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地域再生に向けた取組事例について

藤原庄一部*

Specific Examples for the Regional Revival from 
“the Great Eastern ]apan Earthquake" 

Shoichiro FUJIWARA * 

Abstract 

At 11 March 2011， with the outbr巴akof“the Great Eastern ]apan Earthquake" ， the giant tsunami 

attacked the Iwate coastal areas， caused great loss of human life， and gave serious damage to local 

community in these areas. In particular， the most of fishing ports and fishing villages were damaged 

extremely. 

The author is in charge of disaster restoration works projects on fish巴ryinfrastructurでssuch as 

fishing port， fishing ground and so on， in Miyako， Iwate where was disaster stricken area. The quick 

restoration constructions were carried out while having the support of the organization concerned， in six 

months from directly after the earthquake disaster. In this paper. the author would like to report specific 

examples for the local revival from the earthquake and tsunami disaster. The main issues of report are 

as follows. 

1) The ideas and propositions of author for fishery regional revival 

2) Sp巴cificexamples for quick restoration construction 

1.はじめに

今阪の来日本大震災は，海岸保全卒業の計画跨襟依で

あった明治29{ド6月15臼 (1896)発生の三陸津波(三陸

海鱗)における本県の死者18，158人，昭和8年3月3日発

生の三陸大津波における死者1，408名，行方不明1，263名，

家燈ijfe失2，969戸，漁船流失6，468t主等の被安に比絞しで

も，殆どの漁港施設が飛散し，避難できた漁船も僚かで

あった。また，流失した家療の範閣は，想定宮城jlll;I.主動

:ltl!震に対して，平成16:>ド12月に公表した f岩手燥地渓・

津波シミュレーション及び被答想定調査jをよ悶る範問

であることが，現地のj判的tti跡部資等から切らかとなっ

ている。

岩手県沿路広域振興局宮古水産振興センターが担当す

2012ir: 1 fI 5日受付， 2012年3月16日受理

る殆どの漁港施設が壊滅的な被災を受けており，従来の

負担法により 3 ヶ年程!交で漁業~f寄の機能凶復すること

は不可能であった。そこで，背後集落のj肖失状況， J認辺

漁場の生産実績， :r厚生可能な諸条件などから，早期に効

率的に漁業生産を閥復させるためには，水ilII基盤施設の

必要な機能を選択して， m託f立1>]けを笑施しなければ地域

干写生は不可能と忠われた。そのために「チリ津波対策事

業jのような特別法による復然，地域干等生を平行して進

める必要があると被災さ当初jは考えていた。

海岸保全事業は，防i秘境などの施設が津波に対し「安

心感を与えるものjではあるが「安全を保i託するものj

ではないとの考え方が報道されるようになり，現ZEの施

設についても f設計a条件j の課題や I~朽化の進行」が

認められるものの，対応は~*ffl的な聞から悶難と認識し

キーワード:来日本大震災，務手県，復興計閥，水産基議室施設，災害復IB~J業

Key words : the Great Eastern ]apan Earthquake， Revival Plan， Fishery Infrastructure， Disaster restoration 

works 
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ている。

2月10日のN狂K r津波防災特集jで，日本人は被災

当苦手者となる可能性があるとの意識が少なく，設か(国

等)に守ってもらえるとの意識が強く，結果として'情報

を待って被災時の避難行動に遅れ，不幸にして被答者と

なる確率がlJljくなるとの報道があった。

今回の津波の震源は，岩手県が想定している宮城県i4J

地渓とは迷うものとの報道されている。そのため，地震

調査研究披進本部地渓調査委奥会長期評価i部会 (1999)

が，2030iドまでに90%程度以上の発生確率と言われてい

る想定津波に対して，時間的な制約などを復旧計阪に併

せて検討する必喜さがあると思う。今Iill被災した烏の越漁

港海岸は，現在の高潮対策でも大波水門を含み36億円を

想定しており，また，大沢，山m漁港海岸も全体卒業計

画は70f)立問で，平成22年度以降残事業授は32億円もあり，

現行の交付金事業の枠では対応不可能と感じている。

2. 基本砲な漁村・漁港の謹奥方針

被災後，平野仙王子氏(j言者手県漁港協会長)から fコ

ンクリートで自然を押さえ込むことはできない」という

言葉を裁いた。防潮堤では漁業集洛を守ることができな

かったことから，漁業1義務T写生は高地移住を恭本とする

ことをA茂半島邸!i定地区の石碑，昭和三陸津波後の船越

村間の浜地阪高所移転など歴史・先入から学ぶべきこと

は多いと思う o

水産業の生産機能と池区住民が従前のように就業機会

を得られるためには，荷捌j5fr，加工場，冷凍冷機燦，製

品加工場等を一体として符構築を悶る必姿がある。また，

{民地で狭陵な地域では，東北縦覧道に迷絡する道路の繋

1niì と連携した~土によるm地造成が必要で、ある。漁港は

必要最小限の人工地擦による多隠[綬防波堤などを通じて，

高所にある道路に橋で移動するなどの思い切った復旧工

法も検討する必喜さがあろう。そのために，外部専門家等

が被災状況を航祭主司法などで確認し，怨定する津波に対

する安全をえ込んだ高さを算定し，地域再生計溺の主軸

となる企画従業をメニュー化して，被災住民対応で手…

杯の市町村等に対し提示するような方法でなければ，地

域毎の具体的な復興要望の?をが防てくる見込みはないの

ではと考えた。

3. 地域再生の具体的な提案

1)継続的に磯資源の沼F忍養殖業への取緩み

外郭施設を失ったi漁港において，継続的に磯資源の活

用，養殖業への取組みを行うために，船外機長(}を上架で

きるクレーンを50隻/台程度の割合で援備する。上架し

た船外機船は(プレジャーボートの移動用のような)台

車に粂せ自宅まで索引することで，海上作業のたびの上

下架を伴うが，外事11施設整備までの間に漁業生産に着手

できる。なお，これらのクレーン，台車はまとめて生産

製造し，必要なところへ緊急応急、事業として，国の事業

で早期の主主備ができれば，漁業従事者の隊書誌を抑制で、き

るであろう。官{:せて，船外機給の被助を行うのであれば，

新エネルギーとして?な機給外機の普及を主主進する機会で

もあり，地球i脳波化防止，省エネ対策等の国策と方向性

は同じと思われる。また，係留施設が不ト分で船外機船

を自宅に毎日持ち帰る必要があるとすれば充笥対策も課

題とならない。例えば，邸老漁港を泰例にすると，漁協

の収入の113を定霞網漁業が支えており，その漁期は 9

月から 1月と季節的な偏りがある。また，海藻類の収穫

11寺j羽はワカメが3月から 5月，コンブが5月から 8月で

あり，二つの作業を漁協卒業として，定程漁船と乗組員

を!議年活用できるような営漁も考えられる。

2)生護施設復IB工事

壊滅的市街地で生産施設後!日工事がE困難な場合，除外

のドックで造船したメガフロートに水産加工場等を殺せ，

定置漁船3から 5綾程度をセットに被災地に回航し10年

据え援き30"1"償還さき:で貸与するような水産庁夜接補効の

制度を創設できないだろうか。

3) 高台移住

高台移住に関しては，沿浮縦長道路の撃備促進と連携

し， トンネル掘削残土を低地主主土材に，その運搬路を将

来の漁村集洛と縦貫道を給ぶ1毒事字選路に，また，三陸鉄

道の代務としてのパス路線などの計繭にも高所を安全に

巡絡する道路網の整俄は，沿岸域の安全な住環境を篠保

するために必要なものと思われる O

4)地方産地魚市場の再構築

地方産地魚市場の再構築に伴い，高度衛生管理化推進

の機会と捉えると，.:i.姿 4魚市場以外は秋サケの水揚げ

に偏っている。そこで，周年有効活用を目指すのであれ

ば，八木魚市場の「ウニ剥き作業jや久喜善治、滋の f焼き

ウニ作業jの場耳rrとして活用しているような多g的施設

として符建計闘に考慮するべきである。

5) 制度改革，特別法の制定

縫小|浪の費用で最大の効果を期待するには，従来の民

的，所要最に対する補助事業務衰の方法では，その後の

使用実績が飛躍的に膝進することが期待できないまま可

能性の芽を摘むこととなる。効率的で効果的な復興を目

指すなら制度改本，特別法の制定が不可欠である。

6) 復興計箇の仕分け，分担

復興計画の仕分け，分担は，悶道45号を市街地に含む，

E日考，大沢， LU闘は悶土交通劣が主体となった方が効率

的に思える。一方，学長話，離烏などの集落には，水産庁

が絞滋的に，これまでの漁業象潟環境整備夢二業の蓄積を

生かした提案がなされることを期待したい。また，沿岸

域の自然公図などの制約でI井j発を抑制されてきた地域に

おいては，超法鋭的な李総きとしなければ復興速度が低
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Tするので， 1等生復興に必姿なffl:lt!!の確保にも特別な扱

いが必要になる。

7) 復18工事の計麗・発注

負担法を含む復旧工事の言1-倒発注にあたり，沿岸市町

村への支援は，復旧復奥言十翻は ()lt)漁港漁場漁村技術研

究所が，設計絞害事や工苦手段理代行は(社)水産土木建設技

術センターが費用，手続き商で容易にできるように，水

産庁による一括業務委託などを検討してほしい。

4. 新たな漁港構想の提案

漁港整備は，従来からi遂と海の接点となる入り江や鴻

に人工構造物である紡波堤，物揚場，船揚場など基本的

な施設で構成され，漁船の数や陸揚げ作業などから所主主

施設延長を日擦に年度予算の総悶で室芸術を進めてきた。

漁港法制定から60年以上を経過し，今まで積み上げてき

た全てを無にするに等しい来日本大笈災に遭遇したこと

から，従来の潟、浴室芸術計画の概念から離れ，新たな視点

からの漁港機能の復然を検討する必要がある。

1)漁港施設の所要算定について

船のお汗jする延長，水錫げの所姿i待問，紛の隻数，市

場開設時間で所要延長が決定するが，例えば紛の構造を

見複し，陸揚げの方法を見直せば，その所要延長は 1隻

のパースだけで良いのではないか。岩手県の場合，秋サ

ケの定霞網漁業が陸揚げ浮滋延長の主姿な指標となるが，

定置漁船の船倉をユニット形式で)J見殺可能なものにすれ

ば， 1援錫げ序盤で複数のクレーンで問i時に船倉ユニット

を引き上げると I隻の漁船の係船岸壁の占有時間が短く

なり ，i昆獲物の仕分け作業のスペースを奥行きで確保す

れば，場合によっては船倉部分の延長だけで足りること

となる O

2)漁港に漁船を霞かなければなうないのか

背，送路の議室備状況が怒く，やむなく浜に漁船を霞く

必要があったが，現在は迷転操作が容易な上下架施設が

係船筋設に配哉されていれば，軽トラックに5牽引するプ

レジャーボートを搬送するような台車を潟窓すれば，潟、

港lこ必喜さな休憩岸皇室の大部分は不要となる。津波防災の

方針を見直し，沿岸域では高所住宅化を基本とすれば，

漁港と住宅を結ぶ商品質な道路を整{備することで，係留

施設の所要延長は激減し，安全iEI:lt!!を確保する防波堤の

所要延長も少なくて済むことになる。漁港施設毅備の考

え方が変われば，余剰施設を自然に近い海岸線が再生す

ることも考えられる。

3) 多面的な漁港機能は護儀するには

平面的な漁港施設の算定法について，上述の1)2)で

提案したところである。一方，今回被災を受けた漁港背

後にある水産加工や流通販売などの機能も含めて，漁港

機能を多賂階的な施設に約めることができないか。例え

ば，災尻島育内地底人工地盤を発燥させた 5鴎程度の人

エ地殻(防潮堤ピル構想に類似)を設け 1階が術搬所，

2階が定霞議毒薬の選別，託手漆;嵐蔵処理など 1次処理場，

31唆が冷凍冷絞康， 4階が製品加工の高次処理加工場，

さらに 5階以上のI脅!認があれば担い手の居住するアパー

トや滋難所，康上lま駐率場と太1湯エネルギーのパネルを

設置して独立したエネルギー源の確保をl濁ることもでき

ょう。

5. 漁業生産f菱自に向けたスケジ、ユール

岩手県の漁業生産の大きな割合をおめる秋サケ定霞網

漁業は，漁期が9月であることから 8月までに定置漁船

が安全に修治，係留できる係船斧と水揚げ後の水E産去力刻加i百i工，

i流武船i通溢経路の篠保できる拠点浴の緊急

た，沿岸の多くの漁業者が参加するウニ潟、が6fJから始

まることから，小規模漁港でも集落から係留施設までの

道路確保が必要である O ワカメ，コンブの養絡は，資材

の据fすが10月から 11月，務[~込(:，間引が11月から翌 1 月と

なっており，就業希望が潟く，生産性のtiiIい地区での所

要施設の復旧も求められる。

6.被災後8ヶ月の対応

以上が被災後から 3月末までに水産恭滋施設の復興に

ついて考えた個人的な余閥メモで，これからが実際の取

組事例の報告である O

1)応急対応の経過

渓災発生の翌日からライフライン被害調査に同行し，

津波警報が断続的に発せられる中を宮古港周辺状況を調

査した。 漁港施設の復旧作業を担う作業船舶や資材の機

保が難しいと判断され，当面は悶の底抗if事業によるE雪道

や港湾の機能閥復が先行すると見込まれた。

3月下旬に悶野知!村からi誌の越漁港の復旧要請があり，

引き続きお泉IIIJからも茂締漁港のi白地利用を吉正保して欲

しいとの姿識があった。管内で活動中の作業飴の状況を

開き取ったところ，まだまだ漁港機能復旧への姿請を受

けてくれる作業船はなかった。しかし，宮古浴の航行文

li!it物除去のm王将j工事は 3月で終了との情報から緊急、応急

工事に務手するのは 4月に入れば可能と見込み，全国に

ネットワークがある管内建設会社から，作業給の運行計

i闘を間取調査して緊急姿誌の施工伺を取ることとした。

問時に被災状況の翻交，復旧工法の安定言十築などを緊急

応急、業務委託で姿請することで，被災時に漁港施設機能

保全計‘衛策定を受託していたコンサルタント 3社に，継

続して委託業務の婆翁を受けてくれるかを関取調盗し，

被災前と被災後の状況把援及び復!日工法の安定計算を緊

急要請することとした。

4月上勾から始まった県管理の緊急応急L工事はi白地に

飛散したケーソンなどの堤体や消波ブロックの除去には

8刃上旬で漁船の入出港がTIJ能な状況となった。なお，
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外郭施設が全壊した田老漁港では50%程度の除去状態で， 規格道路で避難する。

超硬務機淡j来紛が除外の別工事に用船されたため，当面 (2) 被災集落跡地を収用

ケーソン式防波堤の製作裾付復!日工事などを行うことと 高所移転を支援するために被災住宅地を買いヒげ，高

した。 所漁船保管所や水産加工場の用地造成，堀込み漁港など

3月中旬から水産基盤や漁村集落の復興構想をメニュ の係磁施設，養殖作業施設を整備する。

一的に検討し 4月には応、急工事の現場立会にfjf:せてIIIJ (3) 粘り強い防潮堤整備による市街地復興

村担当諜や漁協を毎日訪れ，情報交換と復旧に対するニ 背後に甚大な被答を発生させた防潮堤を務上げ改良や

ーズ把握に努めることとした。 5flに入ってからコンサ 弱点部の門扉削減と釆り越し道路，高台遊灘高規格滋路

ルタント 3社との合同報告会を開催し，後出方針の情報 に非定住家地域の利用(収用)などと組み合わせた街づ

共有と復旧工法の襟準化を図ることとした。 5月から応 くり復興支援をする。

念、工一事発注計画務手 6月には漁協，市町村へ説明し 3) 応急工事の挙伊j

水ilIT庁に応急、工事中誌を手続きして外郭施設の復旧工事 烏の越漁港では， il~地内に飛散したコンクリート塊

に岩手した。しかし年度末の大震災のため事故繰越と 18.000m3を i~深し，迅速な復!日のため，手近なれ1I防波堤

なった契約の精算事務，緊念、応急、工事の契約専務などに 延長上に遂搬，浴中仮置している。次期計百IでirlJ!坊波堤

忙殺され，応急工事の発注が遅れ9月下旬では目標件数 の延仰を行い，背後漁港施設の安全な利用とアワビ議養

で80%にとどまっている。 などの静穏水域を篠保するを溜る (Fig.1， Photo 1， 

2) 平成24年度予算概算婆求に向けての検討 Photo 2)。

災答復!日卒業とは別に，復興事業としての位置付けで 白老i漁港では，防i紛堤及び背後集落から発生した瓦際

5カ年程度の水政基毅3警告il言l'爾を作成し，早期のE佐藤伎 の中からコンクリート塊19.000m3を選別してi浸上からの

向上と漁業活動や漁業集落の安全線保に努める。 巻き出し工法で仮応急復!日を1i'51った。コンクリート塊を

(1) 人工地援による避難路確保 防波堤の中誌材とし，表聞をwl波ブロック10tonと被覆

背後j也形が急傾斜地で高台避難に時間がかかる場合は， 石2tonで被覆し 9月中勾までIこ延長70mの1;15波堤の仮

荷tg~所などに人工地擦を整脅il し，通常は産主主客場に利用， 応急復旧が完了したことから定澄網漁船が宮古湾に避難

津波警警報発令i時には人工地盤と高見rr避難地を迷絡する潟 する回数が減った (Fig.2， Photo 3)。

Fig. 1 Image of Restoration Construction， Shimanokoshi Fishing Port. 
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Photo 1 Destroied & Scatterd Breakwater， 

Shimanokoshi Fishing Port. 
Photo 2 Wreckages of Auction Shed and Fishermen's 

Cooperative Assocoation in Tanohata. 

関老議透

韓準額菌圏

箆審蕗意訪謹堰 (1叩 3)工 lill/."引

Fig. 2 Cross Sectional View of Breakwater after Photo 3 Setting Situation of Wave Dissipation 
Restoration， Taro Fishing Port. Concrete Blocks， Taro Fishing Port. 

背部漁港では，被災した住民の高所移転を支援するた

め集落跡地を搬り込み漁港として念願し (Fig.3)，次

期愁骨iJ計闘の復興事業として被災した711叩IJ護岸背後の養

殖作業ffl係船岸や埋立計悩の代替え言，-阪として地元から

強い要望がある O

7. おわりに

短期間に応急工事時I誌に必要な安定言十算や復旧工法の

助言等ご協力裁いた基綾地盤コンサルタント(株)， (株)

三洋コンサルタント， (株)センク21の皆様には，この場

を借りて御礼申し上げます。また，緊急要請に応じて泊

地降答物除去など迅速な漁港機能悶復に尽力裁きました Fig. 3 Image of Artificially Excavated Port， Otobe 

(株)演谷建設を初めとして，現在も倒壊した防波堤等の Fishing Port 

復旧工事を行っている県内各社の皆様方には，一日でも

ネい水産業の閥復にご尽力裁いておりますことに重ねて

感謝申し上げます。



42 水産工学 Vol.49 No.1 

参考文献

1) 岩手県:岩手県東日本大渓災津波復興計阪， 2011. 

http://www.pref.iwate.jp;-hp0212/fukkou_net/f 

ukkoukeikaku.html 

幻 影手県:岩手県地震・津波シミュレーション及び

被害怒定調査に関する報告i!J(概要絞)， 2006. 

http://www.pref.iwate.jp/-hp010801/tsunami/yo 

sokuzu/houkokusyo.pdf 

3) 地震認査研究推進本部地震調資委員会長期評価j部

会.改訂試案長期的な地渓発生確率の評俄i手法に

ついて， 1999. 

http://www.jishin.go.jp/main/chouki2/shuhou/ 

main.html 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

