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宮城県における海岸防災林の再生に向けた取り組み 

―植栽樹種選定に向けた検討を中心にー 

 

宮城県農林水産部  河野 裕   

 

１ はじめに 

  2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による大津波で宮城県内では，400 年以

上前から造られてきた1,400ha を越える海岸防災林が壊滅的な被害を被った。 

 海岸防災林の再生に向けては，今回の被災を踏まえ，津波に対して一定の減衰効果を果たすことが

できるよう樹木の生育基盤の盛土を造成するなど構造面や植栽樹種の構成をどのようにするかなど

様々な検討が行われてきたところである。 

本稿では，宮城県の海岸防災林について，仙台湾岸を中心にその成り立ちにふれた上で，今後，構

造面などの対策を講じた上で，どのような樹種を植栽していくのが良いか，地域性を踏まえ調査・検

討を行ったので報告する。 

 

２ 仙台湾岸の海岸林の成り立ち 

 現在の宮城県多賀城市から山元町まで広がる仙台平野の海岸線は，過去5,000年間に，毎年 

0.4～1.2ｍの速度で前進し，海岸線の背後には約700年前以降，３列の浜堤列とそれに囲まれた広

大な後背湿地が広がっていた。1) 

  仙台藩祖伊達政宗公は，このヨシやマコモが生えている田谷地と呼ばれる湿地帯に目をつけて，こ

れを水田にしようと考え，排水路ともなる貞山堀の開削などにより干拓を計画した。政宗公は海岸に

近い田谷地は干拓しただけで米が取れるというものではなく，海から吹きつける潮風や強風を防ぐ防

潮林が必要で，しかも防潮林として大きく伸びる樹木はクロマツ以外ないことも知っていた。2) 

  慶長5 年（西暦1600年）政宗公は，農業振興を図るため石巻市渡波から山元町磯浜まで延長約

65 ㎞の砂浜海岸の汀線の近くに潮除須賀松林（しおよけすかまつりん）の造成を和田因幡為頼（後

の仙台藩初代山林奉行）に命じた。2) 

 和田因幡は，遠州浜松から黒松の種子を取り寄せ，苗畑をつくり，数年後，現在の七ヶ浜町などか

ら植林を開始した。これが仙台湾の海岸林の始まりである。以後，飢饉時の農民救済対策や昭和8年

の三陸大津波後の防潮林の造成をはじめ，時代の施策の幾多の変遷を辿りながら，多くの人たちの努

力により1,000haを越える海岸林が造り守られてきた。 

仙台湾の海岸林は人が造った森である。写真－１，２，３ 

 

 

 

 

 

 

 
写真－１ 東松島市大曲浜(被災前)       写真－２ 仙台市 貞山堀と海岸防災林(被災前) 写真－３ 名取市 植樹記念碑(被災後) 
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３ 三陸沿岸の地震津波の記録 

三陸沿岸はこれまで度々地震津波に襲われてきた。記録に残る最古のものは西暦869 年の貞観地

震津波で，その後，記録が比較的しっかり残っている江戸時代以降は，西暦1611年の慶長の津波

に始まり，2011年の東日本大震災津波まで大小17回の津波があり，平均すると23 年に一度は記

録に残る津波が発生していたことになる。3)                                                                

   

図-1 多賀城市八幡地区 末の松山 沖の石        写真-4 末の松山        写真-5  沖の石 

   矢印付近の白っぽい部分は津波浸水域 

2011/04/06 撮影 Google Earth から 

  

多賀城市八幡地区は仙台湾の砂浜海岸の北端付近の内陸側に位置し，平坦地から小高い地形に移る

あたりの平坦側に「沖の石」，丘側に「末の松山」という名所があり，今から千年前頃は沖の石あたり

までが海となっていたと考えられている。 

この地名は歌枕にもなっており，小倉百人一首には，このあたりの昔の海岸を偲ばせる二首がおさ

められている。これらから貞観地震の際の津波も，末の松山までは来なかったのではと考えられてい

る。  図-1写真-4,5 

  

わが袖は 潮干に見えぬ 沖の石の 人こそ知らね 乾く間もなし  二条院讃岐 

 

 契りきな かたみに袖を しぼりつつ 末の松山 波越さじとは  清原元輔 

 

 なお，東日本大震災の津波も「沖の石」から200ｍ程度の離れている国道45 号線付近までは押

し寄せたが，これらの名所付近までは到達しなかった。 

 

４ 海岸防災林の被災形態とそれを踏まえた対策 

４－１ 海岸防災林への津波襲来の状況 

海岸防災林へ津波が襲来したときの状況を仙台空港の東側に位置する名取市北釜の東須賀海岸を

例に示す。この海岸は南北に延長約４㎞，仙台湾岸の中で唯一コンクリート製の防潮堤が築かれてい

なかった砂浜海岸で，仙台湾海浜県自然環境保全地域にも指定されている。 

この海岸では昭和初期に海岸防災林の造成が始まり，順次，汀線の方向へ植林が進められてきた。

2009年度からの事業では，1.7億円を投じ，砂丘固定工の前面まで松林を造成することなどにより，

植栽から15 年後，樹木諸量が増加した時点では，高さ６ｍ程度の津波が来ても仙台空港までは到達

しないという計算結果から事業を進め工事は完成した。4)    その直後，地震・津波が襲った。 

図―２，写真―6～11 
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図-２ 東須賀海岸    写真-6  S11 頃 植林の様子    写真-7  2010/11/20    写真-8   砂丘固定工への植栽完了 

 

   

写真-9  2011/03/11 16:07頃 津波襲来(毎日新聞) 写真-10 浜堤内の小丘に残った松林  写真-11 砂丘固定工の被災状況 

 

これらの写真は全て東須賀海岸で撮影されたもので，写真－６，９，10の松林は同一のもので

ある。この松林の地盤は周囲より２～３ｍ程度高く，樹木の根が十分伸長していたと考えられるこ

とから，樹木の倒伏や流失はほとんど見られなかった。詳細は後述。 

 

 

 

 ４－２ 海岸防災林の被災形態 

海岸防災林は，今回の津波災害において甚大な被害を受けたが，このような中でも津波エネルギー

の減衰や漂流物を捕捉するなど一定の効果があったことが報告されている。5) 

海岸防災林の被災形態は様々であるが，これらは①幹折れ，②押し倒され（倒伏），③根返り，の

３形態に大別され，このうち根返りした樹木は，そのまま林外まで流失し被害を増大させたものも多

く 6)，今後の海岸防災林の造成に当たって注意を払う必要がある。 

土地条件と海岸林と津波破壊の相応については，宮城(2011)7)によって説明されており，これを仙

台市若林区井土地内海岸公園冒険広場周辺の区域に当てはめ考察する。 

この区域では，南北方向に開削されている貞山堀を挟んで西側と東側とで地形・地盤高の違いがあ

り，これにより海岸防災林の被災形態も異なっている。 
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◯仙台市若林区井土地区 海岸防災林の被災の前後(Google Earth から)    2011/04/06                                                                                                                                                                                                          

       

2010/04/04                                    

       

写真-12 根返りし流失した樹木 写真-13 樹木が流失，湿地状となった  写真-14                   写真-15  

 

貞山堀の西側(赤線囲い)の区域は，地盤高が相対的に低く地下水位が高い後背湿地となっており，

樹木の根が地中深くに伸びず，根の緊縛力が弱かったこと，さらに地震による地盤の沈降による地下

水位の上昇と強震動によって，土壌の流動化，液状化などの現象が生じていたのではないか。この状

態で津波が襲来し樹木は根返りし流木化したのではないか。写真-12,13 

一方，貞山堀の東側(黄色線囲い)の区域は，浜堤内にあり地盤高が僅かに高くなっており，根の伸

長が良く緊縛力が発揮され，幹折れが発生したとしても流木化はせず，その場に止まっているものが

多い。写真-14, さらに，貞山堀開削の際の土砂が盛り上げられている堀の両岸は周囲よりも地盤が高

くなっており，ここでは，樹木のほとんどが残存している状況も確認された。写真-15 

 

  ４－３ 被災形態を踏まえた海岸防災林の構造面での対策 

 これらの被災状況を踏まえ，林野庁主催の「東日本大震災に係る海岸防災林の再生に関する検討会」

（以下「検討会」という。）では，津波に対して根返りしにくい林帯を造成することとして，地下水位

から高さ２～３ｍ程度の地盤高を確保する盛土を実施した上で，クロマツ等の深根性樹種の植栽を行

い，樹木本来の根の伸長を促進させ，海岸防災林の機能強化を図っていくこととした。5)図-２
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     図－２ 仙台湾岸海岸防災林イメージ図8)  ※林野庁東北森林管理局から提供された図を一部改編 

 

５ 宮城県の海岸防災林における植栽樹種の検討 

 ５－１ 現地調査及び検討 

検討会では，海岸防災林の植栽樹種について，森林の構成として大径木化，マツ類のほか広葉樹植

栽の基本方向が示され，さらに地域の諸条件を勘案し選択するとされた。 

 これを受け宮城県では，海岸防災林における植栽樹種について，海岸特有の潮風や強風，貧栄養の

砂地環境に適応し，これまでの実績もあるクロマツを基本としながらも，大量の苗木を確保する必要

性や多様で健全な海岸林を造成する観点から広葉樹等も含め県内の海岸地域の環境に適した植栽樹種

を選定することとして，津波を受けた海岸域での樹木の生育状況等の現地調査を行った。写真-18,19                                                              

 

       

2009/12/10 撮影   写真-16                        写真-18 

      

2011/04/06 撮影   写真-17                        写真-19 

写真-16～19  現地調査箇所の例  亘理町砂浜地内 クロマツ64 年生林 

  クロマツ林内にヤマザクラ，コナラ等が自生し，ほとんどの樹木が生存 

高さ２～３ｍの生育基盤盛土 
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さらに，現地調査の状況を踏まえ海岸での植栽が考えられる11種類の樹木について，以下の項目

ごとに適否等の検討を行い，宮城県の砂浜海岸の植栽に適した樹種を総合的に選定した。 

  

○ 検討項目 

  ① それぞれの樹種の耐候性等の特性 

  ② 県内の海岸防災林内での自生状況及び津波後の生存状況 

  ③ 県内での植生分布状況 

  ④ 種子確保の容易性 

  ⑤ 森林における生物多様性の保全及び持続可能な利用の推進方策（H21.7 林野庁/同推進方

策検討会）に留意し，外来緑化植物の取扱いへの配慮及び広葉樹植栽における遺伝的攪乱の

防止への配慮 

                                                      

５－２ 各検討項目における樹種別適応表

 
                              ↓     ↓    ↓     ↓ 

凡例       ◎ 強い           ◎   多い      多い    容易    最適 

◯ やや強い         ○  やや多い  やや多い    やや容易  適  

△  やや弱い             △   少ない   やや少ない やや劣る 避ける 

× 弱い               ×     ない    ない   劣る    不適 

 

６ 宮城県の海岸防災林に適した樹種の選定 

 ６－１ 海岸防災林に適した樹種の選定 

現地調査及び樹種別適応表における総合判定から，宮城県の海岸防災林に適した樹種として，クロ

マツ，アカマツ，コナラ，ヤマザクラ，ケヤキ，クリを選定した。9)) 

 

６－１－１ クロマツ 

 クロマツは海岸特有の潮風や強風，貧栄養の砂地環境に最も適応し，長年，海岸林の造成に使われ

てきた樹種として，海岸防災林の全域に植栽可能。特に海側の最前線域にはクロマツを適合樹種とす

る。 

 クロマツ苗木の養成については，宮城県が開発したマツノザイセンチュウに対する抵抗性クロマツ

を基本とするが，早期に海岸防災林を回復させる必要性から，これまでも海岸砂地造林に供されてき

た精英樹クロマツや津波後も海岸に天然に生育している実生クロマツも掘り取り，育苗し活用する。 
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 なお，宮城県内の松くい虫被害は，防除等を長年実施してきたことにより，ピーク時の半減程度ま

で減少しているが，今後，マツ類の植栽が増えていくことから，注意深く観察し対応していくことが

必要である。 

 

６－１－２ アカマツ，コナラ，ヤマザクラ，ケヤキ，クリ 

海岸の最前線等に植栽するクロマツの内陸側には，樹種別適応表において自生・生存状況が良好で，

県内に広く分布し，種子確保も容易など，総合判定の上位にあり，かつ郷土樹種である上記の5 樹種

を植栽可能な樹種として選定する。 

ただし，これら樹種については，いくつかの技術上の課題がある。 

アカマツについて県内では，マツノザイセンチュウ抵抗性品種の選抜作業を進めている段階で，種

子生産には時間を要することから，近県からの抵抗性の種子または苗木の供給を検討する必要がある。 

アカマツ以外の広葉樹については，５－１，５－２で記載のとおり，沿岸域において良好な生育状

況を見せているが，これはクロマツ林の樹下という環境の中に侵入し生育してきたもので，これを人

の手で植えた場合，どのような経過をたどるかは未知の部分が多い。 

河合(2012)10)は，これまで各地で行われてきたクロマツにかわる広葉樹植栽の検討内容を紹介し，

この中で広葉樹の植栽は，土壌条件や乾燥，寒風，さらに獣虫害などにより様々な問題点があること

を指摘している。 

また，小山(2012)11)は，海岸の近くに植栽された広葉樹の貴重な事例として，仙台空港の東側，

海岸から距離１㎞程度離れた所にある「下増田臨空公園」の状況を紹介している。 

ここでは高さ１ｍ程度の盛土を行い，その上にケヤキ，オオシマザクラ，カシワ，ニセアカシアな

どの落葉広葉樹，ドイツトウヒ，クロマツの針葉樹，その他ヤブツバキなどの灌木類など，計14 種

の樹種が植栽され，津波襲来時の樹齢は40年程度，高木類の樹高は15～20ｍ程度で，ここに高さ

５ｍを越える津波が押し寄せた。 

その1年後，2012年5月の現地調査によると，ケヤキ，オオシマザクラの生育は良好で，ドイ

ツトウヒは全て枯れ，ニセアカシアは親木は枯れたが，根元や地下茎から萌芽したものが多数あり，

やがて林内はニセアカシアの藪になるのではないかと危惧している。 

これらの報告は，今後の海岸防災林の造成にとって極めて示唆に富むものであり，広葉樹の植栽に

ついては，より内陸側から始め，その経過を観察しながら慎重に進めていくことが必要と考えられる。 

 

７ 今後の苗木生産と植栽・管理 

７－１ 県内海岸防災林の苗木の必要本数 

 県内の海岸防災林の復旧面積は1,000～1,400ha程度と考えられ，植栽本数はha当たり5,000

本を基本としているので，これを今後10ヵ年程度で行うとすれば，平成33年度までに500～700

万本の苗木が必要となる。 

 これに対し，平成33 年度までの県内のクロマツ苗木生産可能本数は，抵抗性苗約320万本，精

英樹苗約50 万本で，合わせて370 万本程度を見込んでおり，現状では総量で130～330万本が

不足する計算となるが，これについては植栽樹種・スケジュール等も含めた詳細な計画を策定し，県

内産を基本としながら，不足分については，県外産種子や苗木の活用も視野に入れ検討していくこと

が必要である。 
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７－２ 県内の苗木の生産・供給体制 

 県内における苗木生産は，宮城県林業技術総合センターが種子を生産・供給し，宮城県農林種苗農

業協同組合が山行苗木までの生産を担っている。 

今後，県内の海岸防災林に植栽する苗木は，県内から生産・供給することを基本とし，国，宮城県，

宮城県林業技術総合センター，宮城県農林種苗農業協同組合による情報交換と需給調整を行い，苗木

の種類，数量，時期等を決定し，生産・供給を計画的に行う。 

 

７－３ 苗木生産の新たな動きなど 

植栽樹種の中心となる抵抗性クロマツについては，早期に大量の苗木が必要であり，１床1粒播種

によるコンテナ苗生産など，効率的な播種・育苗方法を進めるとともに(写真-20,21)，大規模なパイ

プハウス等の設置が必要となるマツノザイセンチュウ接種を省略し，苗木生産の効率化・低コスト化

を図る。 

また，抵抗性クロマツのほかに，これまで県内の海岸砂地造林に供されてきた県内産精英樹クロマ

ツや海岸で天然更新し生育している実生クロマツも掘り取り育苗し活用する(写真-22,23)ことをはじ

め，民間団体による苗木生産も行われている。写真-24,25 

        

写真-20,21 宮城県農林種苗農業協同組合による宮城県産抵抗性クロマツ育苗状況 

           １床１粒播種によるコンテナ苗生産 

 

     
写真-22,23 津波後も生育している実生クロマツ これを掘り取り育苗中 

 

     
写真-24,25 名取市海岸林再生の会「（公財）オイスカが協力」抵抗性クロマツ育苗場 
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７－４ 植栽とその後の管理 

７－４－１ 植栽の実施者等  

海岸防災林造成工事において生育基盤盛土等が実施された後の植栽については，沿岸域の厳しい環

境条件等により，高度な技術と継続的な管理が必要であり，国，県等の公的機関による実施が基本で

あるが，地域の復興のシンボル的な活動となり得ること等の観点からの地域住民や緑化団体等の参画

をはじめ，海岸防災林再生への関心が示されているNPOや企業等の民間団体との間において，植栽

後の管理も含めた連携も積極的に進めていく。 

 

７－４－２ 林内の環境への配慮 

  海岸防災林は人の手で造られた森林であり，また，この復旧工事は，被災前から森林が存在した場

所に樹林帯を復旧させることを基本としており，林内の自然環境の大きな改変とはならないと考えら

れるが，震災後，林内に侵入，あるいは残存している生物の保全については，海岸防災林の機能に大

きな影響を生じない範囲において，事業の実施時期や実施内容の検討をはじめ，工種・工法にも配慮

するものとする。 

また，今回の海岸防災林造成が新たな手法によるものであることから，順応的管理の考え方により，

植栽木や残存している森林についてモニタリングを行いながら対応していくことが必要である。 

 

８ 高木性常緑広葉樹の植栽について 

海岸防災林の植栽樹種にタブノキ等の高木性常緑広葉樹を推す声があるが，これらの常緑広葉樹は

宮城県北部のリアス式海岸域の一部には分布しているが，仙台湾岸の砂浜域では植林から数百年を経

た現在も分布しておらず，クロマツと落葉広葉樹が中心の海岸林となっている。 

このことは，仙台湾岸域では砂浜海岸という土地的条件と冬季には寒冷な西風が強いという気候的

条件から現在の森林植生が形づくられていると考えられ，高木性常緑広葉樹を植栽し成林させること

は相当な困難が予想される。 

一例として，仙台湾岸域で2011年7月に植栽されたタブノキ，アラカシ等が2012年3月に

は，そのほとんどが褐変してしまった事例がある。写真-26,27,28 

       

写真-26  2012/08/26 植栽後の状況    写真-27,28  2012/03/06 タブノキ等のほとんどが褐変



10 
 

              

  写真-29,30,31  2013/01/11 の状況  高木性のタブノキ等は，昨冬，褐変後枯損したものや根元から萌芽枝が

伸びている樹木がある。中低木性のヤブツバキ，マサキ，ネズミモチの被害は軽微である。 

   

その後，２０１３年１月の状況は，前年に褐変したもののうち枯損を免れた樹木の中には，根元か 

ら萌芽枝が伸びているものもある。写真-31 

 この植栽地が今後どのように推移していくか，経過を見なければ分からないが，褐変，枯損，一部

樹木の萌芽が繰り返され，相当の年月を経た後，残存した樹木により森が形成されていくのではと想

像される。 

これらのことから，一日でも早い海岸防災林の再生が喫緊の課題となっている仙台湾岸の公的な森

林整備においては，高木性常緑広葉樹の植栽は取り得る手法ではないと考える。 

 

９ おわりに  

 東日本大震災の大津波により海岸林の多くが失われてしまった今，沿岸域は言うに及ばず内陸側の

地域においても飛砂などの影響が現れはじめている。また，被災前は海岸林により遮られてきた視界

には，地盤の沈下と相俟って相当の高さで波頭が臨まれ不安を抱く人も多い。 

 400年前に伊達政宗公によって植え始められ，沿岸域の原風景として県民の心の中に育まれてき

た宮城の海岸林を一日も早く再生させることを我々の使命として取り組んでいきたい。 

 

        みやぎの海岸林再生キックオフ植樹   宮城県七ヶ浜町  2012/06/16 

                   抵抗性クロマツ，コナラ，ヤマザクラを植樹   
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