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○ 宮城県住宅・社会資本再生復興フォーラムは，本県における震災復興の取組を広く発信すると

とともに，その取組を宮城のさらなる発展に繋げ，伝承していくことを目的として，震災後の

平成 23 年度から毎年開催しているものです。 

 

○ 本フォーラムは２部構成としています。 

 

○ 第一部は，宮城県土木部技術研究発表会として，県庁の若手技術職員等が，職員相互の技術力

の向上を図るため，公共事業の様々な取組に関する創意工夫について発表を行っています。 

 

○ 第二部は，復旧・復興の進捗状況の PR，震災教訓の伝承，復旧・復興事業の進捗に伴う課題

への対応等について考えていくことを目的として，有識者による基調講演やパネルディスカッ

ションを行っています。 

 

○ 本編は今年度の本フォーラムにおける第２部の内容についてとりまとめたものです。 

 

 

 

まえがき 
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○ 東日本大震災からまもなく 7年を迎える今，沿岸部の復旧・復興事業が本格化し，多くの市町

で災害公営住宅への入居，防集団地の引き渡しや産業の再生が進み，復旧・復興の加速化が一

層実感できるようになってきました。 

 

○ 今年度は，「宮城県震災復興計画」の再生期の最終年度であり，県の更なる発展を目指して，

着実に「発展期」に繋げていかなければならない重要な年です。 

 

○ こうしたことから，県における住宅・社会資本の再生に向けた復旧・復興事業の進捗状況や発

展期等の取組を示すとともに，東日本大震災から得られた貴重な震災教訓とその伝承や，復興

後を見据えた社会資本整備について考えていくため，本フォーラムを開催しました。 

 

 

フォーラムの目的
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○ 日  時：平成３０年１月２６日（金） 

○ 会  場：宮城県庁２階講堂 

○ 主  催：宮城県，宮城県建設技術協会 

○ 概  要 
 

開  会  宮城県土木部長 櫻井 雅之   

基調講演１   

 「震災復興と伝承－私達の持つべき視点」                   

      元国土交通事務次官（元東北地方整備局長） 

      政策研究大学院大学 客員教授              徳山 日出男 氏 

基調講演２   

「震災から７年を前に～できたこと，これからやるべきこと～」 

      東北大学大学院工学研究科インフラマネジメント研究センター 

      センター長                       久田 真 氏 

報  告   

「宮城県における復旧・復興の進捗状況，発展期及び復興後を見据えた取組について」  

宮城県土木部次長（技術担当） 門脇 雅之  

閉  会  宮城県建設技術協会長（仙台土木事務所長） 後藤 隆一 

 

概要 
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平成２９年度 宮城県住宅・社会資本再生・

復興フォーラムの開催にあたり，一言御挨拶

を申し上げます。 

 

本日はお忙しい中，多くの皆様に御参加い

ただき，誠にありがとうございます。また，

基調講演に参加いただく皆さまにおかれまし

ては，大変お忙しいところ，快くお引き受け

いただき，厚く御礼申し上げます。 

 

未曾有の被害をもたらした東日本大震災の

発生から，まもなく７年が経過しようとして 

います。これまで，全国の皆様方には，発災当初から温かい御支援と御協力をいただいて

おりますことに対して，心から感謝申し上げます。 

 

本県では，これまで，被災者をはじめ県民の皆様に，一日も早く復旧・復興を実感して

いただけるよう，「創造的復興」の実現に向けて全力で取り組んできました。 

昨年は，３月に志津川地区のまちびらき，気仙沼大島大橋の上部工架設の完了，５月に

気仙沼市災害公営住宅の全戸完成，７月に菖蒲田浜地区海岸の竣工，９月にピーチ・アビ

エーションの仙台空港拠点化，１２月に三陸沿岸道路の歌津ＩＣまでの供用など，震災か

らの復旧・復興が着実に進んだ一年になりました。 

一方，県内では，未だ９千人もの被災者の方々が応急仮設住宅等で不自由な生活を余儀

なくされており，一日も早く落ち着いた暮らしを取り戻すことが出来るよう，災害公営住

宅の整備をはじめ，沿岸部の復興まちづくりを重点的に推進してまいります。 

 

今年は，「宮城県震災復興計画」において，東日本大震災からの復興の総仕上げとなる「発

展期」のはじめの年となります。本県の復興はいまだ道半ばであり，単なる復旧にとどま

らない抜本的な再構築を目指す本県にとって，再生の基盤となる社会資本整備を着実に仕

上げていくことは，我々の重要な責務であると考えております。 

復興計画期間は，残すところ３年あまり，復旧・復興事業の完遂に向けて，しっかり取

り組んでまいります。 

また，被災地が自立し，真の復興を成し遂げるためには，復旧・復興事業の着実な推進

とともに，大震災から得られた貴重な震災教訓を次の世代に確実に伝えていくことや，復

興後を見据えた社会資本整備の取組など，常に先を読みながら対応していく必要があると

考えております。 

 

こうしたことから，本日のフォーラムは，はじめに，「宮城県の復旧・復興の進捗状況，

発展期及び復興後を見据えた取組について」御報告させていただきます。 

続く基調講演では，「震災復興と伝承 私達の持つべき視点」と題して，政策研究大学院

大学 客員教授の徳山日出男様から，東日本大震災の発災当時の東北地方整備局長としての

対応のご経験や震災伝承のあり方についての御講演をいただきます。 

続いて，「震災から７年を前に ～できたこと，これからやるべきこと～」と題して，東

北大学大学院工学研究科インフラマネジメント研究センター長の久田真様から，震災廃棄

物（がれき）対応や急速に進む社会資本の老朽化に対するインフラマネジメントについて

の御講演をいただきます。 

開会挨拶 宮城県土木部長   櫻井 雅之 
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お二人のお話は，今後の復興を考える上で，大変貴重な糧になるものと私も楽しみにし

ております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

結びに，本日のフォーラムが，御参加いただきました皆様にとりまして実り多いものと

なることと，被災地の一日も早い復興を祈念いたしまして，私の挨拶とさせていただきま

す。 
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「震災復興と伝承―私達の持つべき視点」 

 

 

 

 

元国土交通事務次官（元東北地方整備局長） 

政策研究大学院大学 客員教授  徳山
とくやま

 日出男
ひ で お

 氏   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師プロフィール 

政策研究大学院大学 客員教授 

 

昭和 54 年 3 月 東京大学 工学部 卒業 

昭和 54 年 4 月 建設省 入省 

平成 3 年   同  道路局 企画課長補佐 

平成 8 年 アメリカ合衆国 道路庁 国際研究員 

平成 17 年 国土交通省  関東地方整備局 道路部長 

平成 20 年   同  道路局 企画課長 

平成 23 年    同  東北地方整備局長 

平成 25 年   同  道路局長 

平成 26 年   同  技監 

平成 27 年   同  事務次官 

平成 28 年 6 月 同  退官 

平成 28 年 7 月から現職 

 

主な著書 

 平成 6 年 マルチメディア・クライシス（KK ベストセラーズ） 

平成 10 年 知能道路２００１（日本経済新聞社）共著 

平成 16 年 行政経営の時代（日経 BP 社） 

基調講演１ 
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みなさんこんにちは。仙台に久しぶりにまいり

ました。今日こうして皆さんのお顔を拝見してい

ると，あの頃一緒に戦った戦友の皆さんにお越し

いただいておりまして，大変お懐かしゅうござい

ます。復興と伝承がこれから大事な二つのことだ

と思いますが，復興の方は県さんからも話がござ

いましたので伝承を中心に今考えていることを

お話ししようと思います。 

 

■東日本大震災 

 

震災のだいぶ後になっていろんな資料を見て

気付いたのですが，ここに緑の星がありますね。

そこが震源地と書いた資料たくさんありますが，

そこから全て地震波が来ているのかと思い込ん

でいました。実は震源というのはその断層のズレ

が始まった破壊の開始点に過ぎなくて，連鎖的に

バラバラといくんだそうです。これで見ますとす

べりの大きさごとに色も変えていますが，茨城沖

から岩手沖まで長さ約４００ｋｍ，奥行きが１０

０ｋｍから１５０ｋｍ位のとてつもなく大きな

断層のズレが進んでいきました。 

 

あの時３分くらい揺れましたよね。これは１０

秒ごとに１６０秒を順番に見たものです。これが

最初の１０秒でズレ始めたもの，宮城沖ですね。

ここがどんどんズレていき最初の８０秒間は宮

城沖だけで連鎖的にズレていきます。１番濃い色

のところは最大３７メートルズレていますが，そ

の後，残りの８０秒は南と北にズレが連鎖してい

きます。 

これで私やっと分かりましたけれども，このよ

うなズレをしているから津波はやってくる度に

高さが違ってきます。湾の形だけでなくいろいろ

なところでズレたため，それがお互いに干渉して

たまたま福島の第一原発のところがとんでもな

く高くなるなど，いろんなことを起こしています。

ですから津波というのは複雑な海底の地形に関

係しますが，ズレた連鎖の度合いによってものす

ごく違うものだと初めて分かりました。 

 

それにしてもとても大きな地震でした。先程の

断層の大きさは４００ｋｍ×１５０ｋｍ位で，マ

グニチュードはすべりの量と面積の関係です。阪

神淡路大震災のマグニチュード７というのは５

０ｋｍ×１５ｋｍ位の断層のすべりで地震は起

きています。マグニチュード７と９ではエネルギ
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ーの量が１,０００倍違います。世界的な大地震

であったということです。 

 

■東日本大震災における整備局の活動 

 

少し当日の話も振り返ってみます。私は平成２

３年１月に着任したばかりで，震災があった３月

１１日１４時４６分は局長室におりました。皆さ

んもご体験されたとおり尋常じゃない揺れが長

く続きましたので，これは言われている宮城県沖

地震なんだろうなとすぐに思いました。電気も消

えたり尋常ではなかった訳です。ちょうど私は秘

書と日程の打ち合わせをやっている途中でして，

秘書がすぐ目の前でいなくなったのでどこかに

避難されたのかなと私は呆然としていたのです

けど，心配になって彼女の席を見に行ったら席の

上にプリンターが落ちてましてね。彼女はどうし

ているのかというとドアを押さえて，「局長の災

害対策室への道を確保しています」と言うんです

ね。女性の方が沈着で勇気がありますね。我々は

ウロウロしていたんですけれど，彼女がずっと災

害対策室まで案内してくれて，私はメモとシャー

プペンを持って災害対策室に行ったのを覚えて

います。 

 

その災害対策室でありますけれど，私はここに

座っています。ご存じのとおり前の整備局があっ

た二日町は更地になってしまいましたが，自家発

電装置を備え地下に４５,０００リットルの重油

を持っていて３日間の水と食料を備えています。

トイレは地下水で流すので水道が止まっても水

洗も使えます。下水が止まった時のために地下に

職員６日分の汚水タンクがありそこに全部溜め

られます。ここで籠城できるような設備を持って

います。もちろん電話が全部止まってもマイクロ

無線で全国と連絡が取れるようになっています。

それからモニターがたくさん映っていますが東

北だけで１,８８０機のカメラが置いてあります。

いろいろな箇所の映像が見られますが残念なが

ら所々消えています。カメラそのものが津波で襲

われたり光ファイバーが切れて見られなくなっ

ているというのが当日の夜の状況でした。 
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当日書いたメモです。とにかく被害の確認がし

たいのと，情報の入と出を制御しました。被害確

認を早くしてほしいということとメディアの対

応窓口の指示。これはメディアにきちんと対応す

ることは大事な情報の発信であると同時に，これ

を失敗すると組織そのものが大変に傷つくとい

うことがありますので気にしました。後は本省の

窓口です。このようなことは前から考えていた訳

ではありませんがとっさに３０分で書いたメモ

になります。情報の入と出を知りたかったんです

ね。 

みちのく号と書いてあります。ヘリを飛ばす話

を女性の防災課長が進言してくれた時のメモで

す。彼女もとてもいい仕事をされましたが女性が

大活躍した災害だったと思います。そしてリエゾ

ンを宮城県に４名出したということ。これは３０

分以内に手配しました。 

 

ヘリの当日の映像をちょっとご覧いただきま

しょう。何度もご覧になった方あるかもしれませ

んが，機転が利いてよく飛ばしたと言われてます

けれども，実は防災課長がかなり準備をしていた

ようです。停電で信号が止まっていますから大渋

滞です。このヘリの声を聞くと本当にジンとしま

す。 

昨年，茨城でヘリの墜落事故がありまして機長

さんが亡くなりましたけれども，実はこの日に勇

気を出して飛んでくださった機長さんがこの事

故でお亡くなりになられ，びっくりいたしました。

彼は本当に冷静沈着なベテラン機長で，勇気があ

り的確に準備された方のご努力があっていろん

なことが上手く運んだ訳です。 

そういうことを我々はたくさん伝承の中に残

していかなければならないと思います。知らない

人から見ると偶然うまくいったように見えます

が決してそんなことではなく，しっかりとした備

えがあったからなのです。災害への備えというの

は災害が来なければ一生日の目を見ることはな

く，どれほど準備をしていたか一生知られないで

終わるかもしれません。しかし，そのことをコツ

コツと準備している方がいて，いざという時には

対応できるのです。 

このヘリもそういう中で飛びました。北は雪で

飛べなかったのですが南は飛べましたので，結果

的に福島第一原発の津波直後の映像を撮ること

ができました。建屋はほとんど被害がないという

ところが象徴的です。次は釜石の港湾事務所の職

員が３階からずっと撮ってくれていた映像です。

防潮堤の高さまではずっと時間を稼いでくれて

いる訳で，この町の方はこの間にこの建物のちょ

うどカメラの後ろに逃げてくださって無事だっ

たと聞いています。いざ防潮堤の高さを越えると

あっという間にこんなになるということです。宮

古市役所前の国道４５号の交差点です。これも津

波が来て家が流れたりしています。 

今回はこういう映像がたくさん残っている初

めての大震災だと思います。皆さんがスマホでも

撮っておられる。これをただ単にどうだすごいで

しょうと見せるだけが伝承ではないと思います。

鎮魂追悼はとても大事なことですけれども，それ

と同じくらい震災からどう教訓を得るのか，何が

有効であったのか，何が上手くいかなかったのか，

これをどこかで起こるであろう次の震災にどう

活かしていくかということが我々の大事な使命

なのではないだろうかと思います。そういう意味

でも映像をただ見せるだけではなくここから何

を考えてもらうか，こういうことをお伝えするや

り方を我々は考えていかなければならないので

はと思います。 

ちょうど震災から丸７年になりますが，実は中

越地震においては中越メモリアル回廊という伝

承施設群を長岡市ほかで作っておられます。これ

がちょうど中越地震から７周年目の日にオープ

ンしています。被災から着の身着のまま命を守り，
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仮設住宅に移り，やっと伝承まで考えようという

まで７年位かかるのでしょう，丸６年で７回忌が

終わりけじめもついて，ちょうど東日本大震災か

ら丸７年になりますが，７年というのはそういう

ことを考えるとても良い機会，タイミングではな

いかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策室で報告を受けたいろいろなデータ

をその日の夜に書いたメモです。とにかく明日か

らが勝負で自治体への応援と救援ルートの確保

を最優先にやりたいと大臣に話した時のメモで，

これを基に大臣とのテレビ会議を行っています。 

 

当時，民主党政権でしたが大畠国交大臣からは

大変キッパリとした指示がありました。今の状況

を申し上げましたらとにかく人命救助第一でや

れと。それから国土交通省の管轄にとらわれる必

要は無いと。おまえしかもう分からないんだから

局長の権限で全部やれと言われました。人間って

おかしなものでああいう修羅場の中にあっても

頭はまだ平時の頭が残っていまして，国交大臣は

国交省以外のことをやっていいという権限ある

のかなどと考えていたことを覚えています。要す

るに国交大臣は政治家として腹をくくったんだ

なと感じました。ハリウッドの映画では時々見ま

すが，責任は俺が取るから全部やれと実際に言わ

れるチャンスは中々ないものでございまして，こ

の大臣には本当に今でも感謝をしています。非常

に腹の据わったご決断をいただきました。そうい

うやりとりも国交省のシステムで全国の事務所

が同時に聞いているものですから状況の共有は

非常に早かったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テレビ会議を受けまして「前提」と書いていま

すが，実はまだ被災地の情報は上がっておりませ

んでした。ですから国道４５号線が全部で４０箇

所通行不能であることは分かりませんでした。ヘ

リも北には雪で飛べなかったので石巻にすら行

けなかったというような状況ですから，この夜の

時点では状況がよく分からない中で，どうやら太

平洋沿岸が一番の主たる戦場である前提として

動けという指示をしました。 

阪神淡路大震災の時にも最初の報道は死者１

名でありましたし，本当の被災地の情報は上がっ

てこなかったんですね。あの時の教訓として覚え

ているのは一番大変な所の情報は上がってこな

 

 

11



 平成２９年度 宮城県住宅・社会資本 再生・復興フォーラム        

い，逆に情報が上がってこないということが大事

な情報であるということ。本当に大事なところの

情報はほとんどなく，そうでないところの情報は

いくらかあるけどそれもあやふやである。そんな

状況が１日２日続きます。 

その中でどう決断するかということが大変大

きな教訓だということを今回書き残してみまし

た。最悪を想定しようと。多分大丈夫だろうとい

う準備をすると後でほぞを噛むことになります。

最悪に備えておく。職員・部下に苦労をかけるの

でここまでやるのはやめておこうかと思いがち

ですが，本当に大変だと思う時は，組織を守り地

域を守るには先に大げさに構える，大きく構える

こと必要ではないかと私は思いました。とにかく

一番最悪のケースを想定せよと。市街地が壊滅し

て道路に障害物が山積していて点検にも入れず

死者が累々であると。結局そのとおりになってし

まいましたが，そういう準備を今晩してくれとい

う話をしました。 

情報収集と道路の啓開についてここで初めて

文字に書いていますが，いつもの復旧ではなくて

一刻を争う，とにかく１車線でも確保と。道路の

ことばかり有名になったかもしれませんが，仙台

空港の排水の話が後で出てきます。それから港で

すね。仙台港の航路の啓開についても津波で沈ん

だものを引き上げる，これは港湾の関係者の方々

に大変にお世話になりました。陸海空の啓開をや

る。そして県や自治体への応援を直接やろうと。

しかも判断できるレベルの人間を出せと，確か私

は図々しい人間を選抜しろといった記憶があり

ます。頭が良くておとなしい人は平時は良くても，

図々しいくらいの方が非常時には役に立つだろ

うという話をしました。市町村へ派遣できる者を

当日の０時の時点で選抜済と書いてあります。こ

んなことをやっていました。 

 

道路啓開の話は皆さんご存じと思います。 

 

これは陸前高田の国道上に展開した啓開のチ

ームです。このように少しずつ開けていきました。 

 

仙台空港です。最初にポンプ車を集中投入して

６３０万㎥の水を排除しました。この作業から始
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まった訳です。全体でざっと換算しますと約２億

㎥位の水が海から上がってきました。 

 

普通に考えれば海から上がった水は勾配で海

に戻っていくので普通はなんともないのですが，

地震で地盤沈下しましたので戻っていかない水

の湛水量が約１億１,２００万㎥でした。ただち

に国土地理院に航空写真を撮ってもらってそれ

を元に試算した数字です。約１億㎥強あるぞと。

その後少しずつ海に戻ったりいろいろなことが

あったんでしょう。少なくともポンプ車で強制排

水したのは約５,６００万㎥でありました。 

 

今回，徹底的に記録を取りました。最大９６台

位だったと思いますがポンプ車がどこに展開し

ていたかについてです。最初の３月の末までは仙

台空港に集中的にポンプ車を投入して，その後セ

ッティングを変えて石巻，東松島こういった辺り

を救援したというようなフォーメーションが非

常に明快に見て取れると思います。このようなこ

とをやっていた訳です。 

13
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テックフォースやリエゾンが大いに活躍して

くれました。二日町の庁舎前の出陣式です。テッ

クフォースがこういう形でガレキの量などの積

算をしてくれるのでいろんな計画が立ったわけ

です。災害対策車そしてリエゾンですね，こうい

ったこといろいろやっていました。 

 

■災害列島日本の宿命と使命 

 

少し日本はどんな国土なのかという話をして

みたいと思います。日本人は地震というものに慣

れていますが，例えばアメリカでも西海岸は地震

が少しありますけれど，東海岸は一生に一度も経

験したことがない，ヨーロッパも多くのところが

そうです。構造物を設計するときに地震荷重を考

慮するべき地域を各国が決めていますけれども，

ドイツやフランスがごく一部，アメリカも西海岸

の一部だけが決まっていて，要するに中西部から

東海岸にかけては地震力を考慮しなくていいと

いう設計基準です。これは日本人からすると信じ

られなくて，日本の橋や建物は全て地震で柱の強

度が決まってきます。 

そういう訳でマグニチュード６以上の人命に

関わるような地震の約２割が日本及び日本の大

陸棚で起きています。日本の国土面積は世界の０.

２５％ですからどれほどの密度で日本で起きて

いるか。これは日本人には当たり前になっていま

して，特にあの頃は連日何回も地震がありました。

７年前になりますけれども職員も震度４位だと

誰も何ごとも無かったかのように会議していま

した。異常なことでありましたけれど，外国人の

方などは震度２か３でうずくまるような方もい

るというのが実は地震であります。 

 

自然災害，もちろん地震だけではなくて水害も

あれば火山もあり，最近でも草津本白根山で噴火

がありました。或いは津波・土砂災害いろんなこ

とがあります。実は昭和３４年までは災害で毎年

１,０００人は亡くなっています。伊勢湾台風で

は５,０００人が亡くなっています。日本はそう

いう国土でありました。その後は１,０００人を

越えたことは２度だけしかありませんが，さすが

にこれだけインフラを整備していろんな訓練や

準備をしていたことで，ある程度の災害はかなり

防げています。しかし逆にある程度の災害を防い

でいるということは，いざという時それを越える

災害，想定外のことが起こった時には心の準備も

ないままにそれを受けてしまう。こういうことが
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起こるようになった訳です。想定外は震災だけで

はなく水害も雨の降り方が変わってきています

から，今まで想定していたものでは充分でありま

せん。土砂災害或いは火山もですね，３０００年

前までしか噴火していなかった本白根山がああ

いうことになるのですから，とても予測できるも

のではない訳です。そういうものをどうするのか。

阪神淡路では橋が横倒しになったときに首都高

もあのようにあるのかと。あれで倒れるようじゃ

困るじゃないかという話になりました。今回も防

潮堤その他でいろんな想定外をどうなくすかと

いう議論がありました。 

 

結果的に橋脚は補強してこのようになってい

ます。これはフランスのシャルル・ド・ゴール空

港。地震をまったく考慮しないで設計されていて，

我々から見るとなんか折れそうで不安なような

橋ですけれど，必ず上からしか荷重がかからない，

せいぜい風が吹く程度であればこれ位で耐えら

れるということです。補強した橋脚も無傷で済む

わけではなくて，想定を超えるような大地震には

自分も壊れるけれども致命的な破壊はされない，

塑性設計と言いますが，全部持ち堪えるというの

ではお金もかかりすぎるので，非常に巧妙な設計

を阪神淡路の後に編み出していく訳です。今回の

防潮堤も，東京では１０００年に１回の津波まで

耐えるような，とんでもなく大きな防潮堤を作っ

ていると誤解している人はたくさんいます。これ

はこれで我々の伝え方が下手で大問題でありま

すけれど，１０００年に１回のものまでコンクリ

ートで受け止めようというのは，合理的ではない

訳です。ですからハードとソフトの両方が必要に

なります。 

今回，日本の報道はやっぱり自然の驚異は怖い，

被害は悲惨である，奥さんを亡くした，親を亡く

した子供が可哀想だ，こういうトーンが中心とな

っていますが，海外の報道では復旧の速さは信じ

られない，暴動が起きなくてきちっと並んで助け

合っている日本人はすごいとか，そういう表現で

す。インドネシアのバンダアチェの津波は１０万

人が亡くなりました。インド洋津波では３０万人

亡くなったと言われています。そういうものと比

べて，我々には悲惨な中にも訓練の成果で一人も

亡くならなかった小学校の話や，暴動を起こさな

かった被災者の話，命がけで水門を閉めに行った

水防団の方の話など使命を果たした人の話がた

くさんある訳で，県にも市にも整備局にもある，

そういったことほど残すべきではないかと思い

ます。 

 

防潮堤があっても町は壊滅だと言われていま

すが少し計算をしてみました。明治２９年の三陸

津波と昭和８年と今回。宮古市の田老ですね。田

老は毎回全てが根こそぎやられるという津波を

受けています。しかしながら明治の時は２,２４

８人中１,８５９人８３％が亡くなっています。

昭和の時は３２％，今回は４％です。もちろん防

潮堤は乗り越えられて無駄ではないかという論

調もありますけれど，あれで時間を稼いでくれた，

或いは防潮堤だけでは不十分だということで避

難訓練を重ねていた，こういった２段階防御です

ね。 

東京の方，全国の方の誤解を解く必要がありま

す。１０００年に１回までの防潮堤を作っている

訳ではなく，１００年に１回程度のレベルなので

すね。これは夜中に起こるかもしれないことを考
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えれば，その位のレベルのもの，要するに一生に

１回くるかもしれない位の頻度で起こるものを，

その時に万が一寝ていたら運が悪かったという

のでは津波範囲の方々は一生に１回は受けるこ

とになってしまいます。ですからそのレベルのも

のはさすがにハードで止めましょうと。だけどそ

れを越えるものは避難することも含めて命だけ

は助かるというやり方をしましょうというのが，

今回編み出した２段階，我々の知恵です。これに

よって我々は想定外と言われていたようなとん

でもなく大きな災害にも，命だけは守るという一

つのルールを編み出した訳です。今回，田老では

４％でした。残念ながら田老にはまた津波が来ま

す。今回作った防潮堤で防げないものもまたきま

す。これは間違いない事実です。今度こそ０％に

したいものです。こういった日本の努力はあまり

言われていませんが，日本はハードとあわせて情

報とか避難とか訓練とか防災意識とかそういっ

たものを含めて，こんなに改善してきたのです。 

 

このことを客観的に示してくれるいいデータ

があります。一昨年の８月に国連大学とドイツの

政府系機関が一緒に世界リスク報告書というも

のを発表しています。世界の１７１か国をいろい

ろな指標で評価しています。津波も評価されてい

ますし，水害や地震或いは海面上昇ですね，地球

温暖化による海面上昇も評価をされていてそう

いったものをいろいろ指標でランキングしてい

ます。ランキングは３つありまして，まず１つ目

は自然災害を受ける厳しさのランキング。もう１

つはそれに対する対応能力。これはインフラの問

題，訓練或いは医療システムなどを評価して，い

ざ災害を受けた時にどの位それを軽減できるか

という能力。その両方を合わせた総合的な現在の

リスクランキングというのを１７１か国で評価

をしています。 

 

日本は本当にここまでなのかと驚きましたけ

ど，災害に見舞われる可能性は１７１か国中ワー

スト４位です。１位２位はバヌアツとトンガです。

地球温暖化がこのまま進めば水没の危機にある

国，これは特別です。それからフィリピン，日本

です。この辺りは地震もあり火山もあり台風が来

る。こういう国はワースト。びっくりしましたが

日本はワースト４位です。対応能力の高さは日本

はベスト１４位と評価をされています。それも含

めた総合的なリスクになると日本は１７位に下

がるんですけれど，それでも１７１か国中のワー

スト１７位というのが国連大学の評価です。 

 

こちらがリスクランキングの詳細です。ちょっ

と見にくいのですが全体の雰囲気がわかるので，

左が１位から５７位，真ん中が５８位から１１４

位，右が１１５位から１７１位。日本は１７位で

左上にいます。最も安全な評価を受けているのは

どんな国かというと，カタールとかサウジアラビ

アとかアラブ首長国連邦，アラブの国は１６０位

より後ろです。日本から見ていると砂漠で水もな
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いし大変な国だなと思っていましたが，地震，津

波，火山，台風がない実は非常に恵まれた災害の

ない素晴らしい立地なんですね。その後に続くの

がヨーロッパ諸国です。特にアラブの次にあるの

がノルウェー，フィンランド，スウェーデンが１

６０位くらいにいます。北欧もリスクが小さいと

いうことです。ドイツ，フランス，カナダ，イギ

リス，ロシア，アメリカ，イタリア。 

実は黄色く着色したところ，日本も含めて８か

国あるのがＧ８の国です。要するに経済的に発展

している国はほとんどがこの一番右の安全な３

分の１の国です。考えてみれば当たり前で，ビル

を作ろうが地震や台風ですぐ壊されてしまう国

とそうでない国とではさっきお見せした写真の

橋脚の太さではありませんが，華奢な橋脚でどん

どん作れるならば非常に簡単なことですよね。で

すから有利なところに立地した国がやはりどう

しても経済的には発展します。真ん中辺りは韓国

が１１３位，中国が８５位，真ん中辺りは中間的

な国ですが，どうみても日本は異常なことですね。 

黄色のＧ８の国で日本以外に左側にいる国は

他には無くて，私これを見て本当にびっくりしま

したけれど，日本は災害を受けるランクではワー

スト４位です。そういうハンデを負いながらＧ８

の一角を占めています。これは我々の先祖が２０

００年かけて災害に対応し，こういうことがある

から震災の時にはすぐに助け合うという民族性

があるんだろうなと思います。こういう世界的な

目で客観的に見てみることも大事であるとこれ

を見て思ったんですけれど，日本はそういう意味

ではとんでもなく特殊な国だなという気がしま

した。 

 

私，二つのことを思ったんですね。まず日本は

宿命の地と言っていいなと。今まで堤防を作りあ

れだけのものがあって我々の今がありますけれ

ども，昭和３０年ごろまでは毎年１,０００人が

亡くなっていて昔はもっと為す術もなく災害を

受けていました。そういうワースト４位の国にい

てご先祖の知恵と努力で今やＧ８の一角を占め

るというのは，災害からの克服をそこまでやって

きた。災害という厳しい課題があってそういう教

育とか民族性とかを積み重ねてきたんだと思い

ます。そういう意味ではこのような経験を世界に

お伝えをすべき宿命の国と言っていいのではな

いかと思います。 

 

復興と伝承についてどういう視点を持つべき

か。当時，震災を受けた時に仙台にいて書いたメ

モですが，これからやることはこういうことなの

かなと。復興のサイクルがある。伝承のサイクル

がある。復興の方は発災をする，初動がある，そ

れから復旧があって復興して残念ながら災害は

また起こるのでこれは否定できないのですけれ

ど，当該災害に対してどのように復興していくか

というサイクルがあります。もう一つの伝承の方

は当該災害の対処でなく次に起こりうる災害に

備えて，それは東北であるかもしれないし他の地

域にも有効だと思いますが，きちっとした記録の

整理があって教訓を導き出して備えていくこと

が必要になっていくのではないかと当時考えま

した。記憶を薄れさせない，災害を忘れないと言

うんですけれど，何を忘れないようにするのが大

事なのか考える必要があると思います。 

普通に報道だけを見ていますと大変だった悲

惨だったということ，或いは亡くなった方のこと
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を忘れないであげようとほとんどこれが中心で

す。これも非常に大事なことだと繰り返し申し上

げていますが，追悼と鎮魂というのも大事なこと

だと思いますけれども，もう一つ同じ位に大事な

のは生き延びた人に或いはこれから災害を受け

る人にどういうことを伝えるのか，どのように教

訓を伝えるかによって災害の被害をどう小さく

していくのかということこそが，伝えるべきこと

なのではないかなと今考えています。それは先程

申し上げた中越がそうであったように，震災から

７年というのはそろそろ生活も戻り次に向かっ

て考えていこうと，そのために何を伝承するのか

をいよいよ考えて纏めていく年なのではないか

なと思います。 

 

■海外の伝承施設の例 

 

こういったことを考えるようになって東北の

伝承施設についてアドバイスしてほしいと頼ま

れる機会も増えたものですから，海外はどうやっ

ているんだろうなと思いまして少し見てまいり

ました。 

 

ハワイですね。日本ではあまり知られていませ

んが津波常襲地域でありまして，ハワイの７つの

島のうち一番東側の大きな島であるハワイ島の

東海岸にヒロという町があります。西海岸は非常

に雨が少なくてリゾート地帯ですが，東海岸は雨

も多いし災害もくるということであまり条件の

良くないところにヒロという町があります。これ

がその太平洋津波博物館。パシフィック・ツナミ・

ミュージアム。ちゃんと津波という名前なんです

ね。これは当時津波をかぶった建物で昔は銀行だ

ったそうです。銀行ですからコンクリートで頑丈

な建物で外形は残っているということで，これも

寄付を受けて団体がそれを伝承する委員会を作

って津波記念館にしています。ですから奥へ入っ

ていくと金庫の中にシアターがあって大きな扉

はそのままでこの金庫の中に入って映画を見る，

そんな場所ですが民間が政府の協力を得ながら

このように立派な記念館を作っています。 

 

このように Tsunamis in HAWAII ハワイの津波

ということですけれど，逆にハワイから各国へ波

の伝わるスピードが書いてあります。これを見る

とだいたい日本までが８時間それからチリあた

りが１０時間強くらいでしょうか。言われてみれ

ば当たり前ですがハワイは火山島なんですね。い

ろんなところで地震が起きて直下みたいな津波

も来ます。さらにいうと津波が日本で起きようが，

カムチャッカ，アリューシャン，アラスカ，チリ

で起きようがある程度ハワイには津波が来てし

まうので，日本以上に頻度が高いのです。いつも

やられています。 

しかしパネルの表現が非常に秀逸だと思いま

した。わかりやすい表現が山のようにありました。 
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もう一つすごいなと思ったのは日本の東日本

大震災の津波コーナーです。ハワイのことを書い

ているのではなく，日本のことも要するに世界の

津波はこうなっているんだということが，ここに

行けば分かるような展示になっています。３Ｄの

眼鏡をかけてとか椅子が動くとか飛び道具みた

いなものは一つもありません。パネルと映像だけ

なんですけれども，ものすごく分かりやすくて科

学的で良くできているなと思いました。 

 

これは日本の断層のパネルですけれど津波の

メカニズムが書いてあります。どういうふうに断

層が動いた時にこうだとか，断層がズレた時に海

面がこうズレてそれが津波になる，と書いてあり

ます。上と下にズレた時にこっちが上がりこっち

が下がり，上がった方から先に高波が来ます。逆

の側が伝搬していくと先に引いて次が高くなり

ます。だから毎回違うんですと。引き波が来てか

ら逃げればいいという古老の教えは嘘です，とい

うようなことが書いてあります。それでハワイで

も子供が魚を捕りに行って津波で亡くなったと

いう話があります。私も日本にいても引き波が来

てから逃げればいいという話もたくさん三陸の

おじいさんから聞きました。ですけどこの展示を

見るとなるほどそう言われれば当たり前だなと

思わせてくれたものでした。非常に上手くできて

います。 

 

これも驚いたのですが，最初に見せた岩手沖か

ら茨城沖のズレたプレートがこれだと書いてあ

るんですね。日本でも震源地が書かれたものは見

たことありますが，どれだけのプレートがズレた

かを書いたもの，しかもトラフの滑込面がありま

すから，太平洋トラフが入っているところこれだ

けが反発したということが非常にはっきりと書

いてあります。日本のことをハワイの津波博物館

で勉強することになるとは思いませんでしたが

しばらく見入ってしまいました。 

 

これは仙台空港前のところですが津波がきた

ところ，或いは河口ですかね渦をまいているとこ

ろ，これは仙台平野，そして宮古市，こういった

特徴的な写真も展示されています。 
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これは大槌の旅館か民宿の上に船が乗った写

真です。こういうのも残しておくのかなとも思い

ましたけれども，やっぱり地元は見たくないんで

しょうね。もう処理されてしまいましたがこうい

ったものもハワイで展示をしています。 

 

それから日本の三陸で起きた津波が太平洋に

どう伝わっていったかというパネルです。これで

見ますとハワイまでが８時間，アメリカの西海岸

に１０時間位で到達をしてそれぞれ被害を受け

ています。 

今日はスライド持ってきませんでしたけれど

実は不思議なことがありました。ここの会員の方

に私は東日本大震災を経験して当時政府の人間

だったという話をしましたら，倉庫からポールを

持ってきてこれは何なのか分かりますかと聞か

れました。持ってきたものをみたら「４５号建設

省」と書いてある白いポール，デリネーターでし

た。去年の海岸の清掃の時に誰かが見つけて，字

が書いてあるし何か大事なものらしいから保管

していたそうです。誰に聞いても分からないので

聞いてみたということで，私から説明をしました。

土中型のデリネーターは樹脂性ですから浮くん

ですよね。ガードレール取り付け型とか歩道に設

置するタイプはコンクリートの基礎とかがあり

ますから浮かないんですけど，非常に不思議なこ

とでした。その日ハワイからこんなことがあった

と写真を東北整備局に送りまして，どこに立てて

いたものか分からないかと聞きましたら，一晩寝

て起きたらレポートが来ていました。忙しい人に

大変な仕事をさせちゃったなと。岩手の釜石に立

ってたものではないかと思われるということま

では分かっていますが，不思議なこともあるもの

です。 

このように震災当時だけではなく今でも漂着

物が流れ着いているのが現実で，我々はそのよう

なことも知っておく必要があると思います。それ

ともう一つ思ったことがあります。今まで有史以

来のマグニチュード９.０は世界歴代第５位です。

ハワイの記念館で私初めて知りました。最大のも

のはアラスカかアリューシャンの９．５です。

我々は地元として体験したことというのは伝え

ようとしていますが，こういう世界的，客観的，

科学的な観点も大事かなと思いました。 

 

これはアメリカの西海岸カリフォルニアに７

フィート（約２.１ｍ）の津波が来てハーバーでど

のような被害があったか説明しているものです。

こういったことは日本では全く報道されません。

これから展示施設を作った際には外国の方にも

きて欲しいし，その時に日本はこんなに大変だっ

たというだけではなくて，いただいた援助への感

謝も伝えなければなりませんし，このようにご迷

惑もかけていることも書かなければいけないの

ではないかと思いました。 
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さらに見ていくと市町村毎の今回の死者数一

覧が掲示されています。外国の津波に対してここ

まで丁寧に書かれているのは非常に驚きました。 

 

 

さらには太平洋津波博物館なのにインド洋の

ことも書いてあります。２００４年のインド洋津

波，３０万人が亡くなっていてタイムラインで何

を彼らがやっていたかが全部書いてあります。ス

リランカなどで多くの人が亡くなっていてイン

ドネシアやスリランカなどは津波常襲地帯のよ

うです。こういった日本語が由来の言葉で「津波」

ミュージアムが世界にいくつもあるんですけれ

ども，そうであれば津波という言葉だけでなく日

本はもっと経験を世界に伝えてもいい。だけど日

本ではそういったことが報道もされないし知ら

ない訳ですけれども，ハワイではこういう日本の

こともスリランカのことも伝えています。 

 

もう一つ，先程から追悼鎮魂も必要だし伝承も

必要だということを言っていますが，印象的だっ

たのはこの記念館の中で追悼的なことがあるの

はこの１枚だけでした。むしろ彼らは前向きにで

すね，もちろん外に記念碑や亡くなった方を追悼

するものが現地にはあるんですけれども，この記

念館のコンセプトはどちらかというと，どうサバ

イブするかということに置かれているようです。

１９６０年の５月２３日，このヒロの町で６１人

の方が亡くなっています。この６１人の名前を見

ましたら日本人の名前が半分以上３２人ありま

した。これも偶然ですがヒロは日系人が開いた町

なんですね。それは雨も多いし津波もあるってい

うので中々条件の悪いところに入植をしたんで

しょう。ですからなんと６１人中３２人の日系人

の方が亡くなっています。日本人にとっても絆と

いいますか何かご縁のある町です。彼らはこの人

達のことを，「ノットフォゲット，忘れないように

しましょう」と一行書いてあります。これ以上の

事はここでは語られていません。 

 

むしろ大きくエリアが割かれているのはアメ
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ージングレスキュー，すばらしい救助劇の物語で

す。こういう物語はたくさんあるんですけれど，

特に３つを取り上げて彼らがどういう行動をし

たのかを考えてみましょうというコーナーがあ

ります。ここは非常に力が入っている感じでした。

一番左側は日系人の学生が津波で沖に流されて

救助されるまでの物語。真ん中は学校の先生だっ

たアメリカ人の女性が救助された物語で，どうや

って生き延びたのかということ。こちらは流され

た日系人の学生さんが流れてきたパドルを持っ

てなんとか逃げ切った物語，彼がどう判断したか

ということが書いてあります。追悼も大事だけれ

ども，教訓を伝えたい気持ちがものすごく満ちあ

ふれた記念館で非常に印象深く感じました。 

 

■震災津波伝承施設の考え方 

 

今いろいろ話しましたが，これから津波の伝承

施設，東北でいよいよ本格的なものが出来ていく

ことになります。もちろん地元の体験，リアルな

ことをお伝えするのは必要なことですが，大変だ

ったんだというだけでいいのかどうか。３つある

と思っています。１つ目は地元だけの話ではなく

て，世界の津波のことがここに行けば分かるコー

ナーも東北のどこかにはあってもいいのではな

いか，少し広い視野のものがあってもいいのでは

ないかと思いました。 

２つ目は追悼も大事ですが，それと同じくらい

教訓をどう残すかということです。或いは世界の

人とどう連携するかというのがあると格調が高

いと思います。 

３つ目は科学的で分かりやすい表現です。お金

のかかる飛び道具をたくさん入れようとすれば

メンテナンスも大変になりますから，そうでなく

とも分かりやすくて胸を打つようなものがある

と思います。そうしたものをこれから考えていく

べきではないかなと思っています。 

 

コアメッセージとして少し書いてみたのです

が世界的視点，また克服ですね。脅威だけではな

く克服したということ。やはり世界から見ると日

本，東北はあのような大きな津波を受けながら，

被害の大きさ，或いは使命感に燃えて消防や自衛

隊の方々があのように頑張られた。県，市町村，

皆それぞれに命がけでやられたお話がきっとあ

ると思います。さっきのアメリカのようにですね，

被災者が助け合った話，どうやって生き延びたか，

そういった話を残したい。 

スライドの右側が世界的・組織的視点，左側が

地元的・体験的視点。上が宿命で下がどう克服し

たか。こういう４つの表現のバランスの取れた展

示を考えたらどうかなと思っています。 

 

ちょうどワールドカップに合わせてオープン

しようということで，大規模なもので一番進捗が

進んでいるのが陸前高田市のものです。全体的に

は復興祈念公園ですね。祈りの場の公園というこ

となんですけれども，ここに伝承館を作って祈る
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という観点と伝承するという観点を調和させよ

うと思っています。伝承館はこういうビジョンが

あるからこのミッションのものを作って，それが

どういう価値を生み出すかということを考えて

進めています。ミッション・ステートメントをま

ず書いて，それによって展示の内容を進めていく

ということになります。仮に書いてみると我々が

ここで示すビジョンは，「大災害であっても人間

の知恵・技術・行動によって命を守り乗り越える

ことができるんだ」ということです。 

インドネシアでは津波で３０万人が亡くなり

ましたが日本より防潮堤を作る予算もないし，ま

た災害にやられてしまうという感覚，災害につい

てはそういう感覚が多いと思います。しかし，国

連大学が世界ワースト４位とした災害大国の日

本でここまでのことをやって命を守ったんだと

いうことは，世界に伝えるべきものすごい事実で

す。誇りをもっていい。人間は大災害でも乗り越

えられるんだというのは，ものすごく大きなテー

マだと思います。 

陸前高田の祈念公園になりますが，それをミッ

ション・ステートメントとして書くとこういう感

じです。そういう行動で命を守っていく。先人の

英知に学び世界の人々と共有し自然災害に強い

社会を目指すのだ，ということです。もちろん語

り部の方のリアルな話も必要ですし，科学的な話，

世界的な話を含めてやろうという話をしていま

す。 

 

 このようなゲートがあって，ここから真っ直ぐ

祈りの軸ということで海に近いところに祈りの

場ができることになりますが，ゲートの左側が道

の駅になっていて，右側が伝承館になります。 

「追悼と鎮魂」というのは公園全体としてやっ

ていきます。そして「教訓」「復興への強い意志」

この３つを大きなテーマとした公園にしたいと

考えています。 

 

 

 

二日町にあった整備局の庁舎は被災したもの

ですから壊しました。あそこにあった災害対策室

はあのまま壊される運命だった訳ですが，これを

陸前高田の伝承館の中に保存して，あの日どうい

うことをやっていたのか見てもらうということ

をやろうとしています。 
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石巻については先ほど県からも話がありまし

たが，いよいよ動こうとしています。祈念公園，

祈りの場ができる訳ですが，さらにこのような施

設があって，単なる管理棟ではなく，ここでいく

つかの展示ができるようなものを考えています。

ここでもどういうコンセプトをもってどういう

ことを訴える展示にするのかということを，考え

るべき時に来ているということです。 

 

最後にもう少し発展形を申し上げたいと思い

ます。既に語り部の施設等が出来ていますがこう

いったものをバラバラにやるのではなくて，「津

波伝承ロード」としてネットワーク化すべきと考

えています。先程お話しした中越では，中越メモ

リアル回廊として中越地震を伝承する施設を４

箇所，被災地の場所が３箇所，合計７箇所をツア

ーができるようにしています。しかも同じロゴで

同じコンセプトで，修学旅行に来る方はお持ちの

時間によってどことどこを回るというような作

り方をしています。 

東北が難しいのは４県に跨がっていく訳であ

りますから，県を越えて調整しなければいけませ

ん。これは既に始まっていると聞いていますが是

非バラバラではなく良いものにしたらいいと思

っています。逆に言うと修学旅行などに来ていた

だいたり，伝承ツーリズムと言って外国の方も日

本の経験に学びたいというのはたくさんあると

思います。７年が経って忘れたいという遺族の

方々もたくさん居られると思いますが，ここは逆

手にとって現場を見ていただき教訓をお伝えす

る，ツーリズムとしてお迎えするといった発想が

あってもいいのではと思います。 
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同じようなことで，これは被災地ではないので

すが，カナダのバンクーバーから北に向かって約

１２０ｋｍの国道９９号というのが，もともとイ

ンディアンがいらっしゃった場所なんですね。先

住民の歴史と文化を知るジャーニー・ルートとい

うのがあって，各地に同じマップがあって博物館

や史跡などが紹介されています。観光のエージェ

ントとタイアップしていろんな方が見に来られ

ます。そのようなものに今回していきたいなと思

っています。 

 

さらに伝承ロードとして大きなことになれば，

この地はこれだけの未曾有の災害を受けた訳で

すから，災害に立ち向かうという意味ではいろん

な人がこの日本の体験を知りたいと思うように

なると思います。国内にいろいろな復興祈念館が

既にあります。津波だけみても稲むらの火の館と

いうのが和歌山にありますし奥尻島にもありま

す。そういったものをバラバラではなくてネット

ワークで繋げば，それぞれの状況を一緒に見るこ

ともできるでしょうし，災害を克服してきた日本

というアイデンティティを伝えていったらどう

かなと思います。 

 

 

さらにどんどん話が大きくなりますけれども，

「ツナミ」を施設名に取り入れた博物館は世界に

いくつもあります。先程見ていただいたハワイ，

バンダアチェ，スリランカなどいろいろあります

から，こういった地域とのネットワークもあって

いいのではないかと思います。特にデリネーター

が流れ着いたハワイの博物館などはご縁がある

と思うんですね。是非そんなことをやっていけた

らなと思っています。 

伝承をいよいよ考えるべき７年目にきたと思

います。地元のリアルな映像や語り部，どんなに

悲惨であったかということをお伝えすることも

大変重要なことで，亡くなった方の鎮魂も重要だ

と思います。さらに加えて日本はこういう経験を

したと，大災害でも乗り越えられるんだというこ

とを世界に向けて発信していく。今日お越しをい

ただいた皆さんと一緒に世界に向けてきちんと

日本の経験が伝えられるものをこしらえていく。

それもひとつの県だけではなくて，是非，東北の

中心たる宮城県，仙台市がリーダーになって東北

全体の伝承ロードを高い理想のもとにやってい

っていただきたいと思いますし，我々もその実現

に向けてご一緒させていただきたいと思ってい

ます。 

今日は話を聞いていただくいい機会をいただ

きありがとうございました。 

 

25



26



 

平成２９年度 宮城県住宅・社会資本 再生・復興フォーラム     

 

 

 

 

 

「震災から７年を前に  

～できたこと，これからやるべきこと～」 

 

 

 

 

東北大学大学院工学研究科インフラマネジメント研究センター 

センター長  久田
ひ さ だ

 真
まこと

 氏           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師プロフィール 

東北大学大学院工学研究科インフラマネジメント研究センター 

センター長 

 

平成 2 年 3 月 京都大学 工学部 卒業 

平成 3 年 4 月 東京工業大学 工学部 助手 

平成 10 年 3 月 新潟大学 工学部 助教授 

平成 14 年 4 月 独立行政法人 土木研究所 主任研究員 

平成 15 年 4 月 新潟大学 工学部 講師 

平成 17 年 4 月 東北大学大学院 工学研究科 助教授 

平成 19 年 4 月 東北大学大学院 工学研究科 准教授 

平成 21 年 10 月 東北大学大学院 工学研究科 教授 

平成 26 年 1 月から現職 

基調講演２ 
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東北大学の久田でございます。私も仙台に住ん

でいる者の一人として，この７年を前にできたこ

と，これからやるべきことを纏めさせていただき

ました。できたことというのは全て網羅的にお話

できる訳ではございません。私は専門が土木工学

ですので，そういった観点から特にこの７年関わ

ってきたことを中心に，できたこととやるべきこ

とというお話をさせていただきます。 

 

本日お話する内容を簡単に御紹介しますと，新

聞記事等による発災からの変遷を振り返ってみ

たいと思います。それから，できたこととして特

に災害廃棄物，がれきの処理とインフラの復旧と

拡充，こちらは徳山さんのお話で道路啓開やくし

の歯に始まって最後は伝承ロードというような

非常に大きなビジョンがお示しされましたので，

私からは災害廃棄物の処理についてできたこと

を御紹介します。３つ目はこれからやるべきこと

として，がれきの処理は今は跡形もない状況です

がそれを後世に伝える，或いは国際貢献に役立て

るにはどうしたらいいか，少々アイディアがござ

いますので御紹介したいということ。もう一つは

私の一番の専門の部分となりますが，インフラの

維持管理と生産性の向上，残されたインフラをこ

れからどうやって維持管理していくのかという

観点で話題提供したいと思います。４つ目はその

ような中で東北にあります私たち東北大学とし

ましては，地域活性化の取組として今いくつか取

組を進めております。そういった内容を御紹介い

たします。 

 

■新聞記事等による発災からの変遷 

 

 

１つ目，新聞記事等による発災からの変遷につ

いてです。がれき，コンクリート関係について遡

ってみたいと思いますが，お手元の資料にあると

おり私共は平成２３年３月１１日以降，震災及び

その復興というステージに入って今に至ってい

ます。 
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地元からすれば３．１１のほかに１ヶ月後に発

災した大きな余震，ちょうど１ヶ月後ということ

で，諸々の壊れた物を片付けた矢先にもう１回同

じような壊れ方をしてしまい，個人的にはこの６

強の地震でもかなり精神的なダメージを受けま

した。お手元の資料には準備しておりませんが，

がれき関係或いはコンクリート関係により建設

分野でどんなことがあったか時系列で御紹介し

ますと，今，ご覧いただいているのが発災から１

１ヶ月後の２０１２年２月。ご覧のとおり石巻の

写真ですが１１ヶ月が経過してもがれきが山積

みであったという記事です。それと並行するよう

に生コン不足の対策が急務であるという記事が

１年半後に出ています。その後，発災から１年１

０ヶ月ほど経過したにも関わらず県の受託した

がれきの処理率が３割に留まっているという論

調の記事も出ています。 

皆さん御経験があったと思いますが，震災復興

工事においてはコンクリートをはじめ建設資材

の不足という問題に直面されていた訳ですが，発

災から２年経過した段階では遂にダムの砂まで

利用していくという記事も出てまいりました。そ

の後，生コンプラントの方も国主導或いは県主導

の中でプラント自体を新設しなければならない

という状況は発災後２年の時に出ています。２年

９ヶ月程経過してまいりますと，今回のがれきは

単に埋め立てるだけではなく徹底的に再利用す

るという方向に向かっていった訳ですが，再生土

砂が県をまたいで福島の方に運ばれたというニ

ュースも出てまいりました。このがれきは発災か

ら３年経過した段階で完了するという旗印のも

とで進められてきましたので，２年１０ヶ月程経

ちますと宮城で９６％，岩手で９０％の処理とい

うような記事が出てまいりました。ちょうど２０

１４年４月１日の河北新報ですが，発災からちょ

うど３年の段階で宮城・岩手の処理が完了という

記事が出て一段落というニュースだったかと思

います。その一方で先程も御紹介しました資材不

足の流れの中で残念なことに不法伐採の記事や，

除染で仮置きしていた除染の袋が劣化して破れ

て放射能がどうなんだというようなニュース，な

かには仮設で建てたプレハブの束石の部分が劣

化しはじめたというような記事も出てまいりま

す。 

そのほか発災から３年５ヶ月が経ちますと，神

戸の話題ですが復興にあたっては身の丈にあっ

た復興をしっかりと進めるということで，あまり

風呂敷広げすぎても後々大変ですよという記事

も出ています。４年４ヶ月程経ちますと，石巻の

再開発相次ぎ白紙というような明るいニュース

と暗いニュースが混在するような状況でした。な

かには４年１１ヶ月位経ちますと仙台市は復興

計画を５年で完了させるということで，５年を節

目に文化観光局の設置と復興事業局の廃止とい

うニュースも出てまいりました。５年が経過して

ご覧のように新聞記事が変遷してきた訳であり

ます。 

 

そのほか発災から４年７ヶ月が経過した段階

で東北地方整備局も移転されました。新しい庁舎

の災害対策室の写真でございます。ここにくしの

歯作戦という看板をしっかりと引き継いでおり

まして，当時の教訓というか国を守るスピリット

をしっかり伝承なさっていると感心しながら拝

見いたしました。この間にも笹子トンネルの崩落
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事故や広島では土砂災害，御嶽山の噴火や鬼怒

川・渋井川では堤防の決壊というような自然災害

が相次いで起こっております。まだまだ記憶に新

しい２０１６年４月の熊本地震もあり，やはり先

程のお話のとおり我が国は自然災害と切っても

切れない，どこに行っても安全な場所を見つける

ことは不可能だと考えて立ち向かっていかざる

を得ない国土であるということは，よく御理解い

ただけるかと思います。 

 

さて震災から７年，キーワードを拾い上げてみ

たものですが，復興期にあたる２０１１年から２

０１３年までは，発災，人命救助，くしの歯作戦

がキーワードかなと思います。２０１２年は東北

地方ではがれき処理が本格化し，日本全体を見渡

せば笹子トンネルの崩落事故があってインフラ

老朽化という問題が並行して走り出しました。そ

れを受けて２０１３年に国土交通省がメンテナ

ンス元年と位置付け，この段階で日本再興計画が

出されて現在に至っています。２０１４年から４

年の再生期はがれき処理終了が２０１４年。同様

にインフラの老朽化問題について最後の警告と

いうのが出されて，東北６県も漏れなく道路メン

テナンス会議がはじまっています。２０１５年は

福島の除染処理が本格化してきたのと，東北・宮

城でいえば国連防災会議が開催されたことは記

憶に新しいところです。２０１６年は熊本地震と

科学技術基本計画による新たな方向性が打ち出

された年になりました。昨年は選挙が多くあった

年でありまして，２０１８年，発展期のスタート

ということです。これまで７年という見方もでき

ますが，あと３年という見方も当然できるだろう

ということです。 

 

■震災から７年を前に（できたこと） 

 

さて，その中で私が関わって特に御紹介したも

ののひとつですが，災害廃棄物，がれきの処理と

利活用について，できたこととして纏めてみたい

と思います。 

 

過去の災害とは比べものにならない膨大なが

れき，災害廃棄物が発生しましたが，私自身が一

番特徴的だと理解しているのは，有効利用という

方向を目指して進んできたところが歴史的に初

めてだったのではないかと思います。その結果何

を得たのかについて御紹介します。 

 

 震災がれきの推計量は，公表情報として岩手県

で５２５万トン，福島では３６１万トン，宮城県
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は１,８７３万トンで一番がれきの量が多いと推

計されています。 

 

震災における震災廃棄物の取り扱いについて

御紹介しますと，１９２３年の関東大震災のがれ

きは，迅速に復興を成し遂げるという中で埋め立

てに使われました。埋立地は横浜の山下公園とし

て今でも使われていますが，ここにがれきの大半

が運ばれて埋め立てられています。 

 

 １９９５年の阪神淡路大震災の時も，やはりが

れきの対応は埋め立てに使われています。しかし

１９９７年に京都議定書が批准され，また，環境

庁が環境省に格上げされたこともあって 

環境問題に対する考え方が大きく変わってきた

中での東日本大震災であったと言えるかと思い

ます。 

 

 当時２０１１年５月１８日の話ですが，環境省

から災害廃棄物の処理方針が示され，この頃から

循環ビジネス拠点の形成として，資源性廃棄物を

徹底利用することで東北地方を最先端の循環ビ

ジネス拠点として再生するという大きな方針が

示されました。 

 

また政府の主導で復興構想会議が開催されて

いましたが，その最終答申の中にもがれきの活用

として，例えば防潮林の整備への活用について提

言が示されました。 

 

その一方，建設業界ではなるべく廃棄物を出さ

ない技術開発が震災とは関係無く進んできてお

り，既存の土木技術の中にがれきの有効利用に繋

がる技術がたくさんあるという状況があります。
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そうしたことから，今回出た膨大ながれきについ

ては最大限に有効利用するという大きな方向に

向かって走り出しました。 

 

 

 このがれき処理の大きな枠組みですが，岩手県

と宮城県でスキームが異なっていて，特徴的なも

のを示しました。ご覧いただいているのは岩手県

のがれき処分の枠組みですが，例えば久慈，宮古，

釜石，陸前高田等々にがれきが集約され，それを

大船渡，一関，或いは青森県八戸市のセメント工

場に運んで，セメントの原料や燃料としてセメン

ト製造に役立てたということが展開されました。 

 

これに対して宮城県は残念ながらセメント製

造拠点が無かったものですから，気仙沼，石巻，

宮城東部，仙台は独自で行っていましたし，名取・

亘理ブロックと４つのブロックに分かれて，それ

ぞれ最終処分となる焼却炉を作り処分が進めら

れました。どちらが良かったかということではな

く，セメント製造拠点のような再生拠点があれば

岩手のようなやり方があっても良かったし，宮城

は各ブロックでそれぞれ建設会社を中心とした

ＪＶにおいて今までにない様々な技術開発がで

きた訳です。教訓としては資源化，素材化するた

めの技術，こういった技術をいかに継承するかと

いうことが教訓として見いだせるかと思います。 

 

この時に日建連が出したがれきから資材へ回

っていくフローを示していますが，ほとんどのが

れきは廃棄されることなく何らかの形で使われ

ていくといった実績がございます。 

 

 学協会等については，がれきの処理或いは分別

等々について廃棄物資源循環学会でもマニュア

ルを纏めており， 

 

 土木学会でも災害廃棄物の処分と有効利用と

いうことでアーカイブとして冊子を纏められた

訳ですが，こういったものをいかに後世に伝えて

いくかが重要であると思います。 
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私も関わっておりましたけれども，震災がれき

と産業副産物のアロケーション最適化コンソー

シアム，がれき処理コンソーシアムと呼んでおり

まして，当時，宮城県の皆さんと意見交換しなが

ら有効活用の道を一緒になって模索していた時

期がありました。今はがれきがありませんのでこ

の技術をいかにうまく平時の副産物に役立てる

かということから，資源循環コンソーシアムとい

う名称で現在も継続して活動を続けています。 

 

今申し上げた災害廃棄物の処理が，できたこと

の一番大きなことのひとつとなります。先程キー

ワードとして笹子やインフラ老朽化をお話しま

したが，次にインフラの話題に移りたいと思いま

す。これはお手元の資料にはありませんが，東日

本大震災で被災したインフラです。両脇はかなり

傷んでいますが，橋梁本体は高欄部分がダメージ

を受けている程度で全体として使えなくはない

と判断ができる状況です。しかし，遡りますと東

北は東日本大震災だけでなく，その３年程前に岩

手・宮城内陸地震を経験しており，こういった被

災履歴を持つインフラが非常に多くあります。こ

れは沿岸部だけではなく内陸部でも被災履歴を

持つインフラをストックとして持っていること

を理解する必要があります。 

 

これはインフラの維持管理にあたって，老朽化

と震災というものをどう結びつけるかについて

示したものです。私なりの理解としては，震災が

なければ通常は時間軸のもとで健全または老朽

化したインフラの維持管理を考えていけば良か

ったのですが，地震や津波による履歴を経ますと

健全なものの中にも地震・津波の損傷として軽微

なものと重篤なものに分かれます。同様に老朽化

した構造物の中にも老朽化しているけれども幸

い地震・津波の被害が軽微なものもあれば，老朽

化して尚且つ地震・津波で更なる重篤な損傷を受

けた構造物があって，構造物の状態は極めて複雑

であるということが言えるかと思います。加えて

災害査定の結果，新設したものは全く震災の履歴

も経ず老朽化もしていませんので，新しく健全な

ものと古くて古傷を持つものがあちらこちらに

混在していると考えざるを得ません。 

 

また，東北地方は厳しい寒さによる影響として，

寒冷地特有のコンクリート床板の表面が砂利化

してしまう症状についても適切な配慮が必要と

なります。 
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また，融雪剤，凍結防止剤のリスクについても

十分な理解が必要で，ご覧のとおり構造物の中に

水がしみ込むんですが，その中に塩水が入ってい

ると理解する必要があろうかと思います。ご覧の

とおり震災の後遺症と呼んでおりますが，これは

小学校ですから土木構造物ではないのですが，小

学校の用務員さんに聞きますと柱の根入れ部分

の錆びは震災前にはなかったということです。こ

の小学校は腰高まで津波の被害を受けています

が，たった３年で錆びが露呈してきているとする

と，このまま放っておいても良いことはないとい

うことです。自転車置場の根入れも錆びているの

がご覧いただけると思いますが，構造物の重要度

という意味ではそれほど重要ではないかもしれ

ませんが，ここを使っているのは小学校の児童で

す。何かの原因で柱が折れて痛い思いをするのは

小学校の児童だと思うと，こういったところにも

きめ細やかな配慮が必要ではないかと思います。 

 

これは震災によるダメージではなくて，三陸

道・仙台石巻線，片側２車線になったことで渋滞

は相当緩和されましたけれども，当時は朝から晩

までご覧のとおりの渋滞ですし大型車が非常に

混在していました。想定外の交通量と大型車が激

増したので，健全なインフラでも予想以上に酷使

され，それが原因で損傷が加速するという問題に

ついても配慮が必要ではないかと思います。 

 

 この東北地方のインフラに何が起こっている

のかを纏めると，インフラの老朽化はオールジャ

パンの問題ですし，東日本大震災によって状態が

極めて複雑化になっている，これは特徴的な課題

認識かと思います。積雪寒冷地特有の厳しい寒さ

によるダメージの特性も配慮が必要ですし，東日

本大震災による震災後遺症についても気配りが

必要です。また復興の本格化，加速化により酷使

するがゆえに傷みが早まるのではないかという

懸念も忘れてはいけません。５つ程課題を出しま

したが，６つ目として今回整備した新しいインフ

ラも供用開始すれば維持管理のステージに入っ

てまいります。ですから東北地方であるが故にイ

ンフラに何が起こっているかということを多角

的にみていく必要があろうかと思います。 

 

■震災から７年を前に（これからすべきこと） 

 

 そういったできたことと，あと３年で復興が完

了するという過程の中でこれからすべきことと

して，もう一度がれきの処理の話に戻ります。お
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手元の資料にはありませんが，こちらは石巻のが

れき処理のサイトの写真になります。２０１２年

１２月ですからがれきの処理が本格化していた

時期の写真です。それから何年か経って２０１４

年３月に同じ場所の写真を撮るとこのような状

態です。要するに皆さんが処理と利活用，資材化

をしていた技術開発が，いろんな知恵を絞って開

発された技術の痕跡は見る術もありません。とい

うことは，どこかにそれを教訓として記録し伝承

していく必要があろうかと思います。 

 

がれき処理そのものではありませんが，体制と

していざとなった時に，すぐにセメント工場や処

理を行っているゼネコンの皆さんや物流を担っ

ている方々など，そういったいろんな立場の方々

が関わる必要があります。これは環境省の方でＤ．

Ｗaｓｔｅ-Ｎｅｔと言いまして，いざとなった時

にはこういう体制で臨みましょうというネット

ワークが構築されています。いざとなった時に例

えば災害時の協定を結ぶのもいいのですが，平常

時から常にこういう連携をとりながら，例えば都

市ゴミや建設残土など，常日頃から連携をとるこ

とが大事ですよねという話になっています。 

 

福島県では浜通りを中心に福島イノベーショ

ン・コースト構想が進められており，そのプロジ

ェクトのひとつにスマートエコパーク構想があ

ります。こちらも災害廃棄物，がれきの処理，利

活用で終わらせることなく，それを平常時の産業

副産物の利活用に技術をスライドさせて，リサイ

クルの拠点をつくる構想である伺っています。こ

こでも平常時の処理が非常に困っていると伺っ

ています。例えば火力発電所の石炭灰，小型家電

リサイクル，太陽光パネルなど，こういった素材

を単に作って資材化するだけではなくて，それを

出口の利活用のところまで枠組みを組まないと

物が流れていきませんので，そういった処理利活

用システムといったことを進めています。 

 

 そのほか教訓としては，岩手，宮城は２０１４
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年でがれきの処理は終了しましたが，そこに投入

されたお金は１兆円規模と伺っています。国内で

いえば東日本大震災は２,０００万トンのがれき

を処理するのに，３年の時間と１兆円の費用を使

って技術開発を含めいろんなことがなされまし

た。現在，南海トラフで想定されている災害廃棄

物の最大値は２億トン，１０倍のがれきが予想さ

れています。そうすると単純計算すれば１０兆円

が必要ですし，東日本大震災と同じ規模で処理す

るとしたら３０年という年月がかかります。がれ

きの処理だけで３０年という年数を費やしてい

たら復興どころではないということです。ですか

ら今回の技術ノウハウはしっかり蓄積，アーカイ

ブ化して伝承していくことが必要だと思います。 

 

 国際貢献の観点としては，日本だからこそ暴動

もなく行列になって限りある物資を共有したし，

がれきを目の前にしてそれを利活用しようとい

う発想は日本人位しか持たないのではないかと

思います。ということは日本人ならではとして開

発された技術がたくさんあるはずです。世界中で

自然災害が起こる中で，ここで培った様々な処理

と利活用は国際貢献の立場で役立てられるので

はないか，これは日本にしかできない国際貢献と

いうことで具体的にも有益ではないかと思いま

す。それもこれも全て伝承することの大事さなの

ではないかと思います。 

私，当時，宮城県との情報発信のプロセスの中

で，宮城県で実際にがれきの処理がどう進められ

たのかということを石巻のサイトをベースに英

語版の動画を作っていただき，アメリカや中国な

どの国際会議で宮城県はこういった形でがれき

をしっかり処理していますということを紹介し

ています。こういった動画を伝承館で紹介いただ

くのも一案かと思います。 

 

このほか，東日本大震災の教訓というか積み残

した課題なのかなと思っていますが，私自身も非

常に縦割りというものに直面したことがありま

して，いかにシナジー効果を出すかということで，

骨材供給，未利用資源，コンクリート，復旧工事，

がれき処理，様々な立場が関わっているのですけ

れども，なかなか大手と地元，生コンとプレキャ

ストというような様々な問題に直面しました。今

はピークを過ぎているので平常時に戻っていく

のかなとも考えていますが，非常時に経験したい

ろんなことを今後もしっかり考えていく必要が

あると思います。 

 

これは企業，産業サイドだけではなくてシナジー

効果を出していただきたかったのは関係省庁の

皆さん方でして，品質の話は経産省，環境安全性

は環境省，利用，復興は国交省等々や地方自治体。

そのようなことで行政サイドのシナジー効果も

今後どう発揮していくかということを教訓，課題

としてしっかり認識しておく必要があると思い

ます。 
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ようするに東日本大震災をきっかけに災害廃

棄物，がれきの利活用で様々な技術ノウハウが蓄

積された訳です。震災とは関係無しに平常時から

私達はまだまだ使える資源性のある未利用なも

のを，どううまくリサイクルし使っていくかとい

う問題にまた直面しはじめています。ですからこ

の技術ノウハウを未利用資源の有効活用に役立

てつつ，後世に技術を伝承するという意味も含め

て，未利用資源の利活用をしっかり推進していく

必要があるのではないかと考えます。 

 

それをやるためにはがれき処理で培った，コン

クリートがれきや焼却灰，津波堆積土砂の利活用

等いろいろ技術ノウハウを蓄積した訳ですけれ

ども，それを平常時の建設材土，電力から出てく

る石炭灰，スラグ，パルプ灰，一般ごみ焼却灰等々

に役立てて，東北地方に循環型社会を形成するの

が震災復興において発展的な形なのではないか

と思います。 

 

 インフラの維持管理，震災とは離れた話にはな

りますがインフラ老朽化対策の最近の動向とし

ては，震災から３年経過した２０１４年４月に国

交省の社会資本整備審議会道路分科会から，最後

の警告という非常に厳しい口調の提言がなされ

ました。笹子トンネルの事故があって日本のイン

フラがますます老朽化していく中で，行動を起こ

す最後の機会は今だということで，最後の警告と

いうような提言文書が出されています。 

 

その直後に総務省から公共施設等総合管理計

画の策定要請がなされています。 
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御紹介した道路の老朽化対策は道路分科会か

らの提言ですので対象となるのは道路施設です

が，総務省から出された公共施設等総合管理計画

は道路だけでなく河川も学校など公共施設全部

です。学校，病院，県庁舎等々全ての施設でイン

フラ長寿命化を進めてくださいという内容の文

書でありました。 

 

インフラの維持管理を進めていかなければい

けない一方で，宮城県の震災復興が今どういう状

況かというと，発災前はこの水準だったものが，

震災があってから突出して予算化がなされ，あと

３年すれば元の水準に戻るだろうと言われてい

ます。その戻る時に予算規模が元に戻るのはやむ

を得ないかもしれませんが，それを手をこまねい

て待っていていいのかということが非常に気に

なっています。 

この辺は土木部とも意見交換させていただい

ていますが，例えば i-Construction や生産性向

上，働き方改革等々が叫ばれている中で，やはり

一皮も二皮もむけた新しい東北の建設業になっ

ていくべきではないかと。それを講じるのであれ

ば，あと３年という年数はまだ間に合う年数かな

と思っています。 

 

このほか東北特有の課題として人口減少の問

題を抱えています。秋田県は昨年４月に人口１０

０万人を切ったという話も出ています。例えば１

橋を支える人口を調査しているのですが，ご覧の

とおり東北６県では青森が１９９人，岩手１０１

人，宮城が２０３人，秋田が９０人となります。

全国平均すると６６万橋を１億２千７百万人で

支えているので，だいたい１９２人で１つの橋を

支えていますから，残念ながら東北地方は青森県

がやっと平均値位です。宮城県は少しからくりが

ありまして，仙台市を除いてしまうと１１７人で

１つの橋を支えざるを得ないという状況が計算

値で出ています。こういった地域格差がある中で，

しかも３年後に復興が終了しどうしましょうか

というお話を，今後３年で何とかソリューション

をみつけていくのが大きな課題ではないかと思

っています。 
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■東北大学におけるインフラ維持管理の 

取組み 

 

問題提起ばかりではなくて，私ども大学でもイ

ンフラ維持管理に関する取組を何とか進めてい

こうということで，やっていることを御紹介した

いと思います。造るから活かすへと書いてありま

すが，震災後になりますが２０１３年に社会資本

の維持管理や防災に関して，これまでも東北地方

整備局と連携をとってやってきたのですが，この

年に包括協定を結ばせていただています。 

 

それを受けて東北大学院インフラマネジメン

トセンターを発足させていただきました。お陰様

でその後，宮城県土木部，山形県県土整備部，仙

台市建設局，宮城県建設センター等々関係団体と

協定を結びネットワークを拡充しているところ

です。 

 

協定を結んでネットワークを拡充しているだ

けではなくて，大学では日本が抱えるそうそう簡

単には解決はできない諸問題を解決するために，

社会にインパクトのある研究というものを一昨

年からスタートさせました。これは何か大きなフ

ァンドがあってそのファンドに基づいてやって

いるものではなくて，東北大学が自発的に大学の

存在理由そのものを見直しながら総合大学とし
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ての強みを活かして，少子化，高齢化，エネルギ

ー問題，自然災害，なかなか解決し得ない問題を

解決するための重点プロジェクトとして進め始

めたものです。ご存じのとおり東北大学は医学，

文学，経済，理学，様々な学部がある中で，ご覧

いただいている３０のプロジェクトを社会にイ

ンパクトのある研究として進めています。 

 

 その中に，暮らしを豊かにする創未来インフラ

の構築，「造る」から「活かす」，そして「生きる」

へということで，全学的にも重点的なプロジェク

トのひとつとして位置付けています。 

 

これまでのインフラはある目的を達成するた

めに構築するというのが基本的な考え方でした

が，例えば観光資源に役立つとか，歴史を物語る

ものそのものとしての位置付けや，当然ながら暮

らしや流通を支える，農林水産を支えるインフラ。

そこにインフラがあるから技術開発を生み出す

というようなことで見方によってはいろいろな

使い方があります。そういう新しい使い方や価値

を創造して，その価値を起爆剤として地域を活性

化することができるのではないかと思っていま

す。 

 

 この蓄積されたインフラをいかに有効に活か

すかはフロー効果だけではなくストック効果に

着目して，ここを最大限に掘り起こして役立てて

いくことで地域活性化に結びつけるというもの

です。 

 

このプロジェクトは，東北はどうなりたいか，

県や地域がどうなりたいか，というのが一番のコ

ンセプトになりまして，それを果たすために３０

年ほど年数をかけてやっていこうということで

現在進めています。 
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こういったことを実現するために東北インフ

ラ・マネジメント・プラットフォームというもの

を現在進めています。インフラ関係は産学官がし

っかり手をつないで進めることが肝要です。グラ

ンドデザインの策定と提言ですが，グランドデザ

インというのは復興があと３年で終わる中で，こ

のままでいいのか，それとも一皮も二皮もむけた

建設業になるために今しておくことは何かを議

論することです。あとは新しい技術や地域間の連

携強化や先端技術の実装支援ということで，今，

国交省が先導して i-Construction など様々な技

術が開発されて，それをいち早く身につけて生産

性を向上させ働き方も変えていくような，ピンチ

なんだけどチャンスにできることは結構あるよ

うな気がしています。そのほか情報基盤の整備や

人材育成といろんなことをやっていかなければ

ならないですが，そういったことをこのプラット

フォームで進めていこうと思っています。 

震災復興７年経過しあと３年の中で，私達は膨

大なインフラストックを抱えています。当然，整

備は進めなければいけませんが，既存のストック

をどう維持管理し，うまく役立てていくかという

ことが肝要だと思っています。ですから単にこれ

からは維持管理の時代ということではなく，ある

ものはしっかり新設，更新，整備をしていき，あ

る部分は維持管理をしっかり行い，尚且つ次世代

の担い手もしっかり育てていこうと考えていく

必要があります。さらにＩＴやＡＩなど新しいソ

サエティー５の考え方に則って観光やＩＴなど

新しいマーケットも創出すれば，全体として非常

に新陳代謝の良い市場ができあがるのではない

かと思っています。 
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 これからの課題として震災復興終了を前に申

し上げたいのは，宮城県もしっかり取り組むとい

う話がありましたが，インフラの老朽化問題は大

事であると思っています。震災後遺症の問題につ

いては，橋梁のほか集合住宅や上下水道等インフ

ラ全般について後遺症を忘れてはいけませんと

いうことがあるかと思います。あとは復興事業に

おけるコンクリートの品質確保や，復興の更なる

推進としてあと３年でいかに発展するか，やはり

あと３年ということは肝に銘じておく必要があ

ると思います。 

 

■まとめ 

 

コンクリートの話もそうでしたが地産地消と

いうことで資源循環というキーワードはますま

す重要になってくると思います。 

 

最後，一般的な話になりますが，これまでの教

訓をそれぞれの立場で経験されたことを文字に

する，次の世代にしっかりと伝えていくというこ

と。災害への備えとして東北であったことを他の

地域や国に貢献という意味で役立てていくとい

うこと。こういったことを平時でもしっかり応用

して伝承を繋いでいくということも大事ですし，

あと３年のうちに生産性も高く持続可能な建設

分野に生まれ変わることをそろそろ考えはじめ

るべきではないかと思います。元通りで終わるか

さらに発展しうるかは今後の３年次第というこ

とで，明日から頑張っていきたいと思っています。 

御静聴ありがとうございました。 
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「宮城県における復旧・復興の進捗状況， 

発展期及び復興後を見据えた取組について」 

 

宮城県土木部次長（技術担当）   

門脇 雅之   

 

 

 

報告  
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「平成２９年度 宮城県住宅・社会資本 

再生・復興フォーラム」の閉会にあたりまし

て，一言ご挨拶申し上げます。 

御来場の皆様には，本日，長時間にわたり，

お付き合いいただきましてありがとうござい

ました。 

 

午前の宮城県技術研究発表会で発表された

若手の技術職員の皆さん，緊張されたことと

思います。大変お疲れ様でした。 

また，午後からの基調講演におきましては，貴重なご意見を頂戴いたしましたこと，大

変感謝申し上げます。 

 

第一部の土木部技術研究発表会におきましては，内陸部及び沿岸部の若手の技術職員か

ら発表のありました先進的な取組については，今後の業務の参考となる発表内容であった

ことはもちろんのこと，その堂々たる発表態度に，土木部の将来を担う若手職員に頼もし

さを強く感じたところです。 

 

第二部の基調講演におきましては，政策研究大学院大学 徳山客員教授より，東日本大

震災の発災当時における「くしの歯」作戦などの初動対応や災害リスクの高い日本での防

災に対する先人たちの取組み，そして震災教訓を後世に伝えるための震災津波伝承施設の

考え方など，御自身の経験に基づく，大変貴重なお話を紹介いただきました。 

また，東北大学大学院工学研究科インフラ・マネジメント研究センターの久田センター

長より，震災を経て，これまでにできたこと，これからすべきこととして，災害廃棄物の

処理とその有効利用及び震災後遺症を有するインフラ等の今後の維持管理のあり方，そし

て東北の持続可能な自立と発展を目指した産学官のネットワーク形成など，具体的な事例

を交え，大所高所から貴重な御提言を頂きました。 

本日，頂戴した様々なお話は，県民の皆様と共有するとともに，我々の財産として復興

まちづくりをはじめとする今後の復旧・復興の取組や震災教訓の伝承の取組，復興後を見

据えた取組などにしっかりと活かし，ふるさとの再生と発展に繋げていきたいと考えてい

ます。 

 

最後になりますが，本日御参会いただきました皆様方の御健勝と御発展を祈念いたしま

すと共に，今後も総力を挙げて，復旧・復興の加速化に向け取り組んでまいりますので，

御指導・御鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

本日は誠にありがとうございました。 
 

閉会挨拶 宮城県建設技術協会長  後藤 隆一 
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