
気仙沼で出会った、
現状と家族の話をお伝えします。
私が訪れた7月、すでに港町に人気（ひとけ）がありました。瓦礫の作業ばかりでなく、漁港としての営みが

見られ、さすが気仙沼だなと少しホッとしました。皆さんにお会いし思ったのは、十人十色ということ。被災

した事実は一緒でも、同じ被災者はいない。聞く人、聞く人、みんな悲しみの色が違う。特に辛かったのは、

ちゃんと避難場所に行ったにもかかわらず亡くなってしまったという杉ノ下地区の事実。「想定外」という

言葉の重みを、痛切に感じました。

気仙沼
古くから全国有数の漁港として栄え、
水揚げする漁師からは「第2のふるさと」と呼ばれ親しまれた街。
カキ養殖業が盛んな地として、広島とも繋がっています。

気仙沼はこんな街

気仙沼の位置

メカジキ・生鮮カツオは全国一の
水揚げ量。労働人口の8割が、
漁業を支える仕事に携わっていた。

海岸部では宮城県最北にある
市で、岩手県と接する。気仙沼湾
の大島は「緑の真珠」とも呼ばれる。

被害状況（2011年8月19日現在）
死者数：1,005人
行方不明者数：403人
住宅被災棟数：12,914棟
被災世帯数：9,500世帯
地盤沈下：最大76cm

気仙沼市

岩手県秋田県

山形県

宮城県

気仙沼

山本 三季雄が見た

－震災の前も後も、海は暮らしと心の支え－

SERCH INFO
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4ヵ月という期間では
太刀打ちできないほどのすさまじい被害。

陸中海岸国立公園の一部。削がれたように辺り一面のものが倒された
浜辺に、1本だけ細長い松が耐えていた。防波堤は姿を消していた。

海岸部の美しさは、地元の人でも見惚れる

ほどだったとか。内陸に住む人たちは、松林

が弧を描く浜を歩いて心を癒し、漁から帰って

きた海の男たちは、変わらぬ景色を船から

見て故郷の温もりに安堵した。気仙沼の

海岸部は、陸中海岸国立公園と南三陸金華山

国定公園という2つの冠を持っています。

それほどまでに美しかった景観が、今は言葉

を失う様相に。訪れた国立公園の一部では、

電柱や家、大木などあらゆるものがなぎ

倒されていました。海とは、自然とはを考え

させられます。

最高地点で基準海面から21.6mと計測さ

れた津波。「リアス式海岸の地形を生かした

天然の良港」を擁した湾岸エリアは、予想

し得ない壊滅的な状態に。海際では津波に

よって漁船用燃料タンクが倒れ、漂流物に

次々と引火。波が押し寄せるたびに街の

中に燃え移り、辺り一帯が火の海と化した。

長年ここに暮らす人から見ても、「あれ？ 

これはどこの風景なんだろう…」と理解でき

なかったそうです。津波被害を受けやすい

三陸海岸の街として、過去の経験を生かし、

避難訓練や防波堤整備で意識を高めながら

対策を徹底してきた気仙沼。しかし、想定外

は起きる。4ヵ月では元に戻せぬ光景が、

痛烈なメッセージを放っていました。

誇りであり、癒しとなった
美しい海岸線が一変する自然の脅威。取材時の7月、陸に打ち上げられた船、鉄筋がグニャ

グニャに曲がった建物などがまだ目についた。

あちこちに立てられていたはずの避難ルートを示す看板。 火災で焼けこげた大型船。隣には、江田島市が貸与
したフェリーが停泊。

気仙沼
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もしものことを想定して、
無闇に探さないよう
帰るルートを
決めていた。
当日、市役所で仕事をしていた時に発生。

子どもが2人共小さく、ちょうど上の子が

幼稚園から帰って父母と家にいた時でした。

主人の会社は海沿いで、立っていられない

状態に異常を感じたそうです。そこで会社

は急遽解散。最初車で家に向かいましたが、

あまりに道路が混んでいたうえ、津波が

数台前の車を押し流す光景を目にし、これ

はダメだと3キロの道を走って帰ってきた

そうです。私は帰宅できず、避難所で一泊。

その間電話は不通、メールでやり取りでき

ました。海沿いの主人の実家では、義母を

亡くしました。うちは山手なので、海岸で

働く主人としか津波の話をしていません

でしたが、どのルートを通って帰るかを

決めていました。「何日かかってもこの

道を通るからね」と。家族で話すことは、

とても大事だと思います。

改めて感じた家族、
地元とのつながり。
どんな状況でも、
変わらぬ覚悟で
進みたい。

震災発生の翌日、様子が見えてくるのを

待って自宅があった方に戻りました。海から

100mもないところで、当時父は在宅。

地盤が緩いため、まず地震で玄関が壊れた

そうです。その後2階から海を見たら、

どうもおかしいと。父は漁師なので、海の

変化に敏感です。自宅に面した地元御用達

の道を、車で高台へ避難し助かりました。

直後は父と避難所暮らしでしたが、私は

高校卒業後地元を離れていたので、改めて

地元の方々と話せて、変な話、とても有意

義でした。これまで、生活時間帯のズレや

男同士という照れもあり、災害のことを含め

シャイな父となかなか話せずにいました。

しかしこれまでとは違う、息子としての

役目も考えたい。また、被災したからでは

なく、どんな状況でも変わらぬ、良い街に

していく覚悟を持ちたいと思っています。

田畑が広がる山手の面瀬（おもせ）
地区に暮らす。家族構成は、実家の
父、母、お婿さんであるご主人、4月
から幼稚園年長の息子と、年少
として入園したばかりの娘。

長年漁を生業にしてきた父親と2人
暮らし。大谷（おおや）海岸のすぐ
近く、本吉町三島にあった自宅は、
地区もろとも津波に流された。今は
仮設住宅で暮らしている。

気仙沼に生きる家族。

お父さんと2人暮らしなどを経て、学んだ大内さんのお話。

2人の小さなお子さんをもつ母、熊谷さんのお話。

気仙沼  ─家族─

気仙沼で暮らす3名の被災者に、

家族のこと、当時のこと、現状、経験を踏まえて

伝えたいことなど、貴重な話を伺いました。

3月11日の地震発生直後、
最も気になったのは「家族」のこと。
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訓練を重ね、
意識を高めた。
その「マニュアル」を超え、
津波が襲った。

当時、佐藤さんは市の中心部に出かけてい

た。すぐに「津波が来る」と感じ、家路を車で

急いだ。無線から聞こえる津波速報は3m、

6mと高くなり、10mとなる頃は既に聞こ

えなかったという。16時ごろ到着した時、

津波に全てを飲み込まれていた。「ここでは

防災訓練を年2回行い、ほぼ全員が参加

していた。地区で最も高台にある家を避難所

と決めており、みんなそこへ避難したんです。

しかし、それは明治期の津波（7～8m）を

基準にしたもの。津波第一波が引くのを

見守った後、寒さをしのぐためビニール

ハウスに入ったと聞きました」。その後、予想

外の方向から第二波が襲う。第一波と真逆、

なだらかな丘を津波が迫り上がってきた。

「ここに来れば助かる、そう思っていた」。

避難所に生まれた一つのファミリー。
代々受け継いだ地区の絆を守っていく。
夕方、現地に造った「いのりの広場」へ花を

生けに行くと聞き、同行させていただいた。

花は、全国から避難所に寄せられた苗を

佐藤さんらが育てたもの。水平線までも望

む見晴らしに唖然。あったはずの松林、家、

畑、全てがなくなっていた。毎朝、佐藤さん

はどうしても目が覚めて、自宅があった場所

へ向かい、プランターに植えた花に水を

やる。その後避難所に帰り、みんなでラジオ

体操をし、朝食。「家族全員を亡くした人も

いる。今後は、みんなと一緒に集合住宅に

移りたい」。壊れた自宅の上に、地区を守る

社のご神体が残っていたそう。これを守り

継いでいくと語ってくれた。

杉ノ下地区に代々続く佐藤家の23代目。
海の仕事を経た後、イチゴやホウレンソウ
などを栽培する農業を営む。地元の自然が
大好きだったと言う。

階上公民館で避難生活を送る佐藤さんのお話。
はし  かみ

市内で最も被害の大きかった地区の一つ、

波路上杉ノ下地区の被災者が身を寄せる階上公民館。家や母を亡くし、

奥さまは行方不明だという佐藤さんが、断腸の思いで経験を伝えてくれた。

気仙沼  ─家族─
Report

地区の避難所と決めていた場所から海を見渡す。以前はこの眺め
の中に堤防や松林、家並みがあり、海が見えることはなかったそう。
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福島県で活動にあたった
陸上自衛隊第13旅団が
見た家族の情景。

3月15日～6月15日の3ヵ月間、福島県

相馬市を中心に行方不明者の捜索や瓦礫

撤去、物資・炊き出し・給水支援などを行った、

海田駐屯地の第13旅団。瓦礫を一つずつ

退かし、家族写真を見つけ、手作業で捜索

する中、出会ったのは妻を捜す夫の姿。

“何日経っても、納得できるまで捜したいん

です”。そんな被災者の思いを受け、3次

捜索の予定を4次捜索まで延ばした。「感心

したのは、避難や仮設住宅への入居を、地区

単位で行っていること。相馬市では仮設

住宅に番地を作り、家族を失っても地域で

支え合えるよう、コミュニティを重要視して

いました」。一方で、ハードな任務を行う

自衛官にも家族はいる。いつ帰れるか、どこ

へ行くのか分からないことも多い自衛官に

とって、「この震災を自分に置き換えた時、

家族がどこでどう動くかを決めておく必要

を改めて感じました。実家は高知、妻は

北海道という離ればなれの現状もあり、

子どもたちをどう守るかまで家族会議で

しっかり話したい」と、思いを強く語ってくれた。

災害派遣活動と
家族の話。
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気仙沼の街を動かす枢軸である漁業。全壊に等しいほどの被害を受けたが、
漁期を前に止まってなどいられない。既にエンジンはかかっていた。

街を支える
基幹産業・漁業。

カツオの初水揚げが再開の狼煙。
漁港っ子パワー、復興の海原へ動き出す！
「気仙沼港にカツオが初水揚げ」というニュース

が届いたのは6月28日。街の人口の8割が、

何らかの形で水産業に携わっているという気仙

沼に、活気を与えるのはこの知らせに他なら

ない。港では、網を縫い直し、船を補修し、次の

漁期をにらむ勇ましい漁師たちの姿があった。

主にメカジキを狙う、とある船長。「昔、自分の

船を初めて持った時、オレの人生がここから

始まるって思った。その初心を思い出してまた

頑張る」。日焼けが似合う笑顔で宣言してくれた。

直後に掲げた
水揚げ宣言。
ここからのパワーは
半端じゃなかった！
魚市場では、設備は応急的だが、生カツオ

がどんどん箱詰めされていた。「関西へ

運ぶよ！」。河岸の人が、忙しそうに張り

のある声で教えてくれた。震災直後の

3月20日には、漁協組合長の佐藤さん

が関係者約200人を集め、こう告げたと

いう。「6月には市場を再開するぞ」。目標、

つながり、歴史が活気を支えている。

「これからはマグロやサンマ
の水揚げも目指したい。
地盤沈下や都市計画で、
復旧まで数年かかる。
将来も大事だが、生きて
いくために今も大事なん
です」と佐藤組合長。

氷、加工場、冷蔵庫…後方施設の充実が気仙沼港の魅力
だったとか。気仙沼は生鮮カツオの水揚げ量14年連続日本一。
取材日の前日は、1本釣りのカツオが初水揚げされた。 

気仙沼  ─漁業─
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海とイカダは財産、
そして生きる場。資材や技術
だけでなく心も支えたい。

広島と宮城は全国で1、2位のカキ生産量を

誇る業界のトップ。お互いに「カキ魂が熱い。

負けとれん」という敬意とライバル心で品質

向上に励んできた。東日本大震災の津波が

襲い、約1万4,000台の養殖施設が流された

宮城県。東広島市早田原漁協の理事を務め、

自身もカキ養殖業を営む森尾さんも、何が

できるか仲間と話していたという。8月25日、

広島県の“被災かき養殖業

再生緊急支援事業”として、

仲間12人と一緒に気仙沼

市唐桑町に向かった。現地

の宿舞根（しゅくもうね）

漁港では、地元業者と力を

合わせて竹をしばり、フロートを付けてイカダ

作り。そして、先行投資が多く水揚げまで長期

を要す、カキ養殖業同士だからこそ分かち

合える話をたくさん交わしたそう。「いろんな

カキ業者の家族に会いました。津波の中で

漂流物に掴まり、やっと助かった70代の父の

ショックがいまだ癒えず、家業としての再起を

断念したという息子さん。また、父が復旧に

励む姿を見て気仙沼に帰ってきた20代の

若者。そして、我々のニュースを見て、1年でも

2年でもまた頑張ろうと参加してくださった

70代のご夫婦。現地に行って、支援の本当の

あり方を考えました。ハード面の支援ばかり

でなく、心の支えにもなれたらと思っています」。

広島カキ業者が宮城へ
海の仲間を支援。

安芸津で牡蠣養殖業を営む
森尾龍也さん。

コラム C o l u m n : 0 2
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その時ラジオは。
東日本大震災で、改めて見直されたというラジオの存在。
実際、どのように発信され、
どのようにリスナーに寄り添ってきたのか。
地元FM局の話から考える、「ラジオとは」。

14時46分以降、
生放送の指揮を執り続けた。
その時間、サテライトスタジオから「AIRJAM Friday」をオン

エア中。強震後、電気などライフラインがダウン、津波も予想しま

したが、仙台市では県内の被災状況把握が不可能でした。すぐサテ

ライトスタジオから本社スタジオに移動。当日15時から22日の

6時まで11日間、24時間ぶっ続けの災害特番に切り替えましたが、

昨年10月に改訂したマニュアルでは、限られた食料・自家発電

量で、いつまで放送するかなど、被災後の対応は決めていません

でした。一方、津波の高さの情報が活字で届いた時、リアルに感じ

られないと判断し、担当アナはとっさに『ビルの3～4階の高さ』と

表現しました。週が明けてリスナーから『欲しい情報を得るために

ずっと聞かなくてはいけないので、不明者の安否確認ができない』

という声をいただき、それからは、次に情報を放送する時間と内容

を告げるようにしました。5日後頃からは情報の信憑性を考慮し、

安否情報を強化。1週間後頃に音楽をオンエアしたところ、リク

エストが増えました。6月頃になると、避難所から仮設住宅への

入居や一時自宅に戻った人も多くなりましたが、まだライフ

ラインの復旧がままならない地域があります。このような時にも、

ラジオは必要だと考えています。被災した地元局として、細く長く、

レギュラーで情報を伝えていく考えです。

震災直後、本社ビル前に長机を置き、
安否確認のメッセージや情報を
受付。一般用に携帯電話充電
コーナーも提供。

3月11日～13日のオフィス内の様子。
自家発電で放送をつなぎ、総動員
で情報を集めた。

Date fm（エフエム仙台）　田中 放送部長

けせんぬまさいがいエフエムの
立ち上げに携わった。
「通信手段がほとんどなかった震災1週間後、市長から災害FM

立ち上げの指示が出ました。3月29日に国から免許を受け、

24時間放送を開始。メンバーは地元ボランティア、市外のアナ

ウンサー、CATVスタッフなどクチコミで次々集まってくれました。

避難所以外に自宅に残っている人も多く、デマも流れたため、

しっかりした情報を出す必要がありました。リアス式海岸なので

不安定な電波が課題ですが、リピート放送で聞き返せるよう工夫。

情報は、市でまとめて毎日更新しています」。

気仙沼市産業部商工課　畠山さん

気仙沼  ─ラジオ─

緊急時には、マニュアルでは
伝えられないと、実に痛感。
実際に役に立つのは、日頃の訓練。例えば広島では、同じような訓練を台風の時

にしてみる。何の情報をいつ入れるかなど、リアルな気持ちが「届く情報」を伝え

られると思います。今回の取材後、番組とサイトで報告しました。それを介して、

リスナーが身近に感じたと言ってくれたのがとてもうれしかった。あぁ、ラジオだな、と。
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その他の
通信手段。
3月11日の震災直後、
気仙沼ではほとんどの通信が途絶えた。
常に津波を意識してきた気仙沼市が、
今回の経験も踏まえて活用する
防災のための通信システムを紹介します。

エリアメール
気象庁が配信する緊急地震速報や、国・自治体

が配信する災害・避難情報を、回線混雑の影響

を受けず受信できる。申込み不要＆無料なので、

観光客でも見られるはずだった。が、3月11日

は停電や通信回線の寸断で、送信することが

できなかった。

Twitter
2010年から気仙沼市危機管理課の公式アカ

ウントとして利用開始。フォロワーは現在3万

超え。地震発生後、迅速に多数の人へ発信できる

有効手段として生きていたのがこのシステム。

3月11日は、15時2分から数分刻みで避難勧告

や津波情報のツイートを続けている。耳が不自由

な方にも、有効的手段としてフォローを案内。

防災無線
津波注意報以上のレベルの発令時には、逃げる

合図としてサイレンを鳴らす規約に。かなり

遠方まで聞こえるという特性を生かし、海岸

沿いにもスピーカーを設置。養殖業で普段

から海上にいる人も多いという、気仙沼なら

ではの配慮だ。

気仙沼市被災者支援メール
震災後、4月29日から配信を始めたメール。

被災者支援の情報や、熱中症対策の呼び掛け

などまで細やかに対応。携帯電話の会社や機種

を選ばず、パソコンでも受信できる。また、市外

にいても受信できるというE-mailならではの

メリットがある。

海へ向けて設置されている
気仙沼の防災無線。

災害の危険を知らせる手段
までも根こそぎ絶たれた。

気仙沼  ─通信─
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