住民避難
19時頃～　PRセンターの避難者を発電所に移動
21時頃～　発電所事務棟に一時受入れ［地元避難者76名、発電所見学者21名］

3月12日 さらなる避難者の受入

3月12日～ 15日 地域への支援開始（社員7～ 8人でその日に供給できる食糧を毎日地域避難所まで運搬提供）

3月13日 事務棟各所にいた避難者を体育館に集約移動（社員が避難者対応窓口）

3月14日 最多364名を受入れ

3月16日 各区長と相談し避難者による自主管理体制に移行

3月16日～ 6月6日 避難者対応業務を社員3～ 5人が、宿泊を含む交代勤務体制で実施

6月 6日 避難者退所（避難所閉所）
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いく作業を行い、津波流失家屋以外は、迅速な調査の
ために、第一次調査時から立入調査を実施しました。
なお、4月4日～6日には東部県税事務所、仙台北県税事
務所から被害調査への人的支援があり、調査班を増や
して対応することができました。

　4月7日には第二小学校1階に4つの窓口を作り、り
災証明書窓口業務を開始、1日で200件を超える申し
込みを受け付けました。その日に発生した余震のため、
業務は一時中断しましたが、4月11日から再開しまし
た。作業の効率化を図るため4月20日までは津波被害
の受付に限定し、21日以降に地震被害に対するり災証
明発行の手続きを行うこととしました。

　4月20日からは、地震による住家被害調査を開始、調
査の迅速化を図るため内閣府による通達に沿って、住
家被害認定調査損害割合イメージ図を用い、被災した
住家の屋根、壁及び基礎の外観目視調査を行い、住家
の損害割合を算定し被害の程度を判定するという方
法をとりました。なお、判定結果を不服とする方は、
第二次調査として内部立入調査を行い、被害の程度を
判定しました。
　判定の線引きは、一定の基準はあるものの、解釈の
仕方によって自治体単位での差が出てしまう例もあ
ったため困難を極めました。また、地震調査の対象は
町内すべての建物に及ぶものでしたが、資料が津波に
より流失したため、その場で図面を作成することも必
要となり、調査には時間を要しました。
　なお、この間、群馬、島根、長崎県の自治体職員の派
遣を受け、被害調査の実施に支援をいただきました。

女川は、どう立ち上がったか

　生活再建の第一歩として、被災者が支援措置を受け
るため、早急な被害調査と、り災証明書の発行が必要
となりました。
　り災証明の発行に向け、発行の担当となる町民課で
は、3月20日に、建物を検索することで全壊、半壊など
の状況が分かるり災証明発行のシステム構築を業者
へ依頼し、被害調査のデータをもとに町内の全建物に
ついて、住民基本台帳と連動した台帳の作成に着手し
ました。同時に、り災証明の元データ作成に必要な被
害調査を担当する税務課では、被害調査に使用する住
宅地図の提供を県に依頼、航空写真等は税務課の地理
情報システムから取り出し使用できるようにするな
ど、短期間であらゆる準備を進めました。

　早急な支援へとつなぐため、簡易調査という形で被
害調査を行う旨の通達を3月31日付で内閣府から受け、
3月31日～4月8日にかけて、津波による住家被害調査
を実施しました。津波がどこまで来たのか、どのエリ
アにある建物が全壊しているのか、大規模半壊、半壊、
一部損壊のレベルを線引きし、それを地図に落として

第 3章

り災証明発行に向けて

地震による住家被害調査

4月7日、り災証明発行受付開始
3月31日津波による住家被害調査開始

（1）災害対策本部設置と初動活動

住家被害調査・り災証明15

■平成23年東北地方太平洋沖地震に係る住家被害認定迅速化の
　ための調査方法について

①航空写真を活用して、対象住家が津波によって流失したかど
うかを確認。
②流失した住家については全壊と判定。
③流失しなかった住家について、「住家被害認定調査票　津波　
第1次」を参考に、外観の目視調査だけで、全壊、大規模半壊、半
壊、一部損壊の被害の程度を判定。
※津波による被害に合わせ、地震被害が発生し基礎のいずれか
の辺が一見して全部破壊しており、かつ破壊している基礎の
直下の地盤に陥落、隆起、液状化等の被害が生じている場合は
全壊と判定。

■簡易調査の流れ
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全　壊 2,924 66.3% 1,394 66.4% 4,318 4,300 18 66.3%

大規模半壊 149 3.4% 36 1.7% 185 111 74 2.8%

半　壊 200 4.5% 54 2.6% 254 80 174 3.9%

一部損壊 661 15.0% 147 7.0% 808 211 597 12.4%

被害なし 477 10.8% 469 22.3% 946 - - 14.5%

計（総数） 4,411 100.0% 2,100 100.0% 6,511 - - 100.0%

■建物被害調査結果

区分
 住家

 棟数  割合

非住家

棟数 割合

住家・非住家　計

棟数
左記のうち

津波被害  地震被害 割合

地震により崩壊した石垣 地震により倒壊したブロック塀

津波により崩落した道路 職員による津波被害調査

113



女川は、どう立ち上がったか

　3月11日、女川町では3月定例議会が行われていま
した。地震発生後すぐに3月15日の議会延長を決めて
議会は解散し、その後津波警報が発令され議員はそれ
ぞれの場所で被災、中には議場に残っていたため、2ｍ
高い傍聴席にあがりぎりぎり命を取り留めた議員も
いましたが、結果的に津波により議員4人が命を失い
ました。

第 3章

3月22日全員協議会開催

（1）災害対策本部設置と初動活動

議会の対応16

　震災から1週間、各議員は避難所の運営に積極的に
関わっていましたが、町の被害状況や避難状況、町民
への支援状況の情報が伝わってこないことから、全議
員を招集した協議会の開催を決定しました。
　3月22日、第二小学校の教室を借り、1回目の全員協
議会を開催しました。全員協議会は週に1度、全6回を
行い、特別会計の最終議決処分、統一地方選挙の延期特
例措置などについての議員への説明、執行部から住民
の安否確認をはじめとする現状についての報告を行い
ました。

全員協議会地震直後の議場

　  開催回数
3月22日～ 4月28日まで6回（震災対策特別委員会を設置するまで）

　  開催内容
①未審議の議案の専決処分について

②統一地方選挙について

　延期特例法により延期

③町立病院等の指定管理について

　4月1日からの予定を10月1日へ延期

④災害対策本部への出席について

⑤安否確認情報の報告

⑥応急仮設住宅建設候補地および建設戸数について

⑦り災証明書の発行について

⑧町長の災害復旧に関する基本的な考え方について

■全員協議会等開催状況

⑨地震で被害のあった火葬場の復旧について

⑩被災家屋調査の結果について

⑪被災者生活再建支援制度の概要について

⑫被災住民の見舞金支給について

⑬政務調査費の精算について

⑭仮設役場庁舎の建設について

⑮地方自治法第96条第2項の議決事項の検討について

⑯女川町復興計画策定委員会の概要について

⑰震災対策特別委員会の設置について（協議）

1

2
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　議会開催のために、マイク、テープデッキ等、最低限
の録音機材を調達し、5月11日に第二小学校のコミュ
ニティルームにて震災後初めての臨時議会を開催し
ました。
　この日、「震災対策特別委員会」が設置され、9月26日
まで続けられた震災対策特別委員会では、班を編成し
て継続的な地域調査を行うとともに、復興計画の内容
についての議論を行いました。
　地域調査として、5月21日～ 6月3日には各避難所と
仮設住宅14カ所、8月8日～11日には約20カ所で住民

5月11日、震災対策特別委員会設立 懇談会を開催し、住民の要望、意見の吸い上げを実施し
ました。そのようにして集めた住民の意見・要望は、町
の担当部署へ伝えられ、たとえば、体育館内のパーテー
ションによるプライバシーの保護、仮設住宅の住居環
境の改善など、少しずつ実現につながっていきました。
　また、復興計画案やゾーニングに対する意見交換、
女川町復興連絡協議会との情報交換を行うなど、復興
に向けて、さまざまな立場からの意見の吸い上げを行
い、国への働きかけも積極的に行いました。
　新しいまちづくりに向け、住民、議会、執行部の力を
合わせて、今後の復興へつないでいくことが現在の議
会の大きな役割となっています。

復興計画策定委員会

　  開催回数
5月11日～ 9月26日まで12回

　  主な開催内容
①女川町復興計画の概要、各地域調査のための

　班編成について

②議会住民懇談会開催　

　5/21 ～ 6/3（避難所および応急仮設住宅14カ所）

　→復興計画に住民の意見反映

　8/8 ～ 8/11（避難所および応急仮設住宅20カ所）

　→現状の課題と復興計画に対する意見

③女川町復興計画案、復興構想案（ゾーニング）に対する

　意見交換

④女川町復興連絡協議会との情報交換会（3回）

⑤女川町復興計画策定委員会及び町執行部との意見交換会

⑥女川町復興計画の委員会審議

1

2

■震災対策特別委員会

　  設置年月日
2011年11月22日（第12回臨時会）

　  主な開催内容
①女川町復興連絡協議会との情報交換会

②町中心部及び離半島部の復興計画の概要（事業手法等）について

③女川町復興まちづくり住民説明会実施状況について

④復興交付金事業計画及び本町の交付分について

⑤復興交付金および復興交付金事業に関する緊急要望書提出

　※3月27日復興大臣、復興庁宮城復興局等に復興交付金および

　　復興交付金事業に関する緊急要望書提出

⑥復興計画及び事業手法の確認事項について

⑦被災土地の買取りに関する「震災格差修正率」について

⑧本町独自の復興支援策について

⑨復興先進地視察研修（北海道奥尻町）

⑩JR石巻線（女川駅付近）の復旧について

⑪町民陸上競技場跡地の災害公営住宅の基本設計（中間報告）について

⑫女川町災害危険区域に関する条例の委員会審議

　（付帯意見を付し、原案可決）

⑬災害危険区域の住民説明会の内容について

⑭復興先進地視察研修

　（阪神淡路大震災から復興した大阪の「国際文化都市」彩都など）

1

2

■震災復興対策特別委員会

115



女川は、どう立ち上がったか

　3月11日、地震発生直後、広報担当職員は、崎山展望
公園に津波の到達状況の記録に向かいました。この
ため津波被害をまぬがれたカメラが残り、以後の広報
活動に役立つものとなりました。
　災害対策本部の活動が始まるとともに広報担当職員
は、被災状況などの記録写真撮影を行いました。3月12
日に避難所が開設されると、各避難所の撮影を開始し、
避難者が多かった総合体育館、女川第一小学校をはじ
め、移動が可能な範囲で避難所の記録を行いました。
　震災による混乱の中にあっても、町の情報を毎月提
供する「広報おながわ」は滞ることなく発行されまし
た。印刷機械が修復できた三陸河北新報社（石巻市）
に印刷を依頼し、タブロイド判1枚表裏の4月号として
3月末に発行したのが被災後最初の広報紙でした。
　広報紙は行政区や避難所へと配布し、避難所では目
につく場所に置いて、誰もが手に取ることができるよ
うにしました。その後、通常の冊子式に戻ったのは6
月号からでした。

第 3章 （1）災害対策本部設置と初動活動

避難所の写真撮影、『広報おながわ』始動

広報・情報発信17

広報担当が記録した避難所視察巡回の様子

被災後最初の
「広報おながわ」4月号
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『女川町暮らしの情報』の発行

　初動期を過ぎ、復旧・復興に向けての動きが日々進
んでいく中で、月1回の広報だけでなく、新しい情報、
必要な情報を素早く提供するための新しい媒体とし
て『女川町暮らしの情報』を発行しました。3月28日に
第1号を発行し、7月11日まで、6号にわたり不定期で

『女川町暮らしの情報』は、緊急情報が一段落するまで発行しました。

発行しました。暮らしに関する手続きや、町としての
取り組みなどの情報が一目でわかるようにしました。
最終号では、7月19日に役場仮設庁舎が業務開始する
ことをトップニュースにしており、新しい仮設庁舎を
基盤に、復興へ向けた動きも本格化していくことを予
感させています。
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女川は、どう立ち上がったか第 3章 （1）災害対策本部設置と初動活動

幅広い情報提供の徹底

　被災後の広報に対する基本的な姿勢は、バラバラに
なりそうな町民の気持ちをつないでいく上でどうす
べきかを考え、同時に町内外に「できる限り幅広く情
報の提供を目指す」というものでした。
　女川のことを知りたいという人には、可能な限り情報
を伝えるようにしました。避難等のため町外に居住
する方には、『広報おながわ』をはじめ、『議会だより』や
『社協だより』などの広報物を送付し、女川に戻りたい
という気持ちに応えるようにしました。町外居住者
への広報の送付部数は、最大で月800件を数えました。
　町では、単独で記者会見を開くことができるような
状況にはありませんでしたが、町外に居住する方への
周知が必要な情報などに関しては、記者クラブを通じ
て情報を発信しました。
　また、この間、津波により家屋から流出した写真や拾
得物の収集、整理、保管を行うこととなり、広報担当職員
が作業にあたりました。6月からはボランティアの支援
による写真洗浄も始め、陸上競技場スタンド施設内に
展示、持ち主への返却を行いました。平成24年1月10日
からは、㈱リコーの支援を受けパソコン上で写真検索を
行えるサービスを開始し、「女川町写真センター」として
リニューアル、所有者の特定や情報収集に努めました。

　初動期を終え、復旧・復興へと向かう中で、新たな
情報源として発行したのが『女川町復興ニュース』で
した。
　5月2日、前日の第1回女川町復興計画策定委員会の
開催をトップニュースに第1号を発行して以後、復興
計画の進展状況や復興事業に関する情報を住民に提
供していきました。
　また、町外の方にも復旧・復興情報を提供していく
ために、平成24年2月からホームページに「女川町震災
復興のあゆみ～海とともに　皆でともに～」を掲載し、
震災後の町の主な出来事や取り組みを紹介しています。
　町の取り組みとは別に、平成23年5月14日には、町
民有志による情報誌として『うみねこタイムズ』が発
行され、ボランティアの活動状況、商店街の営業再開
情報、物資配給情報など、身近な生活関連情報が提供

『女川町復興ニュース』の発行
HPに「震災復興のあゆみ」を掲載

『女川町復興ニュース』は平成23年5月2日に第1号を発行しました。

されました。「うみねこタイムズ」は12月24日までの
12号にわたって発行され、町民の貴重な情報源となり
ました。
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町民有志による『うみねこタイムズ』は平成23年5～ 12月で12号が発行されました。

『女川町復興ニュース』は平成23年6月15日発行の
第3号から『おながわ復興ニュース』と改称し、現在
も継続発行しています。
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女川は、どう立ち上がったか

　女川町では、3月下旬に応急仮設住宅の建設に着手
し、被災状況確認、安否確認、救護の初動活動から、生
活および産業基盤の整備を中心とする復旧・復興の
段階へと進みました。
　平成23年4月15日、企画課内に「復興対策室」を設置
し、以後、復旧と並行して、防災、産業、住環境を基本テ
ーマとする復興計画の策定へ向けての取り組みを始め、
5月1日、鈴木浩福島大学名誉教授を会長とする「第1回
女川町復興計画策定委員会」を開催しました。また、町
長を本部長とする女川町復興推進本部を設置しました。
　この間、3月17日には災害対策本部の会議を日に2
回（午前・午後各1回）に縮小さらに、この5月1日から
は日に1回（午前）にまで縮小し、震災対策活動を各課の
業務の中で実施する方向に転換しました。仮設住宅
の建設・運営、がれき処理、漁業再建、商工業再建、地
域医療センター復旧工事等、大きな復旧事業は担当課
を中心に取り組みながら、復興計画については新しい体
制で取り組むこととしました。

第 3章

「復興対策室」の設置

（2）復旧・復興活動への転換

復旧・復興活動と復興方針策定活動の段階へ1

平成23年5月1日、「第1回女川町復興計画策定委員会」を開き、復興計画の策定に
向けての取り組みを始めました。

平成23年7月19日、新しい役場仮設庁舎での業務を始めました。

　その後、災害対策本部は6月13日から週3回（月・水・
金）、9月7日から週1回（水）へと、さらに機能を縮小し
ていきました。
　そして7月19日、女川第二小学校隣の敷地に役場仮設
庁舎が完成すると同時に役場機能を移し、震災前に近
い業務環境でより充実した対応を行う段階へと進み
ました。
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て建設地を確保しました。また、当初、女川第一中学
校と女川高等学校のグラウンドに仮設住宅の建設を
計画していましたが、地震の影響による地割れが確認
されたため計画が中断となり、町内の建設地の確保が
困難となる中、県が所有する石巻市沢田地区の石巻バ
イパス用地や石巻市流留地区の民有地も借り受け仮
設住宅を建設しました。
　なお、離半島部においては、従来の集落ごとの入居
が可能なようにとの住民からの要望に対応するため、
できる限り各地区の入居希望者に合わせた戸数の仮
設住宅を建設するようにしました。

　
　仮設住宅建設にあたっては、公有地だけではなく、
町内外の民有地も借り受け建設地の確保に努めまし
たが、必要戸数の整備には十分ではなく、さらなる建
設地の確保も困難でした。このような状況の中、被災
地支援のため本町を訪れた建築家の坂茂氏から、海上
輸送用のコンテナを使用した3階建仮設住宅の建設が
提案され、建設地確保が困難な現状において、仮設住
宅整備の問題を解決できる方法であると判断し、建設
に向けて動き出しました。多層階構造の仮設住宅建
設は過去に例がなく、県との協議に時間を要しました
が、安全・防火上で支障が無いと認められ、総合運動
場内の町民野球場を建設地として、平成23年11月6日、
全国初のコンテナ多層仮設住宅である町民野球場仮
設住宅9棟189戸が完成しました。
　町民野球場仮設住宅には、収納不足を補うため収納
棚が備え付けられ、ボランティアにより制作、設置が

行われました。また、音楽家の坂本
龍一氏、日本画家の千住博氏から仮
設住宅の中心部にマーケットとア
トリエが寄贈され、平成23年11月
12日、完成を祝うオープニングセレ
モニーが開催されました。

　津波により町内の約7割の住宅が流失し、多くの住
民が不自由な避難所生活を強いられる中、応急仮設住
宅の建設が急がれました。
　応急仮設住宅（以下、仮設住宅）は、災害により住宅
が全壊などの被害を受け、自力では住居を確保できな
い被災者に対して一時的に提供する簡単な住宅（プレ
ハブ住宅）であり、災害救助法に基づき都道府県が建
設することとされています。
　平成23年3月14日、宮城県は「災害時における応急
仮設住宅の建設に関する協定」に基づき、社団法人プ
レハブ建築協会に仮設住宅の建設を要請し、3月17日
から建設用地，建設要望戸数の調査を開始しました。
　本町の仮設住宅の建設は、平成23年3月28日の女川
第一小学校グラウンド仮設住宅から始まり、同年11月
6日の町民野球場仮設住宅の完成をもって30地区（町
内27地区、石巻市３地区）1,294戸（町内1,004戸、石巻
市290戸）の建設が終了し、平成23年12月末時点で
3,201名の方が入居しました。

　仮設住宅の建設地には、津波による浸水の影響を受
けない安全な用地であり、水道や電気などのライフラ
インが整備できる場所を選定しなければなりません
でした。
　本町では平坦な土地の大部分が津波により浸水し
ており、仮設住宅の整備必要戸数も多く、公有地だけ
では用地の確保が困難なことから、民有地も借り受け

30地区1,294戸の応急仮設住宅建設

さまざまな条件をクリアして建設

全国初の3階建仮設住宅

応急仮設住宅建設2

平成23年11月12日、仮設住宅マーケットのオープニン
グセレモニーを町民野球場仮設住宅で開きました。
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女川は、どう立ち上がったか第 3章 （2）復旧・復興活動への転換

■女川町応急仮設住宅の一覧（概要）

団地名　　　　　　　　　　　　    建築態様  　 戸数 　 1DK   　2DK  　 3K      棟数   　共同施設     　 工期   　入居日

［注1］＊印の応急仮設住宅は、当該地区に居住していた人の入居を対象としています。　　　　　　
［注2］1DKは1～ 2人世帯、2DKは3～ 4人世帯、3Kは5～ 6人世帯向けとしています。

町民野球場 女川浜字大原190 独立 189 74 72 43 9 集会所　1 7.21 ～ 10.10

町民多目的運動場 女川浜字大原190 独立 154 72 52 30 22 集会所　1 4.29 ～ 6.5

女川第一小学校グラウンド 浦宿浜字門前4 独立 57 12 33 12 9 集会所　1 3.28 ～ 5.1

針浜地区 針浜字針浜436-1 独立 40 40 7   談話室　1 5.13 ～ 6.25

旭が丘北側地区 浦宿浜字十二神60-32  33 13 13 7 6  5.6 ～ 6.18

旭が丘南側地区 旭が丘二丁目11-2  17 6 8 3 8  5.6 ～ 6.18

旭が丘ゲートボール場 旭が丘二丁目2  16 6 7 3 3  5.6 ～ 6.18

旭が丘一丁目地区 旭が丘一丁目13-2  7 5 2 2   6.3 ～ 7.24

清水地区① 女川浜字日蕨51-1 独立 94  94  11  4.26 ～ 6.19

清水地区② 女川浜字日蕨51-1 独立 50  50  7  5.18 ～ 7.24

新田地区① 女川浜字新田14 住棟一体 47 19 22 6 7 談話室　1 7.8 ～ 9.3

　　　仮設福祉住宅   9    1

新田地区② 女川浜字新田18 住棟一体 48 25 23  8 談話室　1 8.12 ～ 9.23

宮ケ崎地区 宮ケ崎字宮ケ崎81 住棟一体 9 2 6 1 3  6.3 ～ 7.23

第三保育所跡地 宮ケ崎字宮ケ崎76-1 独立 8 4  4  2 談話室　1 6.24 ～ 7.31

石巻バイパス用地 石巻市沢田字平形四番16 独立 236  236  22 集会所　2 5.6 ～ 7.30

石巻市蟹田地区 石巻市流留字一番囲53 独立 31 13 12 6 5 談話室　1 6.3 ～ 8.6

石巻市内田地区 石巻市流留字内田74 住棟一体 23 9 9 5 4 談話室　1 6.3 ～ 8.6

旧女川第三小学校グラウンド 尾浦字尾浦145-2 独立 25  25  5 談話室　1 5.13 ～ 6.26

桐ケ崎地区＊ 桐ケ崎字桐ケ崎21-1 住棟一体 23  23  7 談話室　1 6.14 ～ 7.28

指ケ浜地区＊ 指ケ浜字指ケ浜57 独立 14 6 5 3 3 談話室　1 6.3 ～ 7.21

小乗地区＊ 小乗浜字小乗88-2 住棟一体 31 12 14 5 5 談話室　1 5.20 ～ 7.15

向地区＊ 小乗浜字向47-2 住棟一体 10 6 2 2 2 談話室　1 6.3 ～ 7.15

高白浜地区＊ 高白浜字尾畑26-1 独立 19 12 2 5 4 談話室　1 5.27 ～ 7.15

横浦北地区＊ 横浦字名不知42-1 住棟一体 24 5 3 6 7 談話室　1 5.27 ～ 7.6

大石原浜地区＊ 大石原浜字大石原70  6 1 3 2 3  5.27 ～ 7.6

野々浜地区＊ 野々浜字野々浜151 住棟一体 11 2 9 5  談話室　1 6.3 ～ 8.11

飯子浜地区＊ 飯子浜字夏浜118-1 独立 9  9  3 談話室　1 6.3 ～ 7.18

塚浜地区＊ 塚浜字塚浜201-1  6 1 5 1   6.24 ～ 7.18

小屋取地区①＊ 塚浜字小屋取21-1  3 3   1  6.14 ～ 7.18

小屋取地区②＊ 塚浜字竹ノ尻3-1  3 1 2  1  6.14 ～ 7.18

出島町営グラウンド（出島地区）＊ 出島字高森山1-65 住棟一体 25 4 21  5 談話室　1 7.8 ～ 9.14

出島町営グラウンド（寺間地区）＊ 出島字高森山1-65 住棟一体 17 2 14 1 4 談話室　1 7.8 ～ 9.14

　　　　　　　　　　　　合計   1,285 315 830 140  191 集会所　6

　　　　　　　　　福祉仮設含む合計   1,294 324  192 談話室　1

集会所　1
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　仮設住宅入居に関しては、入居対象者、入居条件、入
居者決定方法、受付期間、受付方法、受付場所について
の詳細を定め、広報紙への掲載、避難所への掲示等に
より入居希望者に周知しました。
　一方、仮設住宅の住環境に関しては、洗濯機、冷蔵庫、
32型テレビ、炊飯器、電子レンジ、電気ポットの6点
セットを整備すると同時に、その他の生活必需品も供
給できるようにしました。この6点セットは日赤から
配給されたものであり、その他の物資の多くも各種支
援団体から提供を受けたものでまかないました。

仮設住宅には一定の生活必需品を整備

■仮設住宅入居に関する条件等（要約）

入居対象者

入居条件

入居者決定方法

受付期間

受付方法

受付場所

●住家が全壊又は流失し、居住する住家が
ない方で、自己の資力で住宅を確保する
ことが困難な被災者

●入居期間：入居後原則2年以内
●自己負担：電気・水道・下水道・プロパ
ンガス・NHK受信料及び備え付け以外
の備品（家財道具など）等に要する経費

●入居者選考については、妊産婦・乳幼児・
高齢者・障害者のいる世帯を優先して、
抽選により決定

●決定時期は、第一小学校の場合は4月下旬
予定

●各仮設住宅の所定の期間内

●女川町建設課（女川第二小学校）又は所定
の避難所で配布している「応急仮設住宅
入居申請書」に必要事項を記入の上、提出
（所定の日程で回収に出向く。その時、提
出できなかった方は、受付期間内に所定
避難所に提出）

●女川町：建設課（女川第二小学校2階ギャ
ラリー室）

●避難所：総合体育館、第二小学校、町立病
院、華夕美、東北電力浦宿寮、女川高校、第
一小学校、照源寺、旭が丘集会所、上四区
さくら集会所、勤労青少年センター、第一
保育所、指ケ浜地区、女川町公民館御前分
館、保福寺、旧第三小学校、海泉閣、野々浜
地区、東北電力原子力発電所

■仮設住宅供給物品一覧

家具 座卓 折り畳み １
食器 食器セット 平皿、ボウル皿 １
寝具 敷布団  人数分
寝具 掛布団  人数分
寝具 敷布団カバー  人数分
寝具 掛布団カバー  人数分
寝具 枕  人数分
寝具 枕カバー  人数分
掃除洗濯 洗濯用洗剤  １
掃除洗濯 ぞうきん  １
掃除洗濯 ハンガー  １
台所用品 やかん 1.5L １
台所用品 両手鍋 20cm １
台所用品 フライパン 24cm １
台所用品 包丁 大・小 １
台所用品 まな板 １ 
台所用品 台所用洗剤 260ml程度 １
台所用品 スポンジ １　　　
台所用品 ラップ 30cm×20cm １
台所用品 栓抜き缶切り １　　　
台所用品 お玉 １　　　
台所用品 ビーター １
台所用品 ざる 3個セット ２
台所用品 ボール 3個セット １
台所用品 ふきん  １
台所用品 ごみ袋 10枚 １
日用品 ランドリーセット 10点 １
日用品 シャンプー＆リンス 500ml程度 １
日用品 石鹸 3個セット １
日用品 歯磨き粉 130ｇ程度 １
日用品 トイレットペーパー 4ロール １
日用品 バスタオル 3枚セット １
日用品 ティッシュペーパー 5箱パック １
日用品 救急ばんそうこう  １
日用品 体温計  １
日用品 綿棒  １
日用品 はさみ  １
日用品 ノート  １
日用品 歯ブラシ  人数分
日用品 タオルセット  ２
日用品 生理用品  １

区分　　　　　　  品名　　　　　 　　  規格　　 　戸あたり数量

■仮設住宅の生活用品等の提供支援団体

　　　　　　　団体名　　　　　　　　　 提供品　　　  搬入

合同会社西友 生活用品
NGOピースボート 生活用品 作業協力
㈱グループセブジャパン 生活用品
㈱西川 寝具
NGOハビタット・フォー・ヒューマニティ 寝具 作業協力
NGOワールドビジョン 寝具 作業協力
花王カスタマーマーケティング㈱ 洗剤等
NPOコモンビート － 作業協力
㈱イケア・ジャパン 生活用品
スタンレー電気㈱ LED電球
梶原千恵 

表札 
（石巻の高校生との共作）
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女川は、どう立ち上がったか第 3章

　平成23年5月1日、女川第一小学校グラウンド仮設住
宅への入居をスタートに、以後、順次入居を進めました。
　この過程で、女川町では、町民の心身の健康を守る
ために、地域福祉センター内に女川町こころとからだ
とくらしの相談センター（ここからセンター）を開設
しました。
　ここからセンターでは、女川第一小学校、旭が丘、勤

仮設住宅の自治会活動

（2）復旧・復興活動への転換

■仮設住宅における自治活動の一例

場所

多目的運動場仮設住宅

清水地区①仮設住宅
清水地区②仮設住宅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
町民野球場仮設住宅

●平成24年1月26日『多目的仮設集会所だより』創刊
●遊びリテーション、編み物教室、手芸教室、習字教室、女の料理教室、男の料理教室等の定例行事開催
●東北文化学園大学の応援プロジェクトと協働行事開催
●仙台大学学生とのお茶のみ会開催

●ゴミ出しをきれいにしようとの話し合いからスタート
●老人クラブ再建、女性部結成（老人クラブは新田仮設住宅老人クラブと連携）
●ペタンク等7つのサークル活動を結成（スポーツクラブは宮城県大会にも出場）
●平成23年の秋まつり、年忘れ会からイベント開催へ
●「清水あおぞらクラブ」を結成してクリーン作戦
●そば打ち体験、手芸などの教室を定例化（そば打ち体験では、新田仮設住宅にもオープン）
●津波に被災した梅林を借りて、ふれあい農園の運営
●東北福祉大学の学生の支援を受けて孫の手づくり、靴べらづくり、その商品化

●住民交流会開催
●敬老会運営、夏祭り、カラオケ大会等の開催
●ラジオ体操の定例化
●各種教室の定例化
●手芸（キラキラ会）の定例化、作品の商品化
●白百合女子大学、京都造形大学、仙台大学等の学生の支援を受けたイベント開催

仮設住宅

労青少年センター、清水地区、多目的運動場、野球場、
石巻バイパスの各集会所にこころとからだとくらし
の相談所サブセンターを置き、保健師、看護師、保育士
及びケアマネージャーなどのこころとからだの専門
員が配置されました。
　その後仮設住宅では、自治会などが組織され、ここ
からセンターとの連携、大学生のボランティア活動か
らの支援等により、各地区でさまざまな自治会活動が
行われるようになりました。

主な事業例
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町民野球場仮設住宅

最初に建設された女川第一小学校グラウンド仮設住宅
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特別コラム   5

仮設住宅の
住民自治に
携わって

清水地区仮設住宅自治会

高橋義弘会長

千葉幸喜副会長

清水地区仮設住宅老人クラブ

鈴木誠一会長

佐藤良一事務局長
遠藤一事務局員

町内各地から入居者が集まった仮設住宅

　女川町では、石巻市を含む30地区に仮設住宅が建
設されました。その中で、清水地区には、清水地区
①（94戸）と清水地区②（50戸）の二つの仮設住宅が
建設され、これらを合わせると、石巻バイパス用地
（236戸）、町民野球場（189戸）、町民多目的運動場
（154戸）に次ぐ大規模な仮設住宅となりました。
　離半島部の仮設住宅は、集落ごとに入居すること
ができましたが、清水地区を含む中心部では、町内各
地区から入居者が集まり、これまで面識のなかった
人と隣り合って生活するような状態になりました。

　プライバシーが確保できず、不自由な状況の中で
コミュニケーションがとりにくかった避難所生活
から、隣に住む住人が誰かも分からない仮設住宅で
の生活が続いていく状態では、住民の精神的なケア
を図ることは難しく感じられました。有志が寄り
合い、何とか住民同士のコミュニケーションがとれ
るようにできないだろうかと話し合いを重ねた結
果、地域の活動を通じて住民の交流、親睦を深める
ことを目的に自治会を組織することとし、平成23年
11月19日、清水地区仮設住宅自治会を設立しまし
た。自治会については、行政区長や各種委員などの
経験のある方を中心に役員を選出し、仮設住宅内に
班を編成、班長は3ヶ月で交代することとし、多くの
人が班長の役目を担うような体制にしました。そ
の上で、自治会活動に積極的に参加してもらい、
様々な活動ができるようにとの考えから、火災予防
訓練や地区内清掃活動などの事業のほか、ペタンク
や手芸などのサークル活動も行いました。
　その後、仮設住宅の建設が進むにつれて他の地区
でも自治会が設立されていくようになりました。
他の地区の自治会のモデルになるようにしよう。
清水地区ではそういう気持ちも生まれ、東北福祉大
学の学生の支援を受けて、“孫の手”作りを行ったほ
か、仮設住宅に隣接した休耕地を整備して「女川復
興ふれあい農園」を開き野菜作りを行うなど、活動
を活発化させていきました。

　自治会の取り組みは進みましたが、人のつながり
や気持ちは簡単ではありません。高齢者はどうし
ても引きこもりがちになります。自治会での様々
な活動にも高齢者の参加は思わしくありませんで
した。そのような中で考えたのが、高齢者同士が寄
り集まる老人クラブでした。
　震災前にあった老人クラブを復活するような取
り組みができないか。自治会は老人クラブ結成に
動き、近隣の新田地区の仮設住宅や、清水地区内の
仮設住宅以外の住民にも参加を呼びかけました。
　こうして平成24年９月８日、「清水あおぞらクラ
ブ」を結成。震災後、仮設住宅の住民を中心にした
初めての老人クラブが誕生しました。

　結成当初の会員は60歳から88歳までの46名（男
性17名・女性29名）となり、最初の活動は、温泉で
仮設住宅生活の疲れを落とし、リフレッシュするこ
とから始めました。その後、年末には年忘れ会を開
催し、タラ汁を作って仮設住宅の住民に振る舞いま
した。その他にも、そば打ち会や旅行会など取り組
みの幅を広げて活動を続けています。また、婦人部
では毎月お茶のみ会を開催し、会員の親睦を深めて
います。
　仮設住宅生活の中でのストレスをどのように解
消していくか。引きこもりを防ぐため、人と人、心
と心をつないでいく上で、老人クラブの役割は大き
いと感じています。皆さんが明るく前を向いて暮
らしていけるよう、充実した活動を続けていきたい
と思っています。

清水地区の集会所と新田地
区の談和室が、自治会、老人
クラブ、婦人クラブなどの活
動の場所となっており、これ
までの活動の様子が分かる
写真が展示されています。
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女川は、どう立ち上がったか第 3章

　女川町では、石巻市を含む30地区に仮設住宅が建
設されました。その中で、清水地区には、清水地区
①（94戸）と清水地区②（50戸）の二つの仮設住宅が
建設され、これらを合わせると、石巻バイパス用地
（236戸）、町民野球場（189戸）、町民多目的運動場
（154戸）に次ぐ大規模な仮設住宅となりました。
　離半島部の仮設住宅は、集落ごとに入居すること
ができましたが、清水地区を含む中心部では、町内各
地区から入居者が集まり、これまで面識のなかった
人と隣り合って生活するような状態になりました。

清水地区仮設住宅自治会の設立

清水地区の老人クラブの活動は、「石巻かほく」で
大きく紹介されました。（平成25年1月6日付1面）

　プライバシーが確保できず、不自由な状況の中で
コミュニケーションがとりにくかった避難所生活
から、隣に住む住人が誰かも分からない仮設住宅で
の生活が続いていく状態では、住民の精神的なケア
を図ることは難しく感じられました。有志が寄り
合い、何とか住民同士のコミュニケーションがとれ
るようにできないだろうかと話し合いを重ねた結
果、地域の活動を通じて住民の交流、親睦を深める
ことを目的に自治会を組織することとし、平成23年
11月19日、清水地区仮設住宅自治会を設立しまし
た。自治会については、行政区長や各種委員などの
経験のある方を中心に役員を選出し、仮設住宅内に
班を編成、班長は3ヶ月で交代することとし、多くの
人が班長の役目を担うような体制にしました。そ
の上で、自治会活動に積極的に参加してもらい、
様々な活動ができるようにとの考えから、火災予防
訓練や地区内清掃活動などの事業のほか、ペタンク
や手芸などのサークル活動も行いました。
　その後、仮設住宅の建設が進むにつれて他の地区
でも自治会が設立されていくようになりました。
他の地区の自治会のモデルになるようにしよう。
清水地区ではそういう気持ちも生まれ、東北福祉大
学の学生の支援を受けて、“孫の手”作りを行ったほ
か、仮設住宅に隣接した休耕地を整備して「女川復
興ふれあい農園」を開き野菜作りを行うなど、活動
を活発化させていきました。

　自治会の取り組みは進みましたが、人のつながり
や気持ちは簡単ではありません。高齢者はどうし
ても引きこもりがちになります。自治会での様々
な活動にも高齢者の参加は思わしくありませんで
した。そのような中で考えたのが、高齢者同士が寄
り集まる老人クラブでした。
　震災前にあった老人クラブを復活するような取
り組みができないか。自治会は老人クラブ結成に
動き、近隣の新田地区の仮設住宅や、清水地区内の
仮設住宅以外の住民にも参加を呼びかけました。
　こうして平成24年９月８日、「清水あおぞらクラ
ブ」を結成。震災後、仮設住宅の住民を中心にした
初めての老人クラブが誕生しました。

　結成当初の会員は60歳から88歳までの46名（男
性17名・女性29名）となり、最初の活動は、温泉で
仮設住宅生活の疲れを落とし、リフレッシュするこ
とから始めました。その後、年末には年忘れ会を開
催し、タラ汁を作って仮設住宅の住民に振る舞いま
した。その他にも、そば打ち会や旅行会など取り組
みの幅を広げて活動を続けています。また、婦人部
では毎月お茶のみ会を開催し、会員の親睦を深めて
います。
　仮設住宅生活の中でのストレスをどのように解
消していくか。引きこもりを防ぐため、人と人、心
と心をつないでいく上で、老人クラブの役割は大き
いと感じています。皆さんが明るく前を向いて暮
らしていけるよう、充実した活動を続けていきたい
と思っています。

清水あおぞらクラブの結成
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女川は、どう立ち上がったか第 3章

　女川町では、漁港、漁船、魚市場、養殖棚等の水産施
設が津波により壊滅しました。また、水産関係者の多
くも被災し、避難所で生活をしていました。そのよう
な中、町の早期復興のためには、基幹産業である水産
業の本格的な復旧・復興に取り組む必要があること
から、宮城県漁業協同組合女川町支所（以下、漁協）、女
川魚市場（以下、魚市場）、女川魚市場買受人協同組合
（以下、買受人協同組合）と連携して、漁船修復、掃海、浜
のがれき処理など漁港の復旧、魚市場の復旧、製氷施
設や冷蔵施設などの整備への取り組みを始めました。
　平成23年9月にまとめた『女川町復興計画～とりも
どそう　笑顔あふれる女川町～』では、復興基本計画

水産業の復興へ向けて

（2）復旧・復興活動への転換

漁港再開、魚市場再開、水産業の復活3

の「2．港町産業の再生と発展《産業》」の節で、水産業
の応急復旧による早期再開のために「港町女川の早期
復興のために、基幹産業である水産業の再開を率先し
て進めます。」「漁港・市場の早期再開の実現をめざす
とともに、市場再開のPRを通じて、さらに活力ある水
産業の復興を推進します。」との方針のもと、緊急対策
として、

①被害が少なく緊急に利用できる漁港の整備
②市場・水産加工場等の代替施設の整備
③漁船・漁具の確保
④養殖業の再開
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
に取り組むことを明示しています。

漁協事務所、魚市場、買受人組合事務所、各種水産関係施設等、女川湾岸の多くの施設が流され、ガレキに埋め尽くされてしまった状態から水産業の復興が始ま
りました。

128



　女川町では、震災後の4月から10月までの半年ほど、
湾岸の掃海、がれき処理を行いました。県内には5隻
の処理船がありましたが、県独自のプロジェクトのた
め使用不可となっていたため、石巻市内の建設業者に
依頼して海域のがれき処理を開始し、漁船を流されな
かった漁師が、すぐに漁に出られるようにすることを
目指しました。浜では、漁業者ががれき処理の作業労
賃で暮らしを成り立たせるような状態でした。
　並行して、他市町村に先駆けて船着場の改修も始め
ました。また、船着場のバックヤードには、漁業再生
を目指す漁業者が集まり、会合や休憩ができる番屋の
整備にも取り組み、8月18日の塚浜、横浦の番屋引渡し
以後、北浦地区、五部浦地区の浜に次々に整備してい
きました。
　平成24年10月には女川湾口防波堤の復旧工事を着
工し、平成25年には岸壁工事も始めました。修復する
に当たっての岸壁の高さを女川町では小型船用岸壁
では2.2ｍ、中型底引き網船用岸壁では2.5ｍ、大型サ
ンマ船、海旋船用岸壁では2.7ｍとしました。水産庁
の当初の指示では一律2.7ｍとなっていましたが、こ
れでは大型船しか着岸利用できなくなることから、町
では県を通じ水産庁と協議し整備を進めました。

漁港の復旧・復興

24年3月、東北大学マリンサイエンスプロジェクトの一環として女川湾の漁場
調査が始まりました。

平成23年

  4月30日●浜のがれき撤去作業終了

  8月18日●塚浜、横浦の番屋引渡し

  9月  5日●尾浦の番屋引渡し

10月  3日●竹浦、高白、飯子浜の番屋引渡し

10月  7日●桐ケ崎、指ケ浜の番屋引渡し

平成24年

10月17日●女川湾口防波堤復旧工事着工

平成25年

  5月22日●女川湾口防波堤ケーソン据え付け工事着工

■漁場・漁港の復旧状況

平成24年10月には、女川湾口防波堤の復旧工事着工式が行われ、防波堤整備
が始まりました。総延長757.5ｍ（北側392ｍ、南側365.5ｍ）、中央の開口部は
140ｍ（震災前は150ｍ）、深さは10.5ｍ（震災前は16.5ｍ）であり、開口部を狭
めることで津波の侵入を少なくすることを狙っています。また、コンクリー
トケーソンを連結するなど、津波の圧力に耐える構造を採用しています。

女川湾にあって海洋生態研究の拠点となっていた東北大学の農学研究科附属
複合水域生産システム部「女川フィールドセンター」も津波で流されました
が、小乗浜に平成26年春に再建されました。
※写真は建設中のものです。
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女川は、どう立ち上がったか第 3章

　約1,000隻あった船の8割が失われた中で漁業を復
興させるためには、漁港の修復と同時に、漁船の復旧
が最大の課題でした。平成23年4月、町は漁協から要
望のあった女川町小型漁船船揚場（上架施設）の復旧
を進め、6月8日に試運転を行い、問題がないことが確
認され、その後、漁協を窓口に利用が受け付けられま
した。これにより、平成24年の年明け頃から漁業従事
者が本格的に浜の仕事に戻り始めました。
　漁協では、全国からの寄贈（救世軍、キリスト教協会、
キリンビール、サントリー、東芝等）や、補助金（共同利
用船補助事業、イカダの復旧事業、養殖がんばる事業
等）を活用し、漁船や養殖施設の復旧を進めました。
　合計生産高も、震災前の45億1900万円から、平成23
年度には３億8000万円まで減少しましたが、平成24年
度には20億3500万円、平成25年度には38憶1000万円
となっています。

漁業の復旧・復興

（2）復旧・復興活動への転換

浜に建設した番屋は漁業者の拠点として活用されています。

年度 天然 養殖 生産高総合計

平成22年 715,794千円 3,803,951千円 4,519,745千円

平成23年 313,433千円       68,797千円    382,230千円 　

平成24年 337,088千円 1,698,142千円 2,035,230千円　

平成25年 629,899千円 3,180,151千円 3,810,050千円

■漁協女川町支所の生産高推移（平成26年度『女川町統計書』より）
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女川は、どう立ち上がったか第 3章

　魚市場では職員に犠牲者はいませんでしたが、職員
全員が集まり、被災状況、復旧、今後の行動などについ
て話し合ったのは3月20日すぎになりました。
　その後、石巻市内の宮城県漁業協同組合の事務所に
間借りし、市場の業務を再開しました。
　女川町では、市場再開のために、市場周辺のがれきを
撤去し、岸壁を暫定的に満潮水位プラス30cmに嵩上げ
して整備する計画を立て、5月24日から整備を始めまし
た。また、がれき撤去は、市場職員のほか、NPOなどの
ボランティアからの支援を受けて作業を行いました。
　市場再開に必要な備品は、町が水産庁の「水産事業
共同利用施設復旧支援事業」を活用して購入し、市場
に貸し出す形とし、スカイタンク、カゴ類、ハカリ類、
トラックスケール、フォークリフト、砕氷車、ベルトコ
ンベア、トラック、選別機などを揃えていきました。6
月21日には、冷蔵用のコンテナを設置し、2階建のプレ
ハブ事務所棟を建て、7月1日に市場を再開、9月のサン
マの水揚げに間に合せようと考えていた計画よりも、
早い再開となりました。
　なお、市場の備品は、町外の多くの団体・企業の物
資と資金の支援を受けて揃えたものも少なくありま
せんでした。中でも、東北漁港機能の早期再開を目指
し、大手企業20社が支援金を拠出して開設した一般社
団法人東北漁業再開支援基金・希望の烽火のプロジ
ェクト支援により、スカイタンク、フォークリフトの増
設、事務所で使用するデスク、パソコンなどの整備が
進みました。

魚市場の復旧・復興

（2）復旧・復興活動への転換

年度 隻数 水揚高数量 水揚高金額

平成22年 9,957隻 60,906千㎏ 7,906,859千円

平成23年 3,262隻 21,945千㎏ 1,761,773千円

平成24年 7,220隻 43,411千㎏ 4,392,309千円

平成25年 8,456隻 48,384千㎏ 7,546,488千円

■女川町魚市場の水揚高推移（平成26年度『女川町統計書』より）

　被災地の中でいち早く再開した女川魚市場のニュ
ースは、報道記事でも全国に伝わり、女川港への水揚
げを意識させる力となりました。
　水揚高も順調に回復しており、平成23年度には、平
成22年度の79億6百万円の5分の1近くの17億6000万円
まで減少しましたが、平成24年度は43億9000万円、平
成25年度は75億4600万円となっています。

平成23年
  5月24日●魚市場の整備開始
  6月21日●市場コンテナ設置
  7月  1日●市場再開セレモニー
  8月22日●冷凍コンテナ引渡し式
  9月12日●復活後、最初のサンマの水揚げ
10月  5日●魚市場関係の放射能測定開始

■女川町魚市場の整備状況
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女川町地方卸売市場

平成23年9月からサンマの水
揚げも復活し、全国のサンマ
船が戻ってくるようになりま
した。
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女川は、どう立ち上がったか第 3章

　魚市場の再開に向けての取り組みと並行して、買受
人協同組合の復旧・復興への取り組みも活発になり
ました。
　買受人協同組合が最初に取り組んだのは製氷貯氷
施設の建設であり、津波で流された当該施設を復活さ
せることが、第一歩となりました。製氷貯氷施設は魚
市場脇に完成し、平成24年7月10日に披露されました。
　続いて着手したのは、大型冷蔵施設の建設でした。カ
タール国から20億円の支援を受け、平成24年9月28日、
敷地面積7,760.75㎡、建物延べ面積6,932.49㎡、地上
3階建ての建物に、約6,000トンの冷蔵室と約50トンの

買受人協同組合の復旧・復興

（2）復旧・復興活動への転換

平成23年

  4月  9日●冷凍水産物の廃棄作業開始（～ 6月後半）

10月  2日●おながわ秋刀魚収獲祭

平成24年

  7月10日●製氷貯氷施設完成披露

10月13日●多機能水産加工施設「MASKAR」操業記念式典

■買受人協同組合の復旧状況

凍結室を備えた多機能水産加工施設「MASKAR（マス
カー）」が完成。10月13日には、カタール国の行政監
督庁長官をはじめ関係者出席のもと、操業記念式典が
開催されました。

買受人協同組合復活の取り組みの中で最初に完成したのが製氷貯氷施設でした。1日25トンの製氷能力をもつ機械が2基設置され、150トンの氷を貯蔵できる施設
であり、魚市場脇に完成し、平成24年7月10日に披露されました。
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製氷貯氷施設に続いて完成した冷凍冷蔵庫「MASKAR（マスカー）」は、中東カタール国の支援を活用し、平成24年9月に完成したものです。マスカーとは、カタール
沿岸に伝わる伝統的な漁法から命名したものであり、1階が荷捌き室、2階が冷凍・冷蔵室、3階・屋上が避難場所となっており、美しい建物は女川港のシンボルの一
つとなっています。

平成23年10月には、買受人
協同組合が中心となって
「おながわ秋刀魚収獲祭」
が総合運動場第二多目的
運動場を会場に開催され
ました。
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女川は、どう立ち上がったか第 3章

　平成23年4月1日、約50名の商工業者が、女川第一中
学校図書室に参集し、震災後最初の女川町商工会（以
下、「商工会」と略称）の全体会議が開かれました。
　会長から「100年先も見据えての町づくりを考えよ
う」との考え方が示され、「会員をまとめよう」との指
示が 出されました。参加者は、一致団結しよう、がん
ばろうという気持ちで、「女川町復興連絡協議会」（以
下、「連絡協議会」と略称）を結成して、まちづくり計画
の作成に取り組むことを決定しました。
　翌2日には、商工会に所属している水産業者30～40名
が集まり、漁業の被災状況、漁港の修復、製氷施設の修
復等についての状況報告を聞き、女川町との連携など
も話し合われました。
　この2日間で、業種の枠をはずして皆で一緒に考え
よう、地域を元に戻すことを大前提にしようとのコンセ
ンサスが得られ、以後、4月14日の連絡協議会設立準備
会の開催、4月19日の連絡協議会設立へと進みました。
　この間、商工会では、3月30日に河南桃生商工会の一
室にパソコン、電話を借り、津波で流された事務局を
開設し、上部団体との連絡などに当たりました。同時
に、地元の水産加工業者、建設業者の協力により浦宿
に15坪の2階建てプレハブを建設し、観光協会、買受人
協同組合、水産加工業協同組合、商工会の4団体が入り、
事務所代わりに使うと同時に、業界を越えて語らう場
とされました。

商工会の再建

（2）復旧・復興活動への転換

商工業、商店街の復興4

復興連絡協議会の事務所に石破茂議員（自民党）も
来所しました。

平成23年

  3月30日●河南桃生商工会に商工会事務局開設

  4月  1日●商工会全体会議開催

  4月  2日●町内水産業者会議

  4月14日●復興連絡協議会設立準備会

  4月19日●復興連絡協議会設立

  5月  4日●女川高校グラウンドで女川復幸市開催

  7月  1日●おながわコンテナ村商店街オープン

  8月  1日●「がんばっぺ女川盆まつり」開催

10月  7日●マリンパル女川おさかな市場オープン

11月  1日●『女川町復興計画の基本理念』提言

平成24年

  2月19日●観光協会の「街ごとWi-Fi」サービス開始

  3月24日●女川町商店街復幸祭開催

  4月29日●きぼうのかね商店街オープン

平成25年

  3月23日●復幸男レース開催

  3月24日●女川町商店街復幸祭開催

  5月  3日●金華山航路再開

10月10日●「女川ブランディングプロジェクト」調印

11月  3日●ツール・ド・東北in宮城・三陸

■商工業再建の主な取り組み

　以後、何次にもわたって連絡協議会の議論が重ねら
れた後、その内容は、平成23年11月1日、『女川町復興
計画の基本理念－100年先に向けた女川町のグランド
デザイン－』としてまとめられました。
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『女川町復興計画の基本理念』の表紙

　連絡協議会の提言書は、その表紙において

　私たちは2011年３月11日に起こった未曾有の大震
災を乗り越え、未来の女川町の繁栄に向け再び歩き始
めなければならない。その大前提として、災害時に再
び尊い人命が失われることがないよう智恵を集約し、
安全確保の仕組みを構築しなくてはならない。
　また、町づくりにおける“住民の暮らし復興”は、経済
的な豊かさだけを追い求めるのではなく、家族や地域
コミュニティの一員としての絆や、個々の生きがいを
尊重し、精神的にも満たされたゆとりと楽しさが溢れる
生活環境を創出することを目標とする。それらを実現
するための社会環境作りと、女川の財産である自然環境
の保全を両立させることのできる、未来に向けた構想
を“女川タウンスタイルの確立”と呼び、これを実現す
るための道筋を女川町のグランドデザインとして提
示する。

と宣言し、提言に至った考え方と方向性を示してい
ます。
　そして、「第1章　大災害を乗り越えて」において、
「第1節　女川町を取り巻く諸状況の大変化と、被災し
た町民に起こったパラダイムシフト」、「第2節　女川
町に住む私たちが提供できる二つの資源」、「第3節　

『女川町復興計画の基本理念』の提言

復興連絡協議会の提言について
「石巻かほく」が報道しています。
（平成24年1月31日付1面）

女川町の“二つの安全安心宣言”と社会提案」について、
考え方の骨子を説明（次ページ参照）。100年後を見 
据えた女川町のグランドデザインとして、「女川タウ
ンスタイル」を確立し、将来子どもたちに引き継げる
町をつくり、女川町を「住み残る」「住み戻る」「住み来
たる」町とすることを主張しています。
　なお、この提言とともに連絡協議会は一時休止となり、議
論に参加していたメンバーの一部は町の復興計画策定に
関するワーキンググループに参加し、この提言を町の計画
の中に活かしていく方向に活動をシフトしていきました。
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女川は、どう立ち上がったか第 3章 （2）復旧・復興活動への転換

■『女川町復興計画の基本理念』より

第１章　大災害を乗り越えて

第１節　女川町を取り巻く諸状況の大変化と、被災した町民に起こったパラダイムシフト
　今回の災害により町民の多くが人的被害を受け、経済基盤となる事業所・水産事業施設等もほぼ全流失した。しかし、
今なお続いている多方面からの支援や励まし、そして人と人とを結ぶ絆がゼロからのスタートとなるこの町の復興に
大きな力を与えている。たとえ尊い命、すべての財産を失っていても、人と人を結ぶ絆や優しさが日本の社会を作り
上げているのだという実感と安心感は、この町を復興させる上で何が大切かを指し示している。私たちは“女川復興
に携わっていただいた全ての人達の誇れる町”にすることが責務と信じ、再生の道を切り開かなければならない。
　個人の経済的基盤再構築においても、量より質、高所得と高収益を上げることよりも、個々のキャリアを活かした生
活再生活動が女川町の蘇生へと繋がっていく、そのような仕組み作りを考えたい。

第２節　女川町に住む私たちが提供できる二つの資源
１．人と自然に優しい暮らしの提供

　都市部では、日常生活の中で自然に親しむ機会が減少しており、そのため生活の利便性より自然とのふれあい
を重視する自然派志向が高まっている。また、社会的な責務や制約から解放された人達に自由な時間と空間を提
供し、安心して子供を育て、生きがいのある余生を過ごせる、人に優しい町づくりを評価する人たちも増えている。
　女川のシンボルである清浄な女川湾の海水や湧水、自然景観を基盤とした人に優しい生活環境の構築は、多く
の人達の支持を得るものと考えられる。

２．安全でクオリティーの高い女川産品の提供
　女川町は、水産業を始めとした食糧生産供給基地としての役割を担ってきたが、今回の災害は環境破壊と食の
安全性について様々な問題を投げかけることとなった。
　私たちは、現状の消費者ニーズの最優先課題である食の安全検査と情報開示について、どこよりも早くよりオ
ーソライズされた仕組みを創出しなければならない。
　また、女川湾岸住民の意思表示としての“ゼロエミッションプロジェクト”の展開は、清浄の海女川湾のイメージ
回復とともに、生産される水産品の付加価値にも大きなアドバンテージを与えると考えられる。商品クオリティ
ーについても女川スタンダードとも呼ぶべき高品質基準を設け、他地域との差別化を図るべきである。

第３節　女川町の“二つの安全安心宣言”と社会提案
　以下に述べる“二つの安全安心”の実現は、女川町が他地域の人々に対し健全な資源財産を提供できるサプライヤー
であることを認識してもらうために、必ず実現しなければならない使命である。

１．暮らしの安全安心
　この災害体験をもとに、自然の脅威に対する安全（セーフティーネットワークの構築）の大切さが再認識され、危
機管理体制に対する充実がなお一層強く求められている。
　また一方で、日常生活での弱者といわれる子供、高齢者、障害のある人たちの暮らしに視点を置いた、生きがい
を持って安心して暮らせる地域社会の実現もまた求められている。
　女川町は以上の課題を町づくりの中で解決していくために、その道筋と施策を明示しなければならない。

２．食の安全安心
　私たちの女川町は、水産資源に恵まれた豊かで清浄な海や自然環境の中で成り立ってきた。母なる海“女川湾”
の水質や景観を守り、自然と人間との豊かなふれあいを保ちながら、美しく健全な状態で将来世代に引き継ぐた
めに“ゼロエミッションを命題”とした自然への負荷が少ない循環型の町づくりを目指さなければならない。結
果として生み出される安全で安心な水産資源等を社会に還元していくことが水産の町女川復活の重要な切札と
なる。
　私たちは地球を構成する一員としての自覚と未来の子供たちの為に、そして海業の町女川再興の為にこの使
命を果さなくてはならない。
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　一方で、商工会及び商工業者は、女川の物流を復活
させ、町の賑わいを取り戻すために平成23年5月4日
に女川復幸市、8月15日にはがんばっぺ女川盆まつり
を開催し、また、7月1日にオープンしたおながわコン
テナ村商店街をはじめとする復興商店街の建設から
商店街の復興への取り組みを始めました。
　これらの復興商店街の建設に関しては、中小企業庁
の「グループ補助金」のように町・県を通して利用で
きる国の補助金を活用する一方で、各種団体の支援も
受けています。きぼうのかね商店街は、木造の店舗は
救世軍、プレハブの店舗は独立行政法人中小企業基盤
整備機構の援助を受けて完成されました。
　復興商店街は、町民の日常生活用品の購人やコミュ
ニティ形成の場となると同時に、復旧・復興工事関係
者、視察や観光で来町する人が利用する場所となって
います。

復興商店街への取り組み

■女川町復興商店街の概要（平成25年11月末現在）

名称・所在　　　　　　  開　設　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　店　舗

おながわコンテナ村商店街
鷲神浜字堀切20-4

平成23年
7月1日

相喜フルーツ　マルカネ青木食品　㈲マルサン洋品店　フラワーショップはなゆう
女川電化センター　おじか　酒飯処かぐら　IZAKAYAようこ　阿部養建設　
シーパル宅急便

マリンパル女川
「おさかな市場」
浦宿浜字磯浜山2

平成23年
10月7日 マルキチ阿部商店　山田商店　片倉商店　兼宮商店　平初鮮魚店　海逢

きぼうのかね商店街
浦宿浜字十二神60-3
（女川高校グラウンド）

平成24年
4月29日

岡果菜専門店　幸楽　福原商店　高橋酒店　くまがい酒店　㈱山大商店　
八百東商店　食事処三秀　横井米店　阿部新　女川カレープロジェクト　阿部正茶舗
串焼きたろう　小野寺茶舗　㈲芳文堂　㈲聖花園　佐々木釣具店　
女川スポーツ用品センター　ファミリーシューズキャロット　マツヤ　CSサロンCoeur
婦人服のダイシン＆かふぇさくら　三陸無線商会　フラワーショップさとう　㈲三重商会
カワムラ釣具店　RIVER SON ENTERPRISE　読売新聞女川販売店　本のさかい
黄金タクシー　みなと理容所　木村はり灸マッサージ治療室　みなとまちセラミカ工房
コバルトーレ女川　アイ美容室

平成23年5月4日、女
女川高校グラウンド
で女川復幸市が開か
れ、商工業者の復興
が目に見えるものに
なっていきました。

コンテナ村商店街は、建設会社の土地を借り、プレハブとコンテナの組合せ
で建設されました。

マリンパル女川「おさかな市場」は、水産事業者が集まり独自に建設されました。

きぼうのかね商店街は、女川駅前にあって奇跡的に
流されなかった「からくり時計」を移動させて「希望
の鐘」のシンボルとし、女川町最大の復興商店街とな
っています。女川町観光協会、商工会が事務所を置き、
銀行、郵便局も揃っています。
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女川は、どう立ち上がったか第 3章

　震災以前、美しい海と森に恵まれ、美味しい四季の
水産食品を提供する女川町には、年間70万人前後の観
光客がありましたが、震災後の平成23年度には４万人
弱にまで減少してしまいました。
　どうすれば、観光客に戻ってきてもらうことができ
るか。商工会は、観光協会、水産関係団体、各種町民団
体等と連携して、女川町の復旧・復興・再生の中で、女
川ブランドの向上、水産資源とは別の新しい女川産品
の開発、観光開発などにも取り組んでいます。
　ブランド化の取り組みとしては、商工会青年部によ
る「リアスの戦士イーガー」プロジェクトによるキャ
ラクター DVD発行をはじめ、女川ブランド構築を目
的とし「女川カレー」の開発・販売などがあります。震
災前に開発された「女川丼」を、改めて観光協会と連携
してアピールしているのも、ブランド化取り組みの一
つです。
　また、民間団体や住民の取り組みの中では、スペイ
ンタイルを使った工芸体験もできる「セラミカタイ
ル」、女川名産のサンマの形にした「さんまnaたい焼
き」、女川高校生が開発した「たまげ大福だっちゃ」な
ど続々と新しい産品が生まれました。

観光再生などへの取り組み

（2）復旧・復興活動への転換

商工会青年部の「リアスの
戦士イーガー」プロジェク
トのメインキャラクターで
あるイーガーは、江島から
生まれたヒーローです。

　全町を挙げての観光振興としては、復興商店街の盛
り上げとあわせて、金華山航路の再開、トレーラーハ
ウス宿泊村の開設、女川町商店街復幸祭、おながわ秋
刀魚収獲祭、女川商工祭等のイベント開催などの取り
組みがありました。
　トレーラーハウス宿泊村「エルファロ」は、移動可能
なトレーラーハウスタイプの宿泊施設としては、東北
初の試みです。「エルファロ」は、震災後、滞在型観光を
アピールしても宿泊施設が足りないという状況のな
かで、トレーラーハウスを宿泊施設にするというアイ
デアから生まれたものであり、平成24年12月にオー
プンしました。

■観光客数等の推移（平成26年度『女川町統計書』より）

平成22年 696,005人 658,503人 37,502人

平成23年 39,565人 36,304人 3,261人

平成24年 218,693人 207,759人 10,934人

平成25年 295,016人 273,902人 21,114人

内訳
年度 入込観光客

総数 日帰り客 宿泊客
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神秘の島“東奥三霊場”金華山への女川航路は土・日曜・祝日運航で復活しています。

「女川カレー」は、復興商店街などでスパイスキットを購入できるほか、お店で多彩なメ
ニューを味わうことができます。

「女川丼」は女川名物の魚介類を豊富にちりばめた豪華な一品です。

観光協会の広報リーフレットで、復興商店街をはじめ、女川町中
心部の観光資源を知ることができます。
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特別コラム   6

生まれた場所は
ここしかない。
ふるさとのために
できること。
㈱髙政

髙橋正樹  取締役社長室長兼企画部長

津波被害が少なかった万石浦地区

　当社が位置する万石浦周辺は津波の影響はすく
なかったものの、地震で生産ラインのほとんどが止
まり、建物と設備に1憶2千万円程度の損害がありま
した。
　道路も不通になり、16時に出発する予定だった配
送車が動けず、7万枚のかまぼこが出荷できずに残
りました。停電で、生産ラインを動かすこともでき
なくなりました。
　地震後、会社としては、周辺で被害を受けた人が
あればサポートしようと考え、社員を周辺地区に走
らせ、介護施設や、第四保育所などの避難の手伝い
を行いました。また、夜になって、高台にある旭が
丘地区に通じる坂道に避難してきた車が並んでい
るのを見て、かまぼこを配りました。

　翌朝、壊滅した市街地を見て、阪神淡路大震災を
思い出しました。私は、学生時代、現地でボランティ
ア活動を行った経験があります。何もなくなって
しまった女川町を見て、「ここから何が起きるのか」
と思い、「できることの全てをしよう」と考えました。
　まず、出荷予定だったかまぼこを、町内全域に配
る体制を整えました。7万枚のかまぼこは、賞味期
限である7日間、1万人の町民全員に配るものと計算
し避難所に配り歩きました。

7万枚のかまぼこを提供

　続いて考えたのは、陸の孤島となり食料が無く
なった女川町内でかまぼこを作り、あたたかい状態
で配ることができないかということでした。稼働
できる揚げかまぼこのラインが１本残っており、原
材料は百数十トンの在庫がありましたが、電源の確
保が問題でした。
　町に相談すると、電力会社の電源車を手配してく
れることとなり、3月19日深夜に製造が確認でき、揚
げかまぼこの生産を再開しました。
　3月20日から女川町、石巻市、東松島市の全ての
避難所に配り歩き、3月いっぱい、この作業を続けま
したが、4月以降も避難所への支援物資が甘いパン
が中心だったのを見て、高齢者の皆さんを中心に温
かいかまぼこを食べてもらおうと、配布を継続しま
した。

　この間、避難所回りをしながら考えていたことは、
「人口減少に向き合わなければならない女川で、仕
事をどうすればよいか」、「産業の灯りをつけるため
に、1日でも早く工場を再開しなければいけない」と
いうことでした。
　女川町を復活、再建していくためには、全国の人
に女川町のものを食べていただき、経済活動を正常
なものに戻すことが必要です。

　社員が不安になることがないよう、工場の稼働が
なかった間も給料支払いを続け、また震災後の雇用
の場を提供するため、新規雇用を増やしました。
　4月18日、生産ラインがある程度復活し、ほぼ全店
舗に商品を供給して営業を再開することができま
したが、そのような中、食品の風評被害が世の中に
広まり始めました。
　「女川の生産物は安全です。」と全国に向かって
堂々とアピールできるよう、8月から放射線量測定
を始め、自社だけではなく町内の水産加工品の無料
測定も行い、安全性の根拠となるよう努力しました。

　津波で町のほとんどの機能が失われ、女川町は瀕
死の状態とも言える危機を迎えました。
　そんな町に、どのようにして人を呼び戻すか。町
の特産品を、どのように復活させ流通させていくか。
　当社としても、女川町の基幹産業である水産加工
業復活の手助けをするべく、工場の一部を被災した
町内企業に無償提供し、冷蔵施設も開放して利用し
てもらうなど、いくつかの支援事業を開始しました。
　また、アドバイザリーボードとして参加する「復
幸まちづくり女川合同会社」による女川ブランディ
ングプロジェクト『あがいん女川』の取り組みも、力
を入れている活動の一つです。
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女川は、どう立ち上がったか第 3章

　当社が位置する万石浦周辺は津波の影響はすく
なかったものの、地震で生産ラインのほとんどが止
まり、建物と設備に1憶2千万円程度の損害がありま
した。
　道路も不通になり、16時に出発する予定だった配
送車が動けず、7万枚のかまぼこが出荷できずに残
りました。停電で、生産ラインを動かすこともでき
なくなりました。
　地震後、会社としては、周辺で被害を受けた人が
あればサポートしようと考え、社員を周辺地区に走
らせ、介護施設や、第四保育所などの避難の手伝い
を行いました。また、夜になって、高台にある旭が
丘地区に通じる坂道に避難してきた車が並んでい
るのを見て、かまぼこを配りました。

　翌朝、壊滅した市街地を見て、阪神淡路大震災を
思い出しました。私は、学生時代、現地でボランティ
ア活動を行った経験があります。何もなくなって
しまった女川町を見て、「ここから何が起きるのか」
と思い、「できることの全てをしよう」と考えました。
　まず、出荷予定だったかまぼこを、町内全域に配
る体制を整えました。7万枚のかまぼこは、賞味期
限である7日間、1万人の町民全員に配るものと計算
し避難所に配り歩きました。

かまぼこ製造ライン

　続いて考えたのは、陸の孤島となり食料が無く
なった女川町内でかまぼこを作り、あたたかい状態
で配ることができないかということでした。稼働
できる揚げかまぼこのラインが１本残っており、原
材料は百数十トンの在庫がありましたが、電源の確
保が問題でした。
　町に相談すると、電力会社の電源車を手配してく
れることとなり、3月19日深夜に製造が確認でき、揚
げかまぼこの生産を再開しました。
　3月20日から女川町、石巻市、東松島市の全ての
避難所に配り歩き、3月いっぱい、この作業を続けま
したが、4月以降も避難所への支援物資が甘いパン
が中心だったのを見て、高齢者の皆さんを中心に温
かいかまぼこを食べてもらおうと、配布を継続しま
した。

　この間、避難所回りをしながら考えていたことは、
「人口減少に向き合わなければならない女川で、仕
事をどうすればよいか」、「産業の灯りをつけるため
に、1日でも早く工場を再開しなければいけない」と
いうことでした。
　女川町を復活、再建していくためには、全国の人
に女川町のものを食べていただき、経済活動を正常
なものに戻すことが必要です。

　社員が不安になることがないよう、工場の稼働が
なかった間も給料支払いを続け、また震災後の雇用
の場を提供するため、新規雇用を増やしました。
　4月18日、生産ラインがある程度復活し、ほぼ全店
舗に商品を供給して営業を再開することができま
したが、そのような中、食品の風評被害が世の中に
広まり始めました。
　「女川の生産物は安全です。」と全国に向かって
堂々とアピールできるよう、8月から放射線量測定
を始め、自社だけではなく町内の水産加工品の無料
測定も行い、安全性の根拠となるよう努力しました。

　津波で町のほとんどの機能が失われ、女川町は瀕
死の状態とも言える危機を迎えました。
　そんな町に、どのようにして人を呼び戻すか。町
の特産品を、どのように復活させ流通させていくか。
　当社としても、女川町の基幹産業である水産加工
業復活の手助けをするべく、工場の一部を被災した
町内企業に無償提供し、冷蔵施設も開放して利用し
てもらうなど、いくつかの支援事業を開始しました。
　また、アドバイザリーボードとして参加する「復
幸まちづくり女川合同会社」による女川ブランディ
ングプロジェクト『あがいん女川』の取り組みも、力
を入れている活動の一つです。

人を呼び戻すために  特産品を守るために

電源車を借りて揚げかまぼこを生産・提供

水産業の町をとりもどすために
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女川は、どう立ち上がったか第 3章

　医療制度改革など医療を取り巻く環境が厳しさを
増す中、慢性的な常勤医不足により厳しい運営状況下
にあった女川町立病院は、将来にわたって安定的に医
療を提供し、町民が安心して暮らせるよう、地域に根
差した包括的な医療・介護を提供することを目指して、
平成23年４月から公益社団法人地域医療振興協会を
指定管理者とし、施設改修を経て19床の有床診療所と
100床の介護老人保健施設の一体的施設へ再編する計
画が進められていました。
　しかし、この計画の最中に起こった震災によって、
町内唯一の医療機関となった女川町立病院は、機能の
復旧を最優先とし、指定管理者制度の開始時期を半年
遅らせることを決定しました。平成23年４月13日か
ら一次復旧工事に着手し、当初計画していた施設改修
計画の見直しを行い、早期に医療環境を整備するため、
８月30日から二次復旧・改修工事に着手しました。
　女川町立病院の復旧・改修は、本町医療の危機救済
と再建のため、発災直後から災害救援活動を行ってい
た宮城県と日本赤十字社を通じて、スイス赤十字社、
スイス財団などスイス国民から寄せられた救援金に

スイスからの支援と
女川町地域医療センターの新生

（2）復旧・復興活動への転換

津波のため、堀切山にあった町立病院も1階まで浸水被害を受けたところか
らの再建となりました。

女川町地域医療センターへの新生5

■町立病院から地域医療センターへの歩み

■スイスからの救援金事業の概要

平成23年

４月13日●一次復旧工事施工（～ 7月29日）

８月30日●二次復旧・改修工事施工（～ 2月29日）

10月１日●指定管理者制度へ移行

　　　　　「女川町地域医療センター」と改称

　　　　　19床有床診療所＋50床老人保健施設

11月１日●１階外来機能供用開始

11月21日●新一般病棟19床供用開始

12月１日●2階管理部門機能開始

平成24年

２月29日●二次復旧・改修工事完成

４月１日●新センター本格運用

　　　　　19床有床診療所

　　　　　100床老人保健施設

　　　　　通所リハビリセンター

４月15日●新センター竣工式

より賄われることとなり、その国際的な救援の手は、
町民の安全、安心な暮らしと町の復興への大きな足掛
かりとなりました。

○建物総床面積
　・女川町地域医療センター
　　鉄筋コンクリート造　4階建　塔屋2階　1棟　9,227.44㎡
　・女川町地域福祉センター
　　鉄筋コンクリート造　3階建　　　　　  1棟　4,049.14㎡

○事業の内容
　一次・二次災害復旧・改修工事に係る建築工事（外構工事、立体
　駐車場含む）、電気設備工事及び機械設備工事一式、二次解体工事、
　工事資材購入、設計監理委託、初度調弁、医療機器（CT装置、レン
　トゲン装置、マンモグラフィー他）購入、津波流出リース物件損失
　補償

　　本事業費総額　1,887,380,659円　
　　支援金総額　    1,887,313,124円 （全額スイスからの救援金）
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　平成23年10月1日から指定管理者制度へ移行した
女川町立病院は、名称を「女川町地域医療センター」と
改め、同時に19床の有床診療所と50床の介護老人保
健施設（工事完成後100床となる）、通所リハビリテー
ションを有する医療から介護まで一貫したサービス
を提供する一体的施設となりました。
　平成24年2月29日には、予定した全ての改修工事が
完成し、4月1日「女川町地域医療センター」として、「い
つでも、誰でも、どこへでも」を理念に、地域のかかり
つけ医として新しいスタートを切りました。

女川町地域医療センター

女川町地域医療センターは、平成24年2月に改修工事が完了しました。

4月15日の竣工式にはスイス駐日大使、スイス赤十字社国際部長、スイス財団
局長らの臨席もありました。

竣工式では、震災直後、1羽の鳩が町立病院の正面玄関入口に留まって羽を休め
ていたエピソードから、「誰もが憩える施設となるように」との祈りを込めて、約
1,000羽の鳩風船が放たれました。

　4月15日には、近衛日本赤十字社社長、ウルス・ブー
ヘル駐日スイス大使、スイス赤十字社マーティン・フ
ューラー国際部長、スイス財団トニー・バーゲナー局
長らのご臨席のもと竣工式を挙行しました。須田町
長は、「スイス国民の善意は、センターの再建に象徴さ
れています。女川町民は決してこのことを忘れませ
ん。」と挨拶し、感謝の念を伝えました。
　震災のあった3月11日の夜、跡形もない正面玄関の
入口ドアに1羽の白い鳩がとまっていました。
　式の最後には、震災で犠牲となった方々へのご冥福
と、復興への願いを込めて、白い鳩型の風船が一斉に
空へと放たれました。
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新しいまちづくりへ向けて

　復興計画の策定に関しては、広く町内外の有識者の
力を借りることで方針をまとめていました。
　平成23年4月15日、企画課内に復興対策室を設ける
とともに、「女川町復興計画策定委員会」（以下、委員
会）の結成に向けての人選、交渉等に着手しました。
復興計画を策定するための委員会には、専門的な知識
と視点が不可欠であり、また、地域の特性を知る方を
選ぶべきと考え、本町にゆかりのある震災復興や都市
計画などを専門とする大学教授らや、町内を熟知して
いる町民の代表などから人選しました。
　5月1日、災害対策本部において第1回目の委員会を
開催し、会議のあいさつで、安住町長は、「今なお不安な
気持ちでいる多くの町民のために、現状復旧にとどま
らない、港町女川の再生をめざすべく、新たな女川町の
設計に取り組みたい」と決意を述べ、復興計画案策定を
諮問しました。鈴木浩会長は、「復旧・復興が遅れると、
過疎化がさらに進む。住民の方々に復興のビジョンを
早めに示すべき」「委員会の取り組みを住民の方々に発
信するとともに、被災者のエネルギーを復興計画にど
のように生かしていけるかが重要」と応えました。
　5月9日、第2回委員会では、鈴木会長から復興計画の
中間答申が示され、復興方針として『安心・安全な港
町づくり（防災）』『港町産業の再生と発展（産業）』『住
みよい港町づくり（住環境）』の3つの柱が掲げられま
した。復興方針はのちに『心身ともに健康なまちづく
り（保健・医療・福祉）』『心豊かな人づくり（人材育成）』
を加えた5本柱としています。
　復興方針では、完全な防災には限界があることから、
災害時の被害を最小化する減災の考えを基本として、
居住地の高台移転や多重防御の考え方に基づいたま
ちづくり、中心部のゾーニング案、さらに震災による
人口減少等が懸念される離半島部の集落を集約する
ことによりコミュニティを維持、増大する案などが示
されました。

　平成23年5月1日、復旧・復興を役場一丸となって推
し進めていくために「女川町復興推進本部」（本部長：
町長）を立ち上げ、委員会と緊密に連携し、復興方針や

第４章

平成23年5月1日、復興計画策定委員会の開催

女川町復興推進本部の設置

復興計画の策定

■女川町復興計画策定委員会メンバー（敬称略）

平成23年5月1日、「復興計画策定委員会」の第1回会議を開きました。

会長　　　　　鈴木浩（福島大学名誉教授）

副会長　　　　木村拓郎（減災・復興支援機構理事長）

委員　　　　　木島明博（東北大学教授）

　　　　　　　福留邦洋（新潟大学　災害・復興科学研究所特任准教授）

　　　　　　　山田隆司（公益社団法人地域医療振興協会常務理事）

　　　　　　　高橋孝信（女川魚市場買受人協同組合理事長）

　　　　　　　高橋正典（女川町商工会長）

　　　　　　　鈴木敬幸（女川町観光協会長）

　　　　　　　阿部彰喜（宮城県漁業協同組合女川町支所支所運営委員長）

　　　　　　　齋藤俊美（女川町区長会幹事長）

　　　　　　　横内静子（女川町婦人会長）

　　　　　　　遠藤信哉（宮城県土木部次長）

アドバイザー　首藤伸夫（東北大学名誉教授）

　　　　　　　今野順夫（福島大学名誉教授）

復興計画の作成、各種の復興事業実施の中心となって
機能するよう体制を整えました。
　また、翌5月2日付けで、『女川町復興ニュース』を創
刊発行し、委員会がスタートしたことを速報し、復興
計画に関する広報体制も整えました。
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■復興計画策定、実施に関する時系列

 平成23年
４月15日 ●「復興対策室」を設置
５月１日 ●「女川町復興推進本部」を設置
　　　　 ●第１回女川町復興計画策定委員会
５月２日 ●『女川町復興ニュース』創刊
５月９日 ●第２回女川町復興計画策定委員会
　　　　　  復興計画案中間答申
５月22日 ●復興計画公聴会
　　　　　（10:00～塚浜・小屋取集会所、14:00～旧女川第三小学校）
５月27日 ●復興計画公聴会
　　　　　（13:00 ～女川第二小学校、16:00 ～女川高校）
５月28日 ●復興計画公聴会
　　　　　（10:00 ～女川町復興連絡協議会）
６月10日 ●第３回女川町復興計画策定委員会
７月９日 ●第４回女川町復興計画策定委員会
７月20日 ●復興計画公聴会
 　（14:00 ～海泉閣、18:00 ～女川第二小学校）
７月21日 ●復興計画公聴会
 　（14:00～女川高校、18:00～女川町復興連絡協議会）
７月22日 ●復興計画公聴会
 　（10:00 ～旧女川第三小学校）
８月10日 ●第５回女川町復興計画策定委員会
 　復興計画案最終答申
８月22日 ●復興推進本部会議

 ●復興まちづくりに関するアンケート調査（～９月２日）
９月15日 ●「女川町復興計画」町議会議決
９月16日 ●まちづくり説明会
　　　　　（役場２階第一会議室）
９月17日 ●まちづくり説明会
　　　　　（女川高校、石巻バイパス仮設住宅）
９月28日 ●復興まちづくりに関するアンケート調査（～10月10日）
10月15日 ●復興まちづくり講演会（出島・寺間、北浦、五部浦）
11月２日 ●第１回女川町まちづくり推進協議会

 平成24年
１月13日 ●第１回女川町復興まちづくり説明会（～２月18日）
２月17日 ●町長、知事、国の関係機関の長が構成員となり，復興整備

計画及びその実施に関し必要な事項を協議する「女川
町復興整備協議会」設立

３月１日 ●UR都市機構と女川町復興まちづくり推進パートナーシ
ップ協定を締結

３月21日 ●第６回復興計画策定委員会
６月24日 ●第１回女川町まちづくりワーキンググループ開催（魚市

場事務所２Ｆ会議室）
６月25日 ●第２回女川町復興まちづくり説明会（～7月7日）
７月19日 ●UR都市機構と女川町復興まちづくり事業協定を締結
９月29日 ●女川町復興まちづくり事業着工式

5月2日付けで『女川町復興ニュース』
を創刊し、以後、復興計画や復興事業に
ついて情報を発信していきました。
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新しいまちづくりへ向けて第４章

　女川町復興計画策定委員会、町、議会と連携して復
興計画を検討していく体制を構築すると同時に、平成
23年5月と7月に復興計画公聴会を開催し、町民の意
見を踏まえて計画をまとめていきました。
　公聴会では、居住地の一つを高台にある総合運動場
とし、施設の一部を被災した清水地区に再建する案と、
離半島部集落の集約化案の二つが大きな論点となり
ました。
　甚大な津波被害を受け、どの地区においても居住地
の高台移転については一定の理解が得られましたが、
中心部では、「巨額な費用を投じ県内屈指の施設規模
を誇る運動場を居住地とし、運動施設を被災した地区
に再建するのはもったいない」という意見が出されま
した。また、離半島部では、「どんなに小さな集落でも、
住み慣れた集落の高台で顔なじみのコミュニティを
保ちたい」と集約化案は受け入れられませんでした。
　安全な居住地を確保するためには、大規模な造成が
必要となり時間と莫大な経費が必要となることから、
既存の高台である運動場を住宅建設用地として活用
することにより、経費削減や早期の居住地の整備が可

復興計画公聴会の開催

町中心部から離半島部まで巡回した公聴会では活発な意見、要望が出されました。

能となります。また、新たな浜づくり、将来に向けた
地域づくりをするために、人口減少が懸念される離半
島部の集落を数カ所に集約することにより、地域のコ
ミュニティを維持、増大し、行政サービスも向上する
ことができると提案しましたが、合意を得ることはで
きませんでした。最終的には、中心部は総合運動場の
一部を先行復興エリアと位置付け、災害公営住宅を整
備することとなり、離半島部の各集落は、それぞれの
集落背後地の高台に居住地を確保する計画となりま
した。

  ５月22日●塚浜・小屋取集会所
  　　　　●旧女川第三小学校
  　　27日●女川第二小学校
  　　　　●女川高校
  　　28日●女川町復興連絡協議会
  ７月20日●海泉閣
  　　　　●女川第二小学校
  　　21日●女川高校
  　　　　●女川町復興連絡協議会
  　　22日●旧女川第三小学校

■公聴会の開催状況
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■計画検討体制

意見・提案

素案の提示

復興計画委員会
意見との
すりあわせ

女川町復興推進本部
事務局：復興推進室

議会
特別委員会

その他委員会

本部長：町長
副本部長：教育長
本部員：総務課長・企画
課長・建設課長・水産農
林課長ほか各課長等

女川町災害対策本部

○復興計画の審議・決定

○各種応急対策の実施等

学識経験者
医療・漁業・商工・観光
等の各団体からの代表者
区長会・婦人会の代表者
宮城県

女川町復興計画策定委員会

○復興計画に関する意見・提案

　平成23年8月10日、第5回女川町復興計画策
定委員会において復興計画の最終答申案がま
とめられ、9月15日、町議会での議決をもって
決定されました。
　復興計画では、「とりもどそう笑顔あふれる
女川町」を復興の基本目標に掲げ、「防災」「産
業」「住環境」「保健・医療･福祉」「人材育成」の5
本柱を復興方針としました。復興期間を平成
30年度までの8年間とし、平成23～24年度の2
年間を復旧事業や復興に向けた準備の時期で
ある「復旧期」、平成25～27年度の3年間を町の
基盤の再建、整備の時期である「基盤整備期」、
平成28～30年度の3年間を整備された基盤に
基づき地域価値を高めていく時期である「本
格復興期」と位置付けました。

平成23年９月15日、
「女川町復興計画」の決定

■女川町復興計画の体系図
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まちづくりワーキンググループでは、活動内容を広く町民に伝えるために
瓦版を発行しました。

新しいまちづくりへ向けて第４章

　復興計画を町全体で共有していくために、町として
は、平成24年1月から「女川町復興まちづくり説明会」
を適宜開催して、復興計画の内容について町民へ説明
を行いました。復興まちづくり説明会は、各行政区や
仮設住宅の集会所などを会場に開催したほか、仙台
市、大崎市、石巻市にも会場を設けて開催しました。
　また、町民と協働のまちづくりを進めるため、平成
23年11月に町内各種団体の代表者と町職員で組織す
る「女川町まちづくり推進協議会」を発足しました。
「港まちづくり作業部会」「健康まちづくり作業部会」
「心豊かな人づくり作業部会」の3部会を構成し、当協
議会委員、町内の関連団体、町民、町の担当課職員が参
加し、復興計画における新しいまちづくりについて協
議、検討が行われました。

まちづくり説明会、まちづくり推進協議会

　その後、復興まちづくり事業に町民の意見を広く取
り入れるため、まちづくり推進協議会委員からの推薦
と、一般公募による64名により、平成24年6月に「女川
町まちづくりワーキンググループ」が発足しました。
「漁業・水産加工」「観光・商業」「公共施設・街並み」「福
祉・コミュニティ・交通」「教育・育児」の分野をグルー
プに分かれて、これからのまちづくりについての議
論、検討が重ねられました。なお、検討結果は平成25
年3月に提言書としてまとめられました。　

まちづくりワーキンググループ

まちづくり説明会

第1回ワーキンググループでは、「復興に必要な視点」について、6つのグルー
プに分かれてグループワークを行いました。
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　平成24年3月1日、女川町は独立行政法人都市再生
機構（UR都市機構）と「女川町復興まちづくり推進
パートナーシップ協定」を締結しました。また、7月9
日には「女川町復興まちづくり事業協定」を締結し、
UR都市機構と協力して復興まちづくり事業を推進し
ていくこととなりました。調印式では、URへ保育所

復興事業が本格的にスタート

平成24年9月29日、「女川町復興まちづくり事業着工式」

児童が描いた「希望をつなぐ女川の未来予想図」を贈
呈しました。
　さらに、平成24年9月29日には平野復興大臣（当
時）、安住財務大臣（当時）のほか大勢のご来賓のご臨
席のもと「女川町復興まちづくり事業着工式」を挙行
し、関係者による鍬入れなどのセレモニーが行われま
した。復興まちづくりが本格的に始まることとなり、
女川町にとって新たなスタートの日となりました。

平成24年3月1日、「女川町復興まちづくり推進パートナーシップ協定」調印式 平成24年7月9日、「女川町復興まちづくり事業協定」調印式
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■「女川町復興まちづくり事業」のイメージの一例（平成24年9月）

新しいまちづくりへ向けて第４章

平成24年9月にまとめられたイメージ図では、町中心部、女川駅前が美しく構想されています。

154



155



156

新しい女川へ、
自助、共助のまちづくり

第5章



157



新しい女川へ、自助、共助のまちづくり

　震災後、個人や団体などによって、あたらしい女川のま
ちづくりに向けた、さまざまな取り組みが生まれました。

　平成23年9月に、社会福祉協議会に設置されていた災害ボ
ランティアセンターが閉所された後、それに代わる組織とし
て女川町復興支援センターが誕生しました。全国からの
ボランティア受け入れを担う一方で、仮設住宅の新しいコミ
ュニティや失われた地域コミュニティの再生、生きがいづくり、
町内ボランティアの育成などに取り組みました。
　震災の語り部養成講座の開催、仮設住民の手作り品の紹介・
販売、防災の取り組み、各種資材の貸し出しなどを内容として
おり、仮設住宅では自治会の各種イベント企画などを支援
したり、お茶っこ会やサロン活動を企画したりしています。

第 5章

女川町復興支援センターの活動も基盤に

自助、共助の主な時系列

■自助・共助の主な時系列

  3月 ●コバルトーレ女川、休部し、地域活動へ
  4月 ●「女川さいがいFM」開局（21日）
  4月 ●女川一中生・鈴木里衣菜さんの『女川の大切な海』、神田
 瑞季さんの『生きる』、東京丸ビルに掲出された後、国際宇
 宙ステーション「きぼう」へ（25日）
  5月 ●女川一中で宇宙に届ける俳句づくりスタート、「こうのと
 り」で国際宇宙ステーションへ（平成24年7月21日）
  9月 ●ボランティア受け入れを担う「女川町復興支援センター」
 開設
10月 ●女川福幸丸の「我歴STOCK in 女川～復興編～」開催

  3月 ●堀切山の斜面に植栽されたシバザクラによる「We ♡ 女
 川」のメッセージスタート
  5月 ●女川一中で、宇宙へと届ける俳句づくりに着手
  7月 ●「世界防災閣僚会議in東北」で女川一中生・今野怜美さん・
 勝又愛梨さんが基調報告（3日）
  7月 ●女川一中生の俳句、「こうのとり」で国際宇宙ステーション
 へ（21日）
  7月 ●女川福幸丸の「我歴STOCK in 女川～奮闘編～」開催
  9月 ●女川ネイチャーガイド協会による「ネイチャーガイド」ス
 タート
10月 ●「つながっぺ支えあい隊」を設立し、「地域通貨導入プロジェ
 クト」開始
12月 ●宿泊拠点となる被災地初の「トレーラーハウス宿泊村エル
 ファロ」オープン

  2月 ●「女川いのちの石碑プロジェクト」がスタート
  3月 ●おながわさいがいFMがNHKテレビでドラマ化（『ラジオ』）
  3月 ●女川一小・二小の児童バスケットボールチーム（フィー
 バーエンジェルス）がミニバスケットボール全国大会決勝
 リーグ出場
  4月 ●がれき処理場を囲んだ外壁に小学生の絵と神田瑞季さん
 の壁画を掲出
  5月 ●女川－金華山を結ぶ「金華山航路」再開
  6月 ●女川福幸丸の「我歴STOCK in 女川～出航編～」開催
  9月 ●女川のキャラクター『イーガーDVD』完成
11月 ●女川中学校敷地に「いのちの石碑」第１碑誕生（23日）

平成23年

平成24年

平成25年

1
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『復興支援センターだより』が発行され、ボランティア活動をはじめとする支援活動についての情報提供も行われています。
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新しい女川へ、自助、共助のまちづくり第 5章

　コバルトーレ女川は、スポーツを通して町の活性化を目指す
「女川スポーツコミュニティ構想」を基本に、平成18年に誕生し
ました。「コバルトブルーの海」の「コバルト」と、スペイン語で森を
意味する「フォーレ」を組合せた、自然豊かな女川の地形にちなん
だ造語を名称としています。女川町と石巻市の企業の支援とソ
シオ制度（理念や目的に賛同した会員の会費によって運営する
組織）による運営を取り入れ、東北以外の出身でも女川で頑張り
たいという選手を加えて、地元密着型の社会人サッカークラブと
して運営されています。平成19年には中学生世代のコバルトー
レ女川Jr.ユース、平成20年にはユース世代のコバルトーレ女川
ユースも発足し、チーム強化、地域密着を強めました。そして、平
成21年には東北社会人リーグ2部南で優勝するところまでに至
りました。
　3月11日の東日本大震災は、コバルトーレの選手たちの生活
を大きく変化させました。
　町内の水産加工会社などで働いていた選手は、全員が無事
でしたが、クラブハウスと選手寮として使用していた３階建ての
建物は全壊し、グラウンドと練習施設として使っていた女川町
総合運動公園陸上競技場は、自衛隊の救助・救護活動の拠
点となったため使用できなくなりました。また、各地の被災状況
が把握されるにしたがって試合を行えるような状況ではないこ
とが分かり、コバルトーレは１年間活動を休止することを決定し
ました。
　これに伴い、選手たちの一部には、サッカーのできる場所を
求めて退部し、女川町を離れる者もいました。残った者も、避難
所生活などをしながら、何をすればよいか思い悩んでいました。

３.11からの変化

コバルトーレ女川の活動2

　その一人である檜垣篤典さんは、選手兼コーチとしてコバル
トーレの職員でしたが、津波被害が少なかった浦宿の水産加工
会社に勤務していた選手の部屋に避難していました。そして、
その会社や近隣の会社が手持ちの食品や水を配給することに
全力を挙げる姿を見て、自分たちも配送メンバーの一人として
町内をとびまわる中で、ある方向をつかみ始めました。檜垣さ
んは、当時を振り返り、右のように語っています。

　平成23年5月、1年間の活動休止を決定していたコバルトーレ
でしたが、避難所を訪れてのサッカー教室など、地域貢献活動を
開始しました。また、平成23年9月には練習を再開すると、一度は
女川を離れながらも、また女川でサッカーをするために戻ってくる
選手も現れました。
　平成24年4月、コバルトーレは東北社会人サッカーリーグ2部
南に復帰しました。リーグの配慮による特例で、開幕戦から2ヵ
月程度は女川陸上競技場で試合が開催されました。グラウンド
や道路、施設にも亀裂が残っているような状態でしたが、開幕戦
には、町内外から多くの観客、サポーターが集まり、大きな声援が
送られました。コバルトーレはこの試合を5-0で見事に勝利、会
場は多くの笑顔に溢れました。
　開幕戦を皮切りにコバルトーレは快進撃を続け、平成24年度
リーグ2位の成績を収め、１部リーグ昇格を果たしました。
　その後、総合運動公園が災害公営住宅建設地となったため、
宮城県全域をホームスタジアムとすることになったコバルトーレ
は、コバルトーレJr.ユース、コバルトーレ女川ユースと共に、女川 
町の復興の取り組みの一端を担って活動しています。

平成23年9月に練習を再開
24年4月にリーグ復帰
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檜垣篤典さん（女川小学校講師：元コバルトーレ選手）の回想

̶女川町への愛着を自己発見
　震災以前、私は、コバルトーレとして地域貢献できることはな
いかを考え、毎日、ゴミ拾いをしながら、商店街の人達にあいさつ
をしたり、声をかけて歩いていました。すると、ある日、クラブの
事務所の前に、「これを使ってください」というようにして、リボ
ンを巻いた火ばさみが置かれていました。時には、クラクション
を鳴らし、窓を開けて、車の中から感謝の言葉をかけていただく
こともありました。私の小さな行動を見ていてくださる人がい
るのだと思うと胸が熱くなり、この町でサッカーを続けたいとい
う気持ちが強くなり、女川が好きになったのです。
　震災直後、コバルトーレの選手としてではなく、町民の一人とし
て避難所生活をしながら、浦宿地区の水産加工会社が取り組んだ
物資や水の提供を手伝い、町内の光景や住民の方々をめぐるなか
で、あらためて自分は女川町が好きなんだということに気が付きま
した。同時に、このような状態の女川を離れることはできないとも
感じるようになりました。また、そうした活動のなかで、町民の方々
から「本気で女川に残ってくれたんだね」と声をかけられ、一層、女
川が好きになるという循環が生まれました。
　なお、3月12日か13日だったと思いますが、スポーツ新聞の取
材を受け、そのニュー
スが各地から来てい
る選手たちの安否連
絡情報になるといっ
たエピソードもあり
ました。
　復旧・復興活動が
本格化するとともに、
サッカークラブとし
て、私たちだからこそ
できるということを
やろうという気持ち
も生まれてきました。

コバルトーレ女川は、震災直後から、さまざまな場所で、サッカーボールを絆にした触れ合い活動を進めました。

̶避難所へ、学校へ、保育所へ
　避難所へ行き、公園でサッカー教室をしたり、バス待ちをして
いる子供たちとボール遊びをしたりしながら様々な活動を積み
重ねていきました。たとえば、
●総合運動場の芝生の斜面でボール蹴り
●旭が丘の中央公園でサッカー教室
●一小運動場でサッカー教室
●一中グラウンドで一小の子供たちにサッカー教室
●保育所でのサッカー教室
●町の生涯学習課と連携してのクリスマス運動会
などの活動です。少しは、避難生活をしている皆さんを励まし、子
供たちに活気を届ける役に立てたのではないかと思っています。
　震災から2年後、私は女川小学校の講師として新しい道を歩み
始めました。コバルトーレのメンバーではなくなりましたが、今
後は、側面からコバルトーレを支援しサッカースクールや保育所
での訪問サッカー教室などの活動を通じて小さな頃から体を動
かすことが好きな子供たちを育て、「スポーツが好きな女川町」を
築き上げていくよう貢献してもらいたいと思っています。
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新しい女川へ、自助、共助のまちづくり第 5章

　平成23年4月、女川第二小学校敷地内に設置したプレハブ
をスタジオとし、臨時災害放送局｢女川さいがいFM」が開局、
4月21日のテスト放送の後、22日より本放送を開始しました。
　女川町では津波で防災無線設備が被災し、各避難所をはじ
め、町内に一斉に情報を知らせる情報伝達手段がありません
でした。こうした状況を解決するため、町出身で震災後女川町
に戻り、ボランティア活動に従事していた東京の会社員・松木
達徳さんの提案により臨時災害放送局が開設されました。
　臨時災害放送局は、災害などで壊滅的被害を受けた自治体に
おいて、臨時の情報伝達手段として、簡素な手続きで開局できる
FMラジオ放送の制度で、東北の沿岸被災地では、各地で続 と々
これを利用したラジオ局が開設されていました。宮城県内でも、
山元町、亘理町、名取市などが3月末までに放送開始しており、隣
接する石巻市でも既存のラジオ石巻がベースとなってこうした災
害情報の放送をはじめていました。
　いったん東京に戻った松木さんは、放送作家としてテレビ・ラ
ジオ番組を多く手がけていた大嶋智博さんら友人・知人に相談
しました。ここからさらに15名を超える人がボランティアとして協
力し、必要な機材の調達や手続きなどを進め、同時に松木さんは
再び女川へと戻り、実際に放送を担当するスタッフを集めました。
　最大の避難所となっていた総合体育館などで声をかけたり、
情報発信という観点からTwitterなどインターネットを通じて、女
川町の現状を発信していた人に声をかけて、メンバーを集めた結
果、下は高校生から上は30代まで比較的若い世代の11名が集
まりました。こうして東京からのボランティアと、地元・女川での
有志メンバーが協力しあう形で「さいがいFM」がスタートしました。
　最初の放送は避難所を訪れた俳優・渡辺謙さんへのインタ
ビューから始まり、生活情報を中心に一回60分の生放送を一日3
回からスタートしました。
　その後は「これを聞けば今の女川町がわかるラジオ」をめざし、
復興へ向けて歩む町内の様 な々動きや情報を伝えるだけでなく、
町民へのインタビュー取材や中継を交えて放送しています。また

平成23年4月22日本放送開始

女川さいがいFMの開局3

テレビドラマ『ラジオ』収録の様子
(c)2013 NHK/NEP(c)2013 NHK/NEP

平成24年4月まで使用していた局舎

町内だけでなく、小学生や中学生がバスケの全国大会に出場し
た際はその会場である浜松や東京から生中継を入れるなど、東
京にも協力ボランティアがいることを生かした放送を行っています。

　開局から1年少し経った後、女川さいがいＦＭは女川第二小学
校の校庭から地域医療センター敷地内の「輝望の丘あすなろ通
り」に移転し、スタジオとなるプレハブもより大きなものになりました。
ここを拠点として、女川の地域情報を伝える「おながわ☆なう。」、
女川町長自らがパーソナリティを担当し、最新の町政や取り組み
について語る「VOICE」、さらに町の復興を支える漁業、水産加
工業の若手経営者たちが所属する女川水産加工研究会メンバ
ーがパーソナリティを担当する「かこうけんラジオ」など、いくつもの
番組を放送しています。また、町の明日を担う中学生や高校生達
がパーソナリティを担当する「おながわなうサンデー」も人気を集
めており、彼らの姿を追ったテレビのドキュメント番組なども放送さ
れました。女川町に何度も訪れている人気アイドル「ももいろクロ
ーバー Z」との交流も、元 は々同世代である高校生パーソナリティ
達に共感し、応援したいと申し出があったのがきっかけでした。

　高校生パーソナリティ達と女川さいがいFMに実際に起きた
出来事を元に、平成25年3月、NHKでテレビドラマ『ラジオ』
（主演：刈谷友衣子、吉田栄作他)が放送されました。ほぼ全
編が女川町内、セットではなく、実際の仮設住宅などで撮影さ
れました。この作品は、文化庁芸術祭テレビドラマ部門大賞を
はじめ、国内外の放送番組・ドラマに関する賞をいくつも受賞
するなど高い評価を受けました。
　このドラマで登場する高校生たちのお姉さん役・ユキのモ
デルとなったのが、女川さいがいFMの当初からのメンバーであ
る宮里彩佳さんです。宮里さんは当初のことや、現在の想い
などを右のように振り返っています。

平成24年7月10日、輝望の丘あすなろ通りに移転

平成25年3月、テレビドラマ化
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宮里彩佳さん（女川さいがいFM パーソナリティ）の回想

̶町のために私ができることをしたい
　私と女川さいがいエフエムとの出会いは、総合体育館の避難所
にいた高校時代の先輩からの一本の電話がきっかけでした。
元々、趣味でインターネットを通じて、放送のようなことをして
いたのを知っていた先輩が声をかけてくれたのです。あの震災
でかろうじて自宅は残ったものの、物資も情報もなかなか届かな
い中で毎日不安な日々を過ごしていた私は、電気や電話は少しず
つ復旧していったものの、「いつどこで炊き出しがある」、「どこへ
行けば何が得られる」といったリアルタイムな地域の情報はなか
なか届かず、そうしたことを流すための「ラジオ局を作るから協
力してほしい」と言う誘いに、自分自身も「必要性」を痛感してお
り、即答で参加を決めました。
　女川さいがいエフエムは、女川町出身で、現在は東京で会社員
をしている松木達徳さんが呼びかけ人となって作った「臨時」の
仮設放送局であり、東北沿岸の被災したほとんどの自治体では同
じようなラジオ局が作られました。女川さいがいFMは3月末か
ら準備がはじまり、4月21日に開局しました。開局にあたっては
松木さんの知人で、東京で放送作家をしている大嶋智博さんが全
面的に協力し、ラジオ局に必要な機材の調達から、必要な手続き
など費用面も含めた準備のほぼ全てをこの二人を中心としたボ
ランティアグループが担いました。
　実際の放送は、女川に今住んでいる人に担当してもらおうと、
松木さんたちは4月の頭から避難所で声をかけていき、スタッフ
集めをはじめ、結果、10～30代まで9名のメンバーが集まりまし
た。それぞれが皆、家や家族を失って避難所生活をしていたり、
私のように自宅は残ったものの…という状況の中で、とにかく情
報が少ないことに危機感、不満を感じていたこと、また何もする
ことがなくなってしまった毎日の中で、少しでも「生まれ育った
女川町と、ここにいる人達のための役に立つことができるなら」
という気持ちを持っていました。皆、放送の仕事の経験はありま
せんでしたが、東京の大手新聞社や民放の社員などが入れ替わり
にボランティアにきてくださり、アナウンス指導や放送する上で
気をつけなければならないことなどを教えてもらいました。

̶ 4月21日・初めての放送
　女川さいがいFMは、女川第二小学校(現・女川小学校）の校庭
の片隅に置かれた2坪のプレハブをスタジオにして放送開始しま
した。最初にスタッフ皆で約束したルールは、下手でよいから、

とにかく女川の人の役に立つ情報を届けること。そしてとにか
く明るい雰囲気の放送でした。被災から1か月が経って、誰もが
疲れていました。支援物資の情報や震災関連の各種手続きの方
法など大事な情報を伝える他にも当時、自衛隊が開設していたお
風呂「弘法の湯」の今日の温泉の素は？といった話題を混ぜたり、
避難所内にリクエストボックスを設け、そこで募集したメッセー
ジやリクエストの音楽などを交互に流すようにしました。皆、未
経験のラジオの仕事で毎日失敗してばかりでしたが、避難所のあ
ちこちから「いつも聞いてるよ」と声をかけていただくようにな
り、自分達もやり甲斐を感じながら、がんばることが出来ました。

̶もっと広く、女川のことを全国へ
　当初2か月の予定ではじまった女川さいがいFMは、皆さんから
の続けてほしいという声を受けて場所の移転などを経て、放送を
続けています。またその間、テレビや新聞などでも被災地で若い
世代が頑張る小さなラジオ局として、多数取り上げていただき、
テレビドラマにもなりました。そうした報道や番組をきっかけ
に女川町や、さいがいFMを知って下さった方も多数おり、中には
引き続き応援していきたいという方も多数いらっしゃいます。
そうした方々に好評なのが、女川さいがいFMのインターネット
放送｢サイマルラジオ」です。
　震災後、町を離れざる得なかった人々のために、町内向けのFM
ラジオだけでなく、インターネットでもこの「サイマルラジオ」とい
うシステムを通じて、同時放送しており、パソコン、スマートフォン
などを通じて放送を聞くことができます。元 は々町民や出身者を想
定したものでしたが、ボランティア活動などで女川とかかわりがで
きた方、そしてテレビの放送などを通じて女川町、さいがいFMファ
ンというような人達と女川町を「つなぐ」役割も果たしています。
　震災がきっかけだったとしても、女川に関心を向けてくれてい
る方がたくさんいることは、とても嬉しいことです。今では全国
から女川町や女川さいがいFMを訪れる方がいらっしゃいます
し、中には何十回も通ってくださる方や、将来は女川町に移住し
たいと本気で計画を立てている方などもいらっしゃいます。女
川町は震災でいろんなモノを失いましたが、外から来る方々が仰
しゃるのは「人の温かさ」です。小さなラジオ局ですから、できる
ことは限られますが、これからもそうした「人の魅力」をラジオを
通じて伝え、女川との｢出会い」を提供することでファンを増や
し、町を活性化していけたら良いなと思います。

放送の様子（平成23年5月）渡辺謙さん特別番組収録の様子（平成23年4月）
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新しい女川へ、自助、共助のまちづくり第 5章

　平成23年4月、女川一中生・鈴木里衣菜さんの『女川の大
切な海』と、神田瑞季さんの『生きる』の絵が東京丸ビルに
掲出されました。
　その後、国際宇宙ステーション（ISS）に関するプロジェク
トで、希望や悲しみ、再生 への願いなどを込めた絵やメッ
セージを宇宙へと打ち上げることになり、2人の絵も選ばれ
ました。
　4月25日、作品はデータ化されてディスクに収録され、日
本実験棟「きぼう」へと運ばれ、宇宙から、女川の姿を、そし
て「女川は必ずよみがえる」という2人の思いを、世界中に
伝えることになりました。

『女川の大切な海』と『生きる』の絵

　平成24年7月3日・4日、世界各国の閣僚級が集まって「21
世紀型の防災」について話し合う「世界防災閣僚会議in東
北」が仙台市の仙台国際センターで開かれました。
　この会議で、女川一中生・今野怜美さん・勝又愛梨さん
が東日本大震災の被災者代表に選ばれ、7月3日、基調報告
を行いました。2人は、自らの被災体験と、一中の社会科の
授業の中で生徒全員で話し合ってきた津波対策への提言
を報告しました。
　その全文は、右ページのとおりです。

「世界防災閣僚会議in東北」基調報告

　平成23年5月、女川一中で、財団法人日本宇宙フォーラムか
らの呼びかけに応えて、宇宙へと届ける俳句づくりが始め
られました。
　そして平成24年7月21日、「夢だけは壊せなかった大震災」
をはじめとする255句を選んで収録したDVDが鹿児島県の
種子島宇宙センターから打ち上げた無人補給機HTV「こう
のとり」3号機で、国際宇宙ステーションへと運ばれました。

宇宙に届ける俳句

絵、俳句など小学生・中学生の活動4

「世界防災閣僚会議 in 東北」で女川一中の2名が基調報告を読み上げました。
（外務省ホームページより）

鈴木里衣菜さん『女川の大切な海』

神田瑞季さん『生きる』

見たことない　女川町を　受けとめる

故郷を　奪わないでと　手を伸ばす

ただいまと　聞きたい声が　聞こえない

震災に　いつもの幸せ　教えられ

町も私も　復興とともに　育ってく

ありがとう　今度は私が　頑張るね

見上げれば　ガレキの上に　こいのぼり
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　私たちの町女川は、宮城県の東部、南三陸国定公園の最南端にあり、
銀ざけやホヤの生産額が日本一で、水産加工業も発展し、小さくてもと
ても活気溢れる町でした。
　2011年３月11日午後２時46分。東日本大震災で30分後に襲ってき
た巨大津波によって、女川では、各地で観測された中で最大の43mもの
津波が到達し、人口１万人の８%以上の尊い人命が失われ、家屋の80％
以上が流失しました。甚大な被害があった岩手や福島、私たちの宮城
では、食べ物や飲み物さえない極限の生活が来る日も来る日も続きま
した。そして、辛く、悲しいたくさんの出来事が、私たちの周りで起こ
りました。
　「あの日津波は私たちの大切なものを次から次へと飲み込んでいき
ました。あの日の4日前、ぴーちゃん（曾祖父母）が、もうすぐ中学生に
なる私にお祝いをしてくれました。「またおいで。今度は制服姿を見せ
らいよ（見せてね）。」と言われ、「うん、また来るね。」何気ない会話でし
た。ひいじいちゃんは、帰る時は、にこにこの笑顔でハイタッチ、ひい
ばあちゃんは、おいしいご飯をいつも作ってくれます。そんな二人が
大好きでした。
　あの時私は、一週間後に控えた卒業式の練習をワクワクでしていま
した。地震後に総合体育館に避難する途中、津波を見ました。涙が止
まらず、ただただ家族やぴーちゃん達の無事を祈るだけでした。私の
家はギリギリで流されず、蝋燭の火で不安な夜を迎えました。家族皆
が無事で安心した正にそんな時、叔母から1通のメールが届いたので
す。「ぴーちゃんと、小4・中1のいとこが行方不明」という内容でした。
石巻のぴーちゃんの家から100 ｍほどで日和山につながる坂があるの
で私は、大丈夫だろうと思っていました。しかし、何箇所も避難所を
回っても、４人の安否は分からないままでした。「津波で流されたんだ
なあ」そう思ってから私は、ぼーとすることが多くなり、何もする気に
もなれませんでした。門脇小の並びにあるぴーちゃんの家は、火事で
ずっと近づけず、ようやく行けるようになっても、私は行きたくありま
せんでした。でも、ひいじいちゃんのあの言葉が頭によぎりました。「ま
たおいで・・。」あの言葉にはっとし、「行ってみよう」と決心して行きま
した。余りにも悲惨な現実でしたが、私はなぜか涙がでず、瓦礫の中を
手でかき分けていました。すると、私たちがあげた手紙が全部入って
いた袋がありました。その時、やっと涙が溢れてきました。女川の家
に戻り、急いで毎年二人がお年玉袋に書いてくれた手紙を探しました。
ようやく見つけた袋には、「愛ちゃん、もう中学生だね。色々あるけど
頑張ろうね。」と書いてありました。
　あの時から私は、辛いことや嫌なことがあっても震災前に比べて挫
けないようになりました。どんな辛いことがあっても、４人が近くで
応援してくれている気がするからです。
私にとって、この1年は、とても辛く、悲しい毎日でしたが、「勇気」を与
えてもらった 1年でした。私は、これからも4人のことをいつまでも忘
れず、私に勇気を与えてくれた二人に感謝し、今を生きていきたいで
す。4人は、今も行方不明です。一日も早く見つかるように願いながら、
4人の分も一日一日を精一杯生きていきたいです。
　これは、1年間の社会科の授業のまとめとして私が書いた作文です。
4月11日、私たち新入生67名は入学式を例年通りに行うことができまし
た。食料やガソリンもなく、制服は津波で流され、鉛筆やノートを買う
ことさえできません。でも私たち女川町の全ての児童生徒700名には、
入学式の日に、ユニセフからのバック、そして、阿部一彦先生の呼 びか
けにより、三重県鈴鹿市のNPO法人愛伝舎の坂本久海子さんのご協力
により全国、世界からのご支援により始まった「希望のえんぴつプロ
ジェクト」を通じて、鉛筆やノート等をいただきました。不安ばかりの
私たちはとても感動しました。3年生の先輩は、避難所でその夜、いた
だいた鉛筆を握りしめ、家族全員で泣きながら喜び合ったそうです。
　最初の社会科の授業で、阿部先生は、「愛するふるさとが、大震災で大
変なことになった。「社会科として何ができるか」小学校で学んだこと
を生かして、考えてみよう」と話され、皆で夢中で話し合いました。
　ほぼ全員が避難所や仮設住宅から安全面の理由でバス通学。校舎も
半分しか使えず、3つの小中学校との共同生活。何もかも制約された生
活ですが、ユニセフのアンソニー事務総長が来校するなど、温かいご支
援のおかげで、私たちは充実した学校生活を目指しました。「希望のえん

ぴつプロジェクト」の縁で、先輩の描いた絵や私たちの俳句が、スペー
スシャトルで日本の宇宙実験船「きぼう」に届けられ、絵は復興の絵葉
書として、女川の感謝の心を届けています。「見上げれば　瓦礫の上に
　鯉のぼり」は17の言語に翻訳され，連句が世界中で作られています。
　3年生は修学旅行で、支援の感謝と御礼を外国人記者クラブで発表
し、町内に花を植えたり、小学生に全校合唱を届けるなど、自分たちが
できる事を積極的にしてきました。
　私たち1年生は、社会の授業で、ふるさとの地理的な特徴を調べ、「津
波の被害を最小限にする方法」を皆で考えました。「大地震の時は一人
一人がとにかく逃げる」あるグループで結論がでた瞬間です。「逃げよ
う！！と言っても逃げない人がいるんだよ。それは、どうするの！！」友達
が涙ながらに訴えました。友達の祖父は、高台への避難を呼びかけ多
くの命を救いました。しかし、逃げようとしなかった方の家に3度目に
向かい、流されてしまったのです。「あの過酷な体験をした私たちにし
か言えないことを出し合おう」と，話合いを最初からやり直しました。
　私たちはまだ中学生で実現できることは限られています。でも、あ
の大震災の中で大切な命を家族や先生、町の人など、たくさんの方々が
守ってくれました。今度は、私たちがこれから生まれてくる人のため
に、「三陸の豊かな海の恵みに支えられた暮らしを1000年後まで残そ
う！！」と考え、ぜひ実現したいことが3つあるのです。
　1つ目は、「互いの絆を深めること」です。非常時に共に助け合うため
には、普段から絆を結んでおくことが必要だと、避難する時や避難所生
活を通じて感じました。もっと絆を強くしておけば、避難を呼び掛け
て亡くなってしまった、友達の大切な祖父や多くの人たちの尊い命を
守れたはずです。
　第2は、「高台へ避難できる町作り」です。住宅や病院、学校等は、津波
が絶対に来ない高台に移します。でも、漁師さんや加工場の人達は海
沿いで働きます。そこで、夜でも，初めて来た観光客にも分かるように、
太陽光パネルを活用した避難誘導灯と高台への広い避難路を整備して
おくのです。
　そして、何より大切であり、私たちがぜひ実現したいと願っているの
は、この大震災の出来事を「記録に残すこと」です。社会の授業で様々
な資料を調べましたが、津波の記録が私たちの体験と違っていました。
今ある記録だけが残ったのでは、きっといつかまたこの大惨事が繰り
返されてしまいます。そこで、女川町内にある全ての浜に最大の津波
が来た所に石碑を建てます。その石碑の周りには、3日分の食料や水を
備蓄しておき、毎年3月11日、全員で避難訓練をし、震災のことを書いた
私たちの本を子どもや孫に代々語り継いでいくのです。そうすれば、
祖父母が囲炉裏端で津波のことを語り継ぎ、三陸の海で2000年以上も
暮らしてきたように、あの豊かな町を私たちの手で作り上げていきた
いのです。
　でも、私たち中学生だけで、これらを実現することはできず、どうし
たらよいか悩んでいましたが、今日、野田佳彦総理大臣はじめ、世界30
か国の代表の皆様にお伝えする貴重な機会をいただき、女川第一中学
校の現在の２年生を代表して発表させていただきました。
　「夢だけは　壊せなかった　大震災」これは、私たちの同級生が昨年
の6月に読んだ俳句です。3つの津波対策案は、まだ夢の段階です。でも、
あの日、この夢を実現させる唯一の源である大切な命を守ってもらい、
世界中の数多くの人々の支えによって今ここにいることができる一人
の人間として、これから生まれてくる全ての人の幸福のためにも、ぜひ
3つの夢を実現させたいと私たちは強く願っています。
　終わりに、世界中のみなさんのご支援に感謝するとともに、私たち一
人一人が、いつの日か世界中の人々の、よりよい未来に少しでも貢献で
きるような人になれるよう、努力していきたいと思っています。今日
は本当にありがとうございました。

■「世界防災閣僚会議in東北」の基調報告 女川町立女川第一中学校　2年・今野怜美さん、勝又愛梨さん

仙台国際センターを会場にして開かれ
た「世界防災閣僚会議in東北」で、今野怜
美さん・勝又愛梨さんが基調報告を読
み上げました。（外務省より）
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新しい女川へ、自助、共助のまちづくり第 5章

　女川町の中学生は、「あの日の津波は、授業で習った過去
の津波と大きく違っていた」「いま記録に残しておかない
と、本当の記録がなくなり、1000年後に、また同じ悲劇が
繰り返されてしまう」という想いを持っています。
　その想いを解決していくために、「絆を深める」「高台へ
の避難ルートの確保」「記録を残す」という3つの目標を込
めて、平成25年2月、「いのちの石碑プロジェクト」を開始
しました。
　町内21の浜に石碑を建てるため、プロジェクト独自の
ホームページもつくるなど、自分たちで話し合った津波対
策を多方面にわたって発表して募金活動を実施し、約半年
で目標額に達し、11月23日、第一碑の建設へと至りました。

いのちの石碑プロジェクト 　平成24年3月、女川一小・二小の児童バスケットボール
チーム「女川フィーバーエンジェルス」がミニバスケット
ボール全国大会決勝リーグに出場しました。
　平成25年8月には、4月に二つの中学校が統合してでき
たばかりの女川中学校で、創部1年、部員8人の女子バス
ケットボール部が中体連東北大会で優勝し、全国大会に出
場しました。

小学生も、中学生も、バスケットで全国大会へ

小学生、中学生は、スポーツの面からも町に元気を与えています。

平成25年11月23日、女川中学校の敷地に
「いのちの石碑」第1碑が建てられました。

　平成24年4月、石浜地区のがれき処理場を囲む外壁がつ
くられ、小学生80数名の絵と神田瑞季さんの壁画が掲出
されました。
　絵には、震災で亡くなられた大勢の人に思いを馳せ、明日へ
と向かう希望が込められています。壁画の冒頭には、高校
生になった神田さんの「再生」のメッセージも描かれており、

　細いみきが太くて丈夫な立派な木になる。強い風が吹
いても、強い雨にうたれても、冷たい雪が体を包んでも成
長していく。そんな環境が生きていく“パワー”に変わる
のです。免疫になり美しくて力強い大木になります。

と読むことができます。
　また、壁画の隣には、花畑と、真ん中に御霊が天へと昇る
ための希望の道が描かれています。
　これらの絵と壁画は、がれき処理をしていた期間、その
工事を見守っていました。

がれき処理場を飾った絵と壁画

石浜地区のがれき処理場を囲った板壁に、小学生の絵と、神田瑞希さんの
壁画が飾られ、工事を見守りました。

　幅1ｍ、高さ2ｍの第一碑には、宇宙へと届けられた俳句
の中から「夢だけは 壊せなかった 大震災」が選ばれ、刻ま
れました。
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　女川福幸丸は町内の若手グループが中心になって結成
した団体であり、平成23年10月30日、「我歴STOCK in 女
川 ～福興編～」を開催し、24年7月15日「奮闘編」、25年6月
2日「出航編」と続けています。
　女川には、震災前、7月に開催される「みなと祭」が、メイ
ンとなる海上獅子舞をはじめとして、笛や太鼓などのにぎ
やかな音色で女川町民の心を躍らせ、夏の始まりを告げま
した。女川最大のこの祭を復活させたいというのが、この
団体の心意気でした。活動を再開した獅子舞の団体や、音
楽グループの参加により大いに盛り上がるイベントとな
りました。
　津波被害から女川町を復興させようという共通の思い
を持つ多くの企業、団体の気持ちを高ぶらせ、エネルギッ
シュなプログラムパンフレットもまとめられています。

　平成24年3月、地域医療センター裏にある堀切山の熊野神
社法面に芝桜を植栽した巨大花文字「We♡女川」が誕生し
ました。
　東日本大震災救援ボランティアチーム「フェニックス救援
隊」から桜を寄付するという申し出を受け、町が元気になるよう
なシンボルを作りたいという発案がきっかけとなり有志により花
文字を作ることになりました。地域住民100人以上と同隊のボ
ランティア50名の共同作業となり、奈良県から取り寄せた4色
の芝桜1万2千鉢を植栽しました。
　平成25年の3月には犠牲者と同数の827本のソーラーライト
を同隊と町内外の有志で花文字の外周に設置しました。この
ソーラーライトは、「夢と希望の光を灯そう」とフェニックス救援
隊を通じて全国から寄付されたものです。また、病院の外周に
25本の桜の木も植栽されました。

「我歴STOCK in 
  女川」の盛り上がり

堀切山の「We♡女川」
メッセージ

6

女川福幸丸が企画、運営した「我歴STOCK in 女川」は、平成23年、24年、25年
と続き、しっかりと根づいてきています。

平成25年3月には「ソーラーライトアップ大作戦」で、花文字が美しく浮かび
上がりました。（フェニックス救援隊提供）

5
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新しい女川へ、自助、共助のまちづくり第 5章

　女川町は海の町、魚介の町だが、山の町、山野草、山菜・
きのこの町でもある。津波で壊滅的な被害を受けた町を
復活させるためには、美しい海を取り戻すことと同時に、
町の8割を占め、破壊もされていない山の魅力によって心
を癒し、町外の人にもアピールしていく道があるのではな
いか。
　そのような考えから、町民有志が集まり、平成24年9月に
活動を開始したのが  女川ネイチャーガイド協会であり、協
会は平成25年7月にNPO法人の認証を受けました。
　協会の中心人物である青砥祐信理事長は震災後、一度は
女川町を離れましたが女川町への思い、協会の活動への思
いから再び女川に戻ることとなりました。
　女川町の振興に関して自然環境の見直しについて力を
入れたいと考え、既に、三十三観音の清掃ボランティア活
動（平成24年6月18日）や、トレッキングガイド（平成24年12
月21日）などを実施しています。

ネイチャーガイド協会の取り組み

ネイチャーガイド協会7

青砥祐信女川ネイチャーガイド協会理事長の話

　女川町はウオーターフロントが観光のメインですが、復旧
途上にあるため、それを補うことのできる観光資源の発見、
開発は女川の再生、新生に欠かせません。
　協会では、空間設計を専門とする平野勝也東北大学災害科
学国際研究所准教授を招き、三十三観音に案内。高台から一
望できる女川湾の景観を見ていただき、「杜（または森）の港」
のイメージだと言っていただきました。また、海岸やプロム
ナードも「緑の中の街」というイメージにすべきことを指摘
していただきました。
　町中心部の背後に広がる三十三観音へと続く山道のト
レッキングや、山頂から湾口を望む景観はもちろん、牡鹿半
島のつけ根部分にある大六天山、西北部に連なる石投山、黒
森山など、山の資源には事欠きません。
　樹種が多く、山野草や果実、キノコなども豊富です。美し
いシラカバ林もあり、サケが遡上する清流もあり、紅葉もき
れいで、長野や山梨方面からも視察が来るほどです。
　石投山、黒森山など、歩くルートを整備する計画も、これか
ら煮詰めていきたいと話し合っているところです。山林資
源を再発見し、女川町をますます好きになる材料にしていた
だきたいというのが、協会の願いです。
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　多くの宿泊施設も津波で失われてしまった女川町では、
復旧・復興のため来町している人の宿泊さえむずかしいも
のでした。急速に復旧・復興する女川の姿を全国の人々に
見てもらおうと考えても、宿泊施設がままなりません。
　再建していく女川、変わっていく女川の訪問者に、女川ら
しい宿泊施設を提供できるようにしよう。そのような考えか
ら、宿泊事業者が女川町宿泊村協同組合を結成、被災地初
のトレーラーハウス宿泊村「EL FARO（エル・ファロ）」の
建設に取り組みました。

被災地初のトレーラーハウス宿泊村8

　エル・ファロとは、スペイン語で「灯台」の意味で、女川
町を、被災地を、日本を照らしていきたいとの思いを込め、
トレーラーハウスの工場へも足を運んで、メーカーと二人
三脚で創り上げました。
　平成24年12月27日に開業した後、平成25年11月には第2
期事業を完成させ、40台・63室（ロフト付き8台・16室）・
145人宿泊可能な施設として、来町者を楽しませています。
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　女川町の人的被害は、東日本大震災で被害を受けた市町村のうち人口に占める人的被害者の比率が最も高く、
8.26%に達しました。
　また、家屋被害も甚大であり、約7割の住家が全壊、大規模半壊となっており、半壊、一部損壊も含めると約9割の住
家が被害を受けました。

東日本大震災の状況等

東日本大震災の地震と津波の概要1

発生日時 平成23年3月11日（金）14時46分

震源 三陸沖　深さ24㎞

規模 マグニチュード9.0

女川町の震度 震度6弱

宮城県内の最大震度 震度7（栗原市）

最大津波高 14.8ｍ

最大浸水高 18.5ｍ

最大遡上高 34.7ｍ

浸水区域 3.2㎢／ 65.8㎢（建物区域の浸水比率：48％）

被害区域 2.4㎢／ 65.8㎢

人的・家屋等被害の状況2

■人的被害 平成26年3月31日現在

■家屋等被害 平成26年3月31日現在

人口
（H23.3.11）

人的被害

死者 死亡認定者 行方不明者 合計

10,014人 569人 257人     1人 827人

100% 5.68％ 2.57％ 0.01％ 8.26％

全壊 2,924棟 66.3％ 1,394棟 66.4％

大規模半壊 149棟 3.4％ 36棟 1.7％

半壊 200棟 4.5％ 54棟 2.6％

一部損壊 661棟 15.0％ 147棟 7.0％

被害合計 3,934棟 89.2％ 1,631棟 77.7％

総数 4,411棟 100％ 2,100棟 100％

住家被害数
（一般的な住宅）被害項目

非住家被害数
（倉庫等）
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（1）避難所の開設状況
■避難所開設数 　25カ所（離島2カ所含む）
■最大避難者数　5,720名（平成23年3月13日）　※出島・江島は避難者数未確認のため未計上
■避難所開設時期　平成23年3月12日
■避難所閉鎖時期　平成23年11月6日（完全閉鎖：11月9日）

■避難者数等の推移

　電気、水道、電話等のライフラインについては、ほぼ壊滅状態となり、全てのライフラインの全域復旧には半年以上
を要しました。

ライフラインの被害状況3

　東日本大震災の発生翌日から避難所が開設され、３月13日に最大5,720名が避難しました。
　その後、ライフラインの復旧や応急仮設住宅の建設、二次避難等により、避難状況が変化しています。

住民の避難状況4

■電気・水道・電話の復旧経過

地区名

市街地

浦宿 3/22 4/3 4/30
旭が丘 3/20 4/6 7/30
鷲神 4/5 4/28 5/31
小乗 4/13 5/25 5/31
女川 4/5 3/25 4/6
清水 4/30 4/26 5/31
宮ケ崎 4/12 4/30 5/31
石浜 4/27 5/1 5/31
高白 4/20 6/28 6/30
横浦 5/8 5/20 6/30
大石原 5/8 5/16 6/30
野々浜 4/22 5/16 6/30
飯子浜 4/18 7/18 6/30
塚浜 4/30 5/31 6/30
小屋取 4/30 5/31 6/30
桐ケ崎 5/18 7/21 6/30
竹浦 5/18 7/4 6/30
尾浦 5/18 5/28 6/30
御前浜 5/18 5/27 6/30
指ケ浜 5/18 5/27 6/30
出島 6/18 7/5 7/1
江島 9/21 9/30 9/26

五部浦

北浦

離島

電気

  3/13 16 5,720
  3/31 20 2,033
  4/30 16 1,865
  5/31 14 1,412
  6/30 13 1,018
  7/31 10 515
  8/31 7 298
  9/30 6 230
10/31 5 137
11/8 5 87
11/9 0 0

水道 電話

月日 開設数 避難者数
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■避難所一覧

※避難所が変更されている地区も、それぞれ1避難所として計上
※女川原子力発電所の避難者数は、発電所員及び協力会社社員数を含む
　下段の（　）は近隣住民の避難者数

（2）二次避難の状況
■二次避難者数　360名（宮城県大崎市　215名、秋田県大仙市　145名）
■二次避難の期間　平成23年4月20日～平成23年11月11日
※二次避難とは、仮設住宅など安定的な住居が確保できるまでの「つなぎ」として、大部屋型の避難所から個室を中心とした、より住居環境の良い避難所（ホテル、
公営住宅等）へ避難していただくものです。

（3）応急仮設住宅の状況
■応急仮設住宅数　30カ所／ 1,294戸
■応急仮設住宅入居時期　平成23年5月1日から順次入居

女川第一小学校 220 3/12 11/9

東北電力浦宿寮 50 3/12 4/6

東北電力堀切寮 50 3/12 4/1

旭が丘区集会所 150 3/12 3/27

女川高等学校 160 3/12 4/6

女川第一保育所 210 3/12 8/28

勤労青少年センター 250 3/12 11/9

女川町立病院 300 3/12 10/11

女川町総合体育館 1,400 3/12 11/9

女川第二小学校 100 3/12 5/14

女川第一中学校 121 3/12 4/7

海泉閣 200 3/12 7/16

女川原子力発電所
 1,800 

3/12
 

6/6

→塚浜・小屋取集会所
   （364）

 18 6/7 9/4

旧女川第三小学校 100 3/12 11/9

保福寺 180 3/12 5/20

指ヶ浜（かっぱ農園） 140 3/12 7/22

照源寺 20 3/18 8/4

さくら集会所 70 3/18 6/18

スローライフ野々浜 
50 3/18 5/1

 25 5/2 8/20

御前分館 18 3/18 11/9

ホテル華夕美 36 3/22 7/15

避難所 最大避難者数
（3/16 以降） 開設月日 閉鎖月日

→旧六小・四中教員住宅
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※見なし仮設住宅：民間アパート等の借上げによる仮設住宅

団地名　　　　　　　　　　　　    建築態様  　 戸数 　 1DK   　2DK  　 3K      棟数   　共同施設     　 工期   　入居日

［注1］＊印の応急仮設住宅は、当該地区に居住していた人の入居を対象としています。　［注2］1DKは1～ 2人世帯、2DKは3～ 4人世帯、3Kは5～ 6人世帯向けとしています。

町民野球場 女川浜字大原190 独立 189 74 72 43 9 集会所　1 7.21 ～ 10.10

町民多目的運動場 女川浜字大原190 独立 154 72 52 30 22 集会所　1 4.29 ～ 6.5

女川第一小学校グラウンド 浦宿浜字門前4 独立 57 12 33 12 9 集会所　1 3.28 ～ 5.1

針浜地区 針浜字針浜436-1 独立 40 40 7   談話室　1 5.13 ～ 6.25

旭が丘北側地区 浦宿浜字十二神60-32  33 13 13 7 6  5.6 ～ 6.18

旭が丘南側地区 旭が丘二丁目11-2  17 6 8 3 8  5.6 ～ 6.18

旭が丘ゲートボール場 旭が丘二丁目2  16 6 7 3 3  5.6 ～ 6.18

旭が丘一丁目地区 旭が丘一丁目13-2  7 5 2 2   6.3 ～ 7.24

清水地区① 女川浜字日蕨51-1 独立 94  94  11  4.26 ～ 6.19

清水地区② 女川浜字日蕨51-1 独立 50  50  7  5.18 ～ 7.24

新田地区① 女川浜字新田14 住棟一体 47 19 22 6 7 談話室　1 7.8 ～ 9.3

　　　仮設福祉住宅   9    1

新田地区② 女川浜字新田18 住棟一体 48 25 23  8 談話室　1 8.12 ～ 9.23

宮ケ崎地区 宮ケ崎字宮ケ崎81 住棟一体 9 2 6 1 3  6.3 ～ 7.23

第三保育所跡地 宮ケ崎字宮ケ崎76-1 独立 8 4  4  2 談話室　1 6.24 ～ 7.31

石巻バイパス用地 石巻市沢田字平形四番16 独立 236  236  22 集会所　2 5.6 ～ 7.30

石巻市蟹田地区 石巻市流留字一番囲53 独立 31 13 12 6 5 談話室　1 6.3 ～ 8.6

石巻市内田地区 石巻市流留字内田74 住棟一体 23 9 9 5 4 談話室　1 6.3 ～ 8.6

旧女川第三小学校グラウンド 尾浦字尾浦145-2 独立 25  25  5 談話室　1 5.13 ～ 6.26

桐ケ崎地区＊ 桐ケ崎字桐ケ崎21-1 住棟一体 23  23  7 談話室　1 6.14 ～ 7.28

指ケ浜地区＊ 指ケ浜字指ケ浜57 独立 14 6 5 3 3 談話室　1 6.3 ～ 7.21

小乗地区＊ 小乗浜字小乗88-2 住棟一体 31 12 14 5 5 談話室　1 5.20 ～ 7.15

向地区＊ 小乗浜字向47-2 住棟一体 10 6 2 2 2 談話室　1 6.3 ～ 7.15

高白浜地区＊ 高白浜字尾畑26-1 独立 19 12 2 5 4 談話室　1 5.27 ～ 7.15

横浦北地区＊ 横浦字名不知42-1 住棟一体 24 5 3 6 7 談話室　1 5.27 ～ 7.6

大石原浜地区＊ 大石原浜字大石原70  6 1 3 2 3  5.27 ～ 7.6

野々浜地区＊ 野々浜字野々浜151 住棟一体 11 2 9 5  談話室　1 6.3 ～ 8.11

飯子浜地区＊ 飯子浜字夏浜118-1 独立 9  9  3 談話室　1 6.3 ～ 7.18

塚浜地区＊ 塚浜字塚浜201-1  6 1 5 1   6.24 ～ 7.18

小屋取地区①＊ 塚浜字小屋取21-1  3 3   1  6.14 ～ 7.18

小屋取地区②＊ 塚浜字竹ノ尻3-1  3 1 2  1  6.14 ～ 7.18

出島町営グラウンド（出島地区）＊ 出島字高森山1-65 住棟一体 25 4 21  5 談話室　1 7.8 ～ 9.14

出島町営グラウンド（寺間地区）＊ 出島字高森山1-65 住棟一体 17 2 14 1 4 談話室　1 7.8 ～ 9.14

　　　　　　　　　　　　合計   1,285 315 830 140  191 集会所　6

　　　　　　　　　福祉仮設含む合計   1,294 324  192 談話室　1

集会所　1

■応急仮設住宅一覧

（4）見なし仮設住宅の入居状況
■見なし仮設住宅入居世帯数　384世帯　962名　（平成26年2月28日現在）
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※上記のほか、宮城県を通じて義援金受付団体分及び宮城県災害対策本部分の義援金4,692,900,000円が配分され、対象者に分配され支給されています。
　なお、町で受付けた義援金、見舞金からも379,340,000円が対象者に分配され支給されています。

年度
義援金 見舞金 寄付金 合計

全国からの支援

義援金等の受付状況1

　東日本大震災直後から、多くの自治体、企業、団体、個人の皆様から支援物資や義援金等、たくさんの温かいご支援をい
ただいております。また、全国の自治体等からは、女川町の復興のために、多くの職員を派遣していただいております。

■義援金・見舞金・寄付金等受付状況 平成26年3月31日現在

自治体からの職員派遣状況2

■派遣元自治体等一覧

全国の皆様からの温かいご支援に心より厚く御礼申し上げます。

平成26年3月31日現在

件数 金額

Ｈ22 17 6,645,000円 9 1,058,000円 0 0円 26 7,703,000円

Ｈ23 2,697 219,843,472円 78 101,745,641円 166 133,149,990円 2,941 454,739,103円

Ｈ24 956 34,672,219円 0 0円 253 78,028,440円 1,209 112,700,659円

Ｈ25 766 31,040,081円 6 312,387円 76 12,768,592円 848 44,121,060円

  計 4,436 292,200,772円 93 103,116,028円 495 223,947,022円 5,024 619,263,822円

秋田県

群馬県

群馬県 前橋市

群馬県 高崎市

群馬県 桐生市

群馬県 伊勢崎市

群馬県 太田市

群馬県 沼田市

群馬県 館林市

群馬県 渋川市

群馬県 藤岡市

群馬県 富岡市

群馬県 安中市

群馬県 みどり市

群馬県 榛東村

群馬県 吉岡町

群馬県 上野町

群馬県 神流町

群馬県 下仁田町

群馬県 南牧村

群馬県 甘楽町

群馬県 中之条町

群馬県 長野原町

群馬県 嬬恋村

群馬県 草津町

群馬県 高山村

群馬県 東吾妻村

群馬県 片品村

群馬県 川場村

群馬県 昭和村

群馬県 みなかみ町

群馬県 玉村町

群馬県 板倉町

群馬県 明和町

群馬県 千代田町

群馬県 邑楽町

東京都

東京都 世田谷区

神奈川県 川崎市

長野県 松本市

石川県

愛知県 豊田市

愛知県 岩倉市

京都府 京都市

兵庫県

兵庫県 土地開発公社

兵庫県 西宮市

兵庫県 宝塚市

兵庫県 川西市

兵庫県 佐用町

鳥取県

鳥取県 大山町

島根県 松江市

徳島県

徳島県 小松島市

徳島県 三好市

徳島県 牟岐町

徳島県 海陽町

徳島県 北島町

徳島県 藍住町

徳島県 上板町

徳島県 つるぎ町

徳島県 東みよし町

愛媛県 伊方町

高知県 香南市

長崎県 五島市

長崎県 新上五島町

熊本県 美里町

鹿児島県

総務省 東北総合通信局

復興庁

件数 金額 件数 金額 件数 金額
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平成23年（2011）

■東日本大震災、大津波が女川を襲う

　平成23年3月11日午後2時46分、マグニチュード9.0の巨大地震が発生。そのおよ
そ30分後、最大14.8mもの大津波が女川町を襲い、またたく間に市街地の大部分をの
み込みました。
　猛烈な濁流に砕け散る家屋、流される漁船、そして800名を超える尊い町民の生命…。
筆舌に尽くしがたい光景が眼の前に広がりました。人知を超える自然の驚異に、為す
すべもありませんでした。

■変わり果てたまちの姿に呆然、避難所生活始まる

　数回にわたる大津波の襲来の後、ガレキと化した家々とボロボロになった鉄筋ビル
だけの変わり果てたまちの姿がそこにありました。誰もが言葉を失い、ただ呆然と立
ち尽くすしかありませんでした。
　町民の中には、愛する家族や帰るべき家を失った方も多く、加えて避難所での厳し
い環境は、人々から再び立ち上がる気力すらも奪っていきました。

■全国から支援物資が寄せられ、避難所の生活環境も徐々に改善

　震災発生から間もなく、自衛隊や警察、消防などによる懸命な救助・捜索活動が開
始されました。
　また、ガレキ撤去による陸路の復旧により、国や県だけでなく全国各地からも支援
物資が次第に届くようになりました。
　発電機による電気の供給開始や自衛隊による仮設浴場の設置など、劣悪な避難所の
生活環境も徐々に改善され、町民の顔にも明るさが戻り始めました。

■深夜に襲った大きな余震、仮設住宅の建設も始まる

　震災発生から1か月が過ぎようとしていた4月7日の深夜、震度6強の余震が被災地
を揺らし、電気の供給が停止するなど、再び不便な生活を余儀なくされました。
　一方で、路線バスなどが運行を開始。ようやく町外とを結ぶ交通手段が確保され、
避難所ではボランティアの方々による炊き出しや、物資の配給が頻繁に実施されるよ
うになり、仮設住宅の建設も始まりました。 

■「女川町復興計画策定委員会」開催

　5月1日、福島大学の鈴木浩名誉教授を会長とする「第1回女川町復興計画策定委員
会」が開催され、防災・産業・住環境を基本テーマに女川の復興について協議しました。

〈女川町復興計画策定委員会委員構成〉
　町内関係者………5名　　　学識経験者………5名
　国県関係者………2名　　　アドバイザー……2名

震災復興のあゆみ
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■魚市場が再開、復興の灯りともす第一歩に

　7月1日、震災で営業を休止していた女川魚市場が再開。全国有数の水産業のまち
女川に、久しぶりに威勢のよいセリのかけ声が響きました。市場に賑わいが戻ったこ
とは、町民の心に復興の明かりをともす第一歩となりました。
　また、この日は鷲神地区に「コンテナ村商店街」もオープン。この商店街は、震災後、
町内に初めて開設された商店群で、やっと町内での買物ができるようになりました。

■役場仮設庁舎が完成

　震災により旧役場庁舎が津波で全壊したため、女川第二小学校の教室を間借りして
業務を行っていましたが、役場仮設庁舎が整備されたことに伴い、7月19日から仮設
庁舎での業務が開始されました。

■「がんばっぺ女川盆まつり」開催、慰霊風船830個の打ち上げも

　8月1日、女川町復興連絡協議会主催の「がんばっぺ女川盆まつり」が開催。子ども
用の浴衣300着の無料配布や、慰霊の思いを込めた風船830個の打ち上げなど、震災
で犠牲となった方々を追悼するとともに、久々のイベント開催ということもあって多
くの町民が集いました。
　イベントの最後には、慰霊の盆踊りと花火で夏の1日を締めくくりました。

■女川町復興計画が議決、8年計画での復興を目指す

　8月10日、第5回目となる「女川町復興計画策定委員会」が開催され、鈴木 浩会長か
ら安住宣孝町長へ、女川町復興計画の最終答申が手渡されました。
　最終答申の主な内容は、復興期間を復旧期2年、基盤整備期3年、本格復興期3年の計
8年とし、「防災」「産業」「住環境」「医療･保健・福祉」「人材育成」の5本柱により復興を
成し遂げていくというもので、9月15日の町議会で議決されました。

■第14回おながわ秋刀魚収獲祭

　10月2日、「第14回おながわ秋刀魚収獲祭」が開催され、会場内には脂がのったサン
マを炭火で焼く香ばしい匂いが漂いました。
　震災前、このイベントは町内外から5万人もの来場を記録する秋の一大イベントで
した。震災によりサンマの水揚げも制限されるため、規模を縮小せざるを得ませんで
したが、多くのお客さんで賑わいました。
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■マリンパル女川おさかな市場営業再開！

　10月7日、震災で休業を余儀なくされていた「マリンパル女川おさかな市場」が、場
所を移転して営業を再開しました。
　8日と9日に開催された「復興祭さんま祭り」には、再開を待ち望んでいた多くのお
客さんが訪れ、名物のサンマ炭火焼きやすり身汁を味わっていました。

■我歴stock（ガレキストック）in 女川 ～復興編～

　10月30日、女川の復興を願う若者たちが立ち上げた団体「女川福幸丸」が主催する
音楽イベント「我歴stock in 女川 ～復興編～」が開催されました。
　女川福幸丸のメンバーは、それぞれの仕事を終えてから毎晩のように集まり、女川
への熱い思いでこのイベントの企画を練り上げました。

■応急仮設住宅が完成、マーケットがオープン

　11月6日、女川町の応急仮設住宅がすべて完成しました。
　また、12日には音楽家の坂本龍一さんや、日本画家の千住博さんから寄贈された仮
設住宅マーケットのオープニングセレモニーが町民野球場仮設住宅の敷地内で開催
され、多くの町民が祝いました。

■「小さくてもキラリと光るまちづくり」安住宣孝氏が勇退

　3期12年間にわたり女川町長を務めた安住宣孝氏が勇退されることとなり、11月
11日に退任式が行われました。
　安住氏は、平成11年に初当選以来「小さくてもキラリと光るまちづくり」を掲げ、震
災後も自ら陣頭指揮に当たりつついち早く高台移転の必要性を提言し、女川町復興計
画をまとめ上げられました。

■須田新町政がスタート

　11月14日は、復興に向かう女川町にとって大きな節目の日となりました。安住宣
孝前町長の勇退にともない、須田善明町長が無投票で初当選を果たし、初登庁の新町
長を町職員が総出で迎えました。
　また、町議会議員選挙も併せて行われ、震災前から議員定数を2名分削減した12名
体制で須田新町政がスタートを切りました。

平成23年（2011）
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■女川町とUR都市機構が「復興まちづくり推進パートナーシップ協定」に調印

　3月1日、女川町とUR都市機構が「復興まちづくり推進パートナーシップ協定」に調
印し、女川の早期復興を目指すことになりました。
　この協定により、UR都市機構の蓄積されたノウハウの活用や、高台住宅地の造成、
災害公営住宅の建築など今後膨大となる復興事業の進行監理が円滑に進むものと期
待されます。

■ガレキ処理の状況を公開

　3月1日、震災で発生したガレキが東京都へ搬出されることとなり、関係者やメディ
アにもガレキ処理の状況が公開されました。
　女川町の震災ガレキは44万トンと推測されていて、そのうち10万トンを東京都23
区清掃一部事務組合の清掃工場で受け入れていただく予定です。
　なお、今後は東京都多摩地区への搬出も計画されています。

■東日本大震災一周忌追悼式

　震災の発生から1年となる3月11日、「東日本大震災一周忌追悼式」が行われ、震災で
親族や友人を亡くされた関係者約2，300人が参列し、故人を偲びました。
　また、追悼式では歌手のさとう宗幸さんが代表を務める「みやぎびっきの会」が女川
の代表曲の一つ「潮の唄」で御霊を慰め、最後は参列者全員で献花を行いました。

■女川フィーバーエンジェルス、全国大会で決勝Tブロック進出！

　東京で開催されていた「第43回全国ミニバスケットボール大会」で、宮城県代表の
「女川フィーバーエンジェルス」が、予選リーグを見事突破し、4チームごとの決勝
トーナメントブロック進出を果たしました。
　昨年も全国大会出場を決めながら、震災により中止に。2年越しの大会出場に会場
からは大きな歓声が送られました。

■女川町地域医療センター復旧「誰もが憩える施設となるように」

　震災で損壊した女川町地域医療センターの災害復旧・改修工事が完成。工事費な
ど総額19億円を全額支援したスイス国関係者の方にもご出席いただき、4月15日に
竣工式を行いました。
　震災直後、1羽の鳩が正面玄関入口に留まり羽を休めていたエピソードから、「誰も
が憩える施設となるように」との祈りを込めて約1，000羽の鳩風船が大空へと放たれ
ました。

平成24年（2012）
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■「きぼうのかね商店街」がオープン

　4月29日、宮城県女川高等学校のグラウンドに48店舗からなる被災地最大規模の
「きぼうのかね商店街」がオープンしました。
　震災前、JR女川駅前に設置されていた「からくり時計」の4つの鐘の1つがガレキの
中から完全な状態で発見され、復興のシンボルとしてこの鐘の下に多くの人が集って
ほしいとの想いから名付けられました。

■女川魚市場脇に製氷貯氷施設が完成

　女川魚市場脇に建設を進めていた製氷貯氷施設が完成し、7月10日に関係者へ披露
されました。この施設は、1日25トンの製氷能力を持つ機械が2基設置されていて、
150トンの氷を貯蔵できます。
　氷は漁獲した魚の鮮度を維持するため、漁船には欠かせないもの。港町の女川に
とって、施設の有無が漁船の入港に大きく影響します。秋のサンマ漁解禁に向け、一
歩前進です。

■我歴stock in 女川 ～奮闘編～

　7月15日、昨年に続き「我歴stock in 女川 ～奮闘編～」が開催され、8組のアーティ
ストや地元団体がイベントを盛り上げました。
　震災前、毎年夏に開催されていた「女川みなと祭り」のメインの１つであった「海上
獅子舞」が見事に復活。地域の伝統芸能を受け継いでいくことも「心の復興」には欠か
せません。いつの日か、多くの観客を前に披露できる日を信じて。

■復興まちづくり事業協定調印式

　7月19日、女川町とUR都市機構による「復興まちづくり事業協定調印式」が行われ
ました。
　今回の協定は、3月に締結した「復興まちづくりパートナーシップ協定」に基づき、
復興事業を本格的にスタートさせるというものです。
　式では、保育所児童が描いた「希望をつなぐ女川の未来予想図」が贈呈され、新たな
故郷への想いを強くしました。

■秋到来、サンマの初水揚げ

　9月3日、今年初のサンマが水揚げされました。北海道沖で獲れたサンマ55トンが
入札にかけられ、1㎏当たり210円～ 260円の値がつけられました。
　女川港は全国有数のサンマの水揚げを誇り、今年は昨年の約2倍に当たる1日400
トンまで受け入れを増やしました。「サンマのまち女川」の復活へ着実に歩を進めてい
ます。
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■おながわ秋刀魚収獲祭2012

　9月23日、「おながわ秋刀魚収獲祭2012」が開催され、サンマの炭火焼き5,000尾、す
り身汁3,000食余りが振る舞われたほか、サンマの格安販売も行われました。
　会場では、手作り体験や地域の物産販売コーナーのほか、ご当地ヒーロー「リアスの
戦士イーガー」や「破牙神ライザー龍」も登場し、多くの家族連れで賑わいました。

■女川町復興まちづくり事業着工式

　9月29日、平野復興大臣や安住財務大臣など多数のご来賓の参列のもと「女川町復
興まちづくり事業着工式」が執り行われました。
　女川町では、年内にも先行実施エリアとして荒立・内山地区の高台住宅地や陸上競
技場の災害公営住宅、石浜～宮ヶ崎地区の水産加工用地の造成が本格的にスタートし
ます。

■カタールからの支援で冷凍冷蔵施設「マスカー」完成

　石浜工業用地に冷凍冷蔵施設が完成。20億円のご支援を受けたカタール国の行政
監督庁長官をはじめ関係者の出席のもと、10月13日に完成記念式典が執り行われま
した。
　この施設は、被災地域に建設された女川初の本格建築物で、冷蔵6，000トン、冷凍
50トンの貯蔵能力をもち、津波の圧力を受け流して建物を守る構造となっており、カ
タールの伝統漁法にちなんで「マスカー」と名付けられました。

■女川湾口防波堤の災害復旧工事着工式

　10月17日、震災で倒壊した女川湾口防波堤災害復旧工事の着工式が執り行われま
した。
　旧防波堤は、津波襲来時に土台部分の基礎流出が原因で倒壊したため、新防波堤は
基礎の強化や2つの防波堤の間を10m縮め140ｍにするなどして津波の侵入を減少
させます。
　防波堤の倒壊で女川港内は波が高いままとなっており、船の係留などにも支障が出
ているため、平成27年度の完成が待たれます。

■おながわ秋刀魚収獲祭 in 日比谷公園

　10月20日、「おながわ秋刀魚収獲祭 in 日比谷公園」が開催されました。
　東京都が女川町から受け入れ予定の震災ガレキ6万トンにちなみ女川のサンマ6万
尾を用意。女川町民の感謝の気持ちを伝えようと企画され、20万人を超える皆さま
にご来場いただきました。
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■呼び戻せ女川の笑顔！女川町のど自慢大会

　11月25日、「呼び戻せ女川の笑顔！女川町のど自慢大会」が開催され、町民ら出場者
14組が紅白に分かれ、大勢の観衆の前で自慢の歌声を披露しました。
　演歌に懐メロ、ポップソング、7歳から84歳までのバラエティに富んだ出場者と賑
やかな応援団の登場に、観客のみなさんも大盛り上がり！最後は、ゲストのさとう宗
幸さんたちと、全員で「花は咲く」を熱唱しました。

■荒立地区震災復興事業安全祈願祭・陸上競技場跡地基盤整備工事安全祈願法要

　11月29日、荒立地区震災復興事業安全祈願祭と陸上競技場跡地地区基盤整備工事
安全祈願法要が執り行われました。
　荒立地区は山の切土で60戸分の住宅地造成を、陸上競技場は災害公営住宅200戸
の建設を予定しており、ともに平成26年度の完成を目指します。

■トレーラーハウス宿泊村「EL FARO（エルファロ）」がオープン

　12月27日、清水地区にトレーラーハウス宿泊村「EL FARO（エルファロ）」の開村式
が開催されました。
　この施設には、カラフルなトレーラーハウス30台（計48室）が設置され、被災地の宿
泊施設不足の解消が期待されています。
　「EL FARO」とは、スペイン語で「灯台」の意味で、再開への道を照らしてくれた関係
者への感謝と、被災地復興の灯にとの思いが込められています。

平成24年（2012）
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■元朝参り“一日も早い復興を”

　1月1日、東日本大震災から2度目のお正月を迎えました。
　昨年は、元朝参り（2年参り）をする方も少なかったのですが、今年はかなりの方が
地元の神社に足を運ばれたようです。
　家内安全、無病息災、商売繁盛、新年への思いは人それぞれですが、一刻も早い復興
を願う気持ちは皆一様です。

■伝統の獅子振り、家内安全や無病息災を祈願

　1月1日～ 3日、町内各所で伝統の獅子振りが行われました。
　女川町では古くから正月に獅子が家々を回り、家内安全や無病息災を祈願する風習
があり、今年は残った家や仮設住宅の集会所で行われ、見物者の中には感極まって涙
ぐまれる方もいらっしゃいました。

■JR石巻線復旧の覚書を締結

　2月1日、女川町とJR東日本仙台支社が、震災で被災したJR石巻線の復旧に関する覚
書を締結しました。
　JR石巻線は、女川町民にとって欠かすことのできない交通手段。震災で女川駅が
流失し、一部の線路も高潮による冠水被害などの影響により、現在は一部の区間を代
行バスで運行していますが、3月16日には浦宿駅までの列車運行が再開される予定で
す。

■春告げるイサダ、初水揚げ

　3月4日、春の風物詩として親しまれているイサダ（ツノナシオキアミ）が、女川魚市
場に今年初めて水揚げされました。
　この日は、30隻の曳網漁船が計186トンを水揚げ、1㎏当たり40円～60円で取引さ
れました。

■あれから2年、東日本大震災「女川町追悼式」

　3月11日女川町総合体育館で東日本大震災「女川町追悼式」が執り行われ、約1，000
人の参列者が故人の冥福を祈りました。
　震災から2年が経過しましたが、ご家族やご友人などを失って悲しみの淵から抜け
出せない方は大勢いらっしゃいます。だからこそ、新たな一歩を踏み出すためにも早
期復興が望まれています。多くの悲しみを乗り越えた先にある、明るく希望に満ちた
故郷の姿を胸に誓い、私たちは明日への道を歩み始めます。 

平成25年（2013）
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■合同閉校式、将来的な小中一貫教育を目指して

　震災による校舎等の破損や、校庭への仮設住宅の建設などによって、震災後、町内の
小・中学校はそれぞれ各1校の校舎を共同で利用して、授業を行ってきましたが、女
川町復興計画に掲げる将来的な小中一貫教育を見据え、すべての小・中学校を一旦廃
校とし、「女川小学校」と「女川中学校」の各１校として新たにスタートを切ることにな
り、3月22日の合同閉校式において各校の校旗が返納されました。

■初代復興男へ、急坂駆けた！

　「女川町商店街復幸祭2013」を翌日に控えた3月23日、「初代復幸男」を決める復幸
男レースが開催されました。
　震災で800名を超える町民が犠牲となりましたが、「もし高台へ避難していれば」と
の無念の思いから高台避難の教訓を残すべく、津波が襲来したのと同じ時刻の15時
32分、80名を超える参加者が一斉にスタートし、高台の中学校への急坂を一気に駆け
上がりました。

■女川町商店街復幸祭2013

　3月24日、「女川町商店街復幸祭2013」が開催され、町内外から多くの方々が来場さ
れました。
　この日の気温は冬さながら。それでも皆さん、女川名物のサンマの炭火焼きや特製
女川駅弁にオリジナルグッズと、復幸祭ならではの商品を次々にお買い上げ。
　ステージでは、歌手やヒーローショー、バラエティ番組「水曜どうでしょう」のチー
フディレクター藤村氏とカメラ担当ディレクター嬉野氏も登場するなど、大いに盛り
上がりました。 

■震災廃棄物搬出最終便が東京へ向けて出発

　女川町の震災廃棄物は、平成24年3月から東京都で受入れを行っていただおいてお
り、約1㎞にわたって続いていたガレキの山も、ようやく我々の生活圏からすべて撤
去されようとしています。
　3月27日、大勢の関係者が盛大な拍手で見送るなか、最後の震災廃棄物を積んで東
京都へ搬出する車両の最終便が出発しました。

■小・中学校が新たなスタート、新校旗に新校歌も

　女川町の小・中学校が、新たなスタートを切りました。
　4月8日、3つの小学校を統合した女川小学校と、2つの中学校を統合した女川中学校
の開校式が執り行われ、新しい校旗が手渡されました。
　開校式では、児童・生徒の代表が「古い伝統を大切にしながらも学校の新たな歴史
をみんなで創り上げていきたい」と力強く語り、新しい校歌を声高らかに歌いました。
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■災害公営住宅の安全祈願祭

　4月18日、陸上競技場跡地に建設する災害公営住宅の工事に係る安全祈願祭が執り
行われ、須田町長や木村議長をはじめ多くの関係者が出席し、工事の安全を祈りまし
た。
　町内で初めて建設される災害公営住宅であり、4階建てと3階建ての計2棟で構成さ
れ、各棟を通路でつないだり、広場を整備するなど入居後のコミュニティの形成にも
配慮されており、平成25年度末の入居開始を目指します。 

■震災後初の運航“金華山航路”

　連休初日の5月3日、女川港と霊島・金華山を結ぶ金華山航路が震災後初めて運航
され、多くの観光客や報道陣が詰めかけました。
　金華山は、青森県の恐山、山形県の出羽三山と並ぶ奥州三大霊場のひとつで、「3年
続けてお参りすれば一生お金に困らない」との言い伝えより古くから多くの信仰を集
める名所です。
　平成25年は、12年に一度の「巳年御縁年大祭」の年にあたり、10月まで本殿の御開
帳など各種行事が続きます。 

■安倍総理が女川町を視察

　5月12日、安倍晋三内閣総理大臣が女川町を訪問し、復興事業の現場や仮設宿泊村
「EL FARO（エル ファロ）」などを視察。
　須田町長が被災地の現状や復興事業の進ちょく状況などを説明しながら、あらため
て国の支援を要請しました。
　安部総理は、「EL FARO」の事業者や宿泊者に話を聞いたり、町民からの写真撮影に
も気さくに応じられていました。 

■町中心部の嵩上げ工事がスタート

　いよいよ、町中心部の嵩上げ工事がスタートしました。
　復興事業の先行エリアのひとつとして、平成26年度末に女川駅と周辺商店街の
オープンを目指していますが、そのためには、平成26年度早々に嵩上げ工事を完了す
る必要があるため、今春から工事を本格化させています。

■我歴stock in 女川 ～出航編～

　6月2日、今年で3回目となる「我歴stock in 女川 ～出航編～」が開催されました。
　毎年多くのアーティストたちが出演するこのイベントに、今年は何と「ももいろク
ローバーZ」が参戦！歌、ダンス、演奏、 郷土芸能にヒーローまで、充実したステージが
繰り広げられました。
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平成25年（2013）

■災害公営住宅モデルルーム展示場

　8月11日、女川町総合運動場テニスコート内で、災害公営住宅モデルルーム展示場
のオープニングセレモニーが執り行われました。
　モデルルームは、中心部に建設される集合住宅の3DKタイプ（3～4人用の64.74㎡）
で、被災地にモデルルームを設置するのは女川町が初めてとなります。
　訪れた町民も、これからの自分たちの生活や住環境を思い描きながら、熱心に見学
していました。 

■女川の伝統芸能「復活！獅子振り披露会」

　8月11日、第二多目的運動場を会場に「復活！獅子振り披露会」が行われ、14団体が
震災前のみなと祭りを彷彿とさせる勇壮な獅子振りを披露しました。
　獅子振りは、古くから地域に伝わる女川の伝統芸能でしたが、震災で獅子頭や太鼓
が流失。日本財団様をはじめ多くのご支援を受け、この日、見事に復活を遂げました。
女川は新しいまちへと生まれ変わりますが、古き良き伝統はこれからも次の世代へと
受け継いでいきます。

■栃木県塩谷町と災害時相互応援協定を締結

　8月12日、女川町と栃木県塩谷町が、災害時相互応援協定を締結しました。
高知県香南市に続いて2つ目の自治体となります。
　両町は、平成9年度から震災前まで子どもたちの交流事業を皮切りにイベントでの
物産交流などを行っていて、震災後も塩谷町から幾度となくご支援をいただいてきま
した。
　今回の協定締結は、これまでの交流をより発展させるうえでの新たな一歩でもあ
り、今後も互いに理解を深め、絆を強めていきます。 

■女川中の女子バスケットボール部が東北大会優勝、26年ぶりの全国大会へ

　開校初年度となる女川中学校の女子バスケットボール部が、8月9日～ 10日に開催
された中体連東北大会で見事優勝し、12日に町長へ優勝の報告と全国大会での健闘
を誓いました。
　女川町のバスケ部が全国大会に出場するのは、実に26年ぶり。しかも、今の3年生
は小学校時代に全国大会出場を決めながらも、震災で大会自体が中止となり、当時は
悔し涙を流しました。3年越しの夢を叶えた彼女たちに、全国大会でも温かいご声援
をお願いします。

■魚市場にサンマ初水揚げ、「サンマのまち」復活へ

　9月12日、女川魚市場に今年初となるサンマが水揚げされました。北海道沖で獲れ
た新鮮なサンマ約70トンが約30時間かけて女川港まで運ばれ、1㎏当たり220円～
283円（昨年は210円～ 260円）で取引されました。
　全国有数のサンマの水揚げを誇る女川町では、震災前の7割まで水揚げを回復させ
たいと、関係団体が一丸となって漁船の受入態勢を整えています。
　「サンマのまち女川」の復活に向け、豊漁を期待しましょう。 
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■水産おながわ復興祈念花火大会、3,500発が夜空彩る

　9月21日、翌日に控えた「秋刀魚収獲祭2013」の前夜祭として「水産おながわ復興祈
念花火大会」が開催され、3,500発の花火が、復興の進む女川町の秋の夜空を鮮やかに
彩りました。
　震災前の女川町では、毎年7月末に開催されていた「みなと祭り」で打ち上げられる
4,300発余りの花火を、多くの町民が毎年楽しみにしていました。
　震災後、初となる大規模な花火大会に、誰もが懐かしさと早期復興への想いを強く
しました。

■おながわ秋刀魚収獲祭2013開催、演歌キャラバン隊も

　9月22日、「おながわ秋刀魚収獲祭2013」が開催され、前日に水揚げされたばかりの
新鮮なサンマに、町内外から訪れた多くの来場者が舌鼓を打ちました。この日は、炭
火焼き用とすり身汁用で各3,000尾のサンマが用意されましたが、どのブースでも長
蛇の列。ステージでは、演歌歌手の五木ひろしさんら「演歌キャラバン隊」も登場し、
会場内は終始賑わっていました。

■荒立西地区宅地分譲・現地見学会

　10月5日、最初の宅地分譲地となる荒立西地区の現地見学会が、午前と午後の2回行
われ、合わせて66名の町民が造成工事の進む現場を見学しました。
　荒立西地区は、来年7月までに31区画の造成工事を完了する計画で、今年の10月か
ら予定されている申込受付を前に、希望者に現地の様子を知ってもらおうと企画され
ました。参加者は、完成図と現況を見比べながら、各々のこれからの生活を思い描い
ているようでした。

■ 「女川ブランディングプロジェクト」調印式

　10月10日、復興応援キリン絆プロジェクト水産業支援「女川ブランディングプロ
ジェクト」の調印式が行われました。
　農業や水産業への継続的な支援活動を進めるキリングループが、福幸まちづくり合
同会社が目指す水産業体験や加工品等のブランド化を支援するもので、ブランド名
「あがいんおながわ」も公表されました。“あがいん”とは女川の方言で“食べて”の意味
で、英語のAgain（アゲイン＝再び）の意味も込められています。

■ツール・ド・東北 in 宮城・三陸

　11月3日、「ツール・ド・東北 in 宮城・三陸」が開催され、復興支援と震災の記憶を
未来に残すため、1.300人の自転車愛好家が石巻市～女川町～南三陸町のコースを走
り抜けました。
　中継地点となった本町の給水所では、女川自慢のサンマすり身汁が振る舞われまし
た。 
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■女川さんま収獲祭 in リゾ鳴尾浜

　11月16日、女川町への復興支援として職員を派遣いただいている兵庫県の西宮市
で「女川さんま収獲祭 in リゾ鳴尾浜」を開催し、多くの市民皆さまにご来場いただき
ました。
　前日に水揚げされたばかりの新鮮なサンマ3,000尾の炭火焼きと、すり身汁1,000
食を無料で提供したほか、女川伝統の獅子振りと女川故郷ソングで会場を盛り上げま
した。

■「千年後の命を守る」いのちの石碑除幕式

　「絆を深める」「高台への避難ルートの確保」「記録を残す」の3つを目的に中学生た
ちが始めた“いのちの石碑プロジェクト”。
　町内21の浜に石碑を建てるため、多方面で津波対策案を発表して募金活動を実施
し、約半年で目標金額を達成。11月2日にひとつ目の石碑の除幕式が女川中学校で行
われました。
　石碑は、幅1m×高さ2mで、生徒が詠んだ「夢だけは壊せなかった大震災」という句
が刻まれました。

■震災遺構の保存方針について

　11月27日、倒壊した3つの震災遺構の解体及び保存について須田町長が記者会見
を開き、①女川サプリメントは来年１月中に解体・撤去、②江島共済会館は損傷の度
合いが一番高く最終的には撤去するが、造成工事の着手時期まで現状を維持、③女川
交番は保存の方向で検討するとの方針を表明しました。
　この方針は、震災遺構の学術的な価値や損傷の激しさ、町民の心情、造成工事スケ
ジュールや財政面など、保存と解体の両面から総合的に検討し、決定されたものです。

■スターダスト・ページェント2013 海ぼたる

　12月15日、「スターダスト・ページェント2013海ぼたる」の点灯式が開催され、約
15,000球の色鮮やかな電球が点灯されると、大きな歓声が上がりました。
　震災前、女川駅前を飾ったこのページェントも、今回で16回目を数えます。80,000
球を超える当時の電球は津波で流されてしまいましたが、震災後も女川の冬の風物詩
として、希望の明かりをともし続けています。

平成25年（2013）
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■魚市場、初競りに威勢のよい声響く

　1月6日、女川魚市場で初競りが行われ、競り人の威勢のいい掛け声が魚市場に響き
わたりました。昨年の女川魚市場の水揚げは、サンマの不漁もあって数量では前年を
下回ったものの、金額では魚価高を背景に約73億7千万円と震災前の75％程度にま
で回復しました。

■女川フィーバーエンジェルス、2年ぶりの全国大会へ

　女子ミニバスケットボールチーム「女川フィーバーエンジェルス」が2年振りに宮
城県予選を制し、3月に開催される第45回全国ミニバスケットボール大会への出場を
決めました。
　1月9日、報告に訪れた選手たちに須田町長から「私も昔バスケをしていたが女川は
伝統的に強い、活躍を期待している！」と力強いエールが送られました。

■「ぼうさい甲子園」で女川中学校がグランプリ獲得

　1月12日、兵庫県・毎日新聞社・ひょうご震災記念21世紀研究機構主催の「ぼうさ
い甲子園」の表彰式・発表会が神戸市内で開催されました。子どもや学生が学校や地
域において主体的に取り組む優れた「防災教育」活動を顕彰するもので、応募全115団
体の中から「いのちの石碑プロジェクト」を進めた女川中学校が見事グランプリを獲
得し、表彰されました。

■災害公営住宅内覧会を開催、新生活へ期待膨らむ

　3月1日～3日、陸上競技場跡地に建てられた災害公営住宅（女川町営運動公園住宅）
の内覧会が開かれました。3階建と4階建からなる鉄筋コンクリート造の集合住宅は、
1号棟から8号棟まで計200戸からなり、そのうち2K～4LDKまで7タイプの部屋が公
開されました。
　入居する予定の町民の方々は、嬉しそうな表情で設備や収納を確認したり、メ
ジャーを持って寸法を測る姿も。3月28日に行われる完成セレモニーの翌日から、順
次入居される予定となっています。 

■女川サプリメント解体始まる

　3月3日、震災遺構の候補となっていた「女川サプリメント」の解体工事が始まりま
した。
　本町では、自然災害の恐ろしさや、避難の大切さを人々に視覚で伝えるべく、津波で
倒壊したビル3棟を震災遺構の候補として保存を検討してきましたが、建物自体の耐
久度や復興工事への影響なども考慮し、旧女川交番を除く2棟の解体を決定しました。

平成26年（2014）
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平成26年（2014）

■豊田市と災害時相互応援協定を締結

　3月8日、大規模地震などの災害に備えて女川町と豊田市が災害時相互応援協定を
結びました。
　この協定は、災害が発生したときに復旧・復興対策を円滑にするため、食料や飲料
水などの生活必需品や資機材の提供、被災者の受け入れなどを行うもので、本町が同
協定を結ぶのは、高知県香南市、栃木県塩谷町に続いて3つめの自治体となります。
豊田市は震災以降、本町へ応援のために職員を派遣するなど温かい支援をいただいて
きました。

■あれから3年「女川町追悼式」

　震災から3年となる3月11日に、総合体育館において東日本大震災「女川町追悼式」
が執り行われ、家族や友人を亡くされた900人を超える方々が参列しました。
　式では、町長の式辞、議長、県知事の追悼のことばに続き、ご遺族の代表者が亡きご
家族と女川への想いを語りました。その後、参列者全員での献花を行い、震災で犠牲
になられた方々を追悼しました。

■復興まちづくり情報交流館がオープン、現場見学会も

　3月15日、復興まちづくり情報交流館のオープン式典と現場見学会が行われまし
た。館内は「事業・工事紹介ゾーン」と「復興支援ゾーン」に分かれ、町外から来た方に
も女川の復興事業が分かるように工事概要や歴史などのパネル展示のほか、震災遺構
を3D映像で見ることができたり、物産紹介コーナーもあります。現場見学会では、普
段は立ち入れない町中心部の工事現場で、復興が進む様子を見学。子どもたちは、迫
力ある大型重機が活躍する姿を、歓喜の声とともに写真に収めていました。

■女川町復幸祭にぎわう、復幸男は見事な連覇

　3月16日、女川中学校を会場に「女川町復幸祭2014」が開催され、たくさんの飲食
ブースや女川オリジナルグッズ販売、体験型ブースが出店したほか、焼きサンマの無
料提供コーナーには終始長い行列ができており、ステージでは、歌手やアイドルによ
るライブが祭を盛り上げました。
　また、前日の15日には、津波に対する高台避難への警鐘の意味を込めて急坂を駆け
上る「復幸男」が行われ、津波到達時刻である15時32分に128人が一斉にスタート。
昨年の復幸男・鈴木大さんが連覇を達成しました。

■第二多目的運動場の人工芝張り替え完成

　3月23日、女川町総合運動場町民第二多目的運動場の約12,500㎡の人工芝への張
り替えが終了し、その落成記念セレモニーと併せて、元プロサッカー選手の戸田和幸
さんや安永聡太郎さんらによるサッカー教室や、東北社会人サッカーリーグ1部・コ
バルトーレ女川の公式開幕戦が行われました。
　サッカー教室には、石巻市と東松島市のスポーツ少年団8チームから100人以上が
参加。サッカー教室の終了後には、協賛いただいたみなさまからサッカーボール120
個が寄贈されました。
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■JR女川駅新駅舎＆温浴施設の安全祈願祭

　3月25日、来年3月に予定されているJR石巻線浦宿駅－女川駅間の運行再開に併せ、
新しい女川駅舎と合築整備される温泉温浴施設ゆぽっぽの建設工事の安全を願い安
全祈願祭が行われました。
　新駅舎の設計は米プリツカー賞を受賞された世界的建築家の坂茂さんが手掛けら
れ、ウミネコが羽ばたく様子をイメージした曲線を描く大きな屋根が特徴で、3階に
は展望フロアも設けられ、海へと続くプロムナードや商業施設と併せて新しいまちの
シンボルとなっていきます。 

■女川町営運動公園住宅が完成

　町民のみなさんが待ち望んでいた女川町営運動公園住宅が完成し、3月28日に竣工
式が行われました。本町の中でもっとも早く整備された災害公営住宅で、高台にあっ
た町民陸上競技場跡地に整備され、11ヶ月でのスピード竣工となりました。住宅内
にはコミュニティスペースなども設けられ、鍵のレプリカを受け取った入居者の代表
は「一時は転居も考えたが、窓を開けて大自然がある環境にこだわりました。子ども
たちにのびのびと育ってほしい。」と新居への想いを語りました。 
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　しかし、平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、マグニチュード9.0という過去最
大級の地震と想定をはるかに超える大津波により、本町に未曽有の災害をもたらし、町内人
口の約1割にあたる827名が犠牲となり、町内の住家の8割を超える3，273棟が全半壊し，
災害対策の拠点となるべき役場庁舎も壊滅的な被害を受けその機能を失いました。また、
東北地方を中心とした東日本の広範囲においても甚大な被害が発生し、頑強な防潮堤が整
備された地域でも大津波により施設が破壊され、多くの尊い命が失われました。
　今回の震災を経験し、想定を超える強大な自然災害の発生に対し、防潮堤等によるハード
面で完全な防災をめざすのには限界があることを思い知らされ、災害を未然に防ぐ「防災」
の考えだけではなく、事前の備えで被害を最小限にとどめる「減災」の考えに基づく災害対
策が重要であることを確認しました。
　津波災害から命を守るためには、施設等の整備はもちろんのこと、避難対策が重要であり、
避難行動をより確実にするために、情報伝達体制の整備や避難体制の充実・強化を図る必
要があります。
　また、大規模災害時は行政による対応には限界があることから、町民、行政が自助、共助、
公助の考え方に基づき、それぞれの役割分担のもと連携することが、災害への対応力を高め
るうえで大切であり、地域においても、自治会などを中心に自主防災組織を結成し、地域の
特性を理解して防災訓練や避難訓練などを行うことにより、地域防災力の向上を図る必要
があることをあらためて認識しました。
　町としては、新たなまちづくりとともに防災・減災体制を構築するため、今後も引き続き
震災の経験や教訓を検証するとともに、地域防災計画の適切な見直しを行い、防災・減災対
策の充実を図ってまいります。
　終わりに、本誌発刊にあたり、資料提供等ご協力いただきました町民の皆様並びに関係機
関の皆様に厚く御礼を申し上げます。

むすびに
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