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1. はじめに
　平成23年３月11日午後２時46分、東北地方太平洋沖
地震が発生した。東京で地震を感じるのは珍しいこと
ではないが、この度の揺れは非常に長く、大きかった。
当日委員会が開かれていた当センターで、会場である
大会議室の天井が抜けた。幸いにもケガ人はなかった
が、東京でも、このような状態だったので、震源地は
ただごとではないと誰もが感じたが、まさに未曾有の
災害であった。東北の海岸を襲う津波。映画のCGでは
ないかと思われるほど、予想を超える大きさだ。その
映像に誰もが釘付けになると同時に、度々の余震によ
る不安がつのる。東京に住む私たちでさえ、帰宅難民
になる状況のなか、被災地の中心である岩手、宮城、
福島の人たちの置かれている状況は想像を超える。
　当センターは日頃、土砂災害という自然災害に対峙
し、大地震による土砂災害に対して事前対策や震災後
の復興に尽力してきたが、今回の被害と甚大さに手を
打つことができないのではないか、そう思わされるほ
どの自然の驚異だ。しかし、このような状況でこそ、我々
が動かねばならないとの思いから、この地震による地
すべりやがけ崩れのあった箇所の調査を試みた。併せ
て、津波の被災地を自らの目で確かめることとした。
　当センターでは震災後、６月９日～10日、20日と現
地状況調査を行った。調査箇所は宮城県内で、①地震
に伴う土砂災害発生状況（緑ヶ丘団地の地すべり、石
巻市内のがけ崩れ、鹿妻地区がけ崩れ）、②津波被害

状況（仙台市、石巻市、女
おな

川
がわ

町）、③特定
利用斜面保全事業により創られた避難所の
状況について調査した。

２. 地震に伴う土砂災害発生状況
　東北地方太平洋沖地震では、津波の被害
が甚大であったため、それに比較すると土
砂災害の被害が小さく映るが、実際には散
発的にがけ崩れや地すべりが発生している。
また、地震による地盤の緩みにより、今後
土砂災害が発生しやすいものと考えられる。

２-１　緑ヶ丘団地の地すべり
　当箇所は1978年の「宮城県沖地震」でも
被災し、1980年に災害危険区に域指定され、
鋼管杭等による対策が実施されていた。今
回の地震により地すべり頭部に亀裂が生じ

図-1 現地状況調査位置図
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民の方に対して、今後の土砂災害に対する留意事項や
簡易にできる対策について、以下のようなことをお伝
えした。この状況は同行したNHKにより、当日のニ
ュースで放映された。
• 自分の住んでいるところが土砂災害危険箇所かど

うか調べておくことが大事である。今後土砂災害発
生の可能性があることを認識しておくことで、日頃
から意識して行動することができる。

• 土砂災害警戒情報が放送された場合には、特に注意
する。その時何をすればいいのかをあらかじめ決め
ておくことも慌てず行動する手助けになる。

• 崖から崩壊する土砂は、がけの高さの2倍ほどの距
離まで到達する可能性がある。どこまで離れれば安

るなど、過去に施工された杭工周囲が沈降したため杭
工自体が露出していることから、地すべりの滑動が確
認された。この地区では伸縮計、パイプ歪み計が設置
済みであり、その後の変状は明らかではないが、現時
点での変位は小さく地震後の地すべりの滑動状況は落
ち着いているものと推測される。

２-２　石巻市八幡町のがけ崩れ
　石巻市八幡町のがけ崩れ状況は、数カ所崩壊箇所が
見受けられるが、吹付枠による対策済み斜面では変状
は認められない。現地では近隣の住民に当時の状況を
聞くことができた。地震時に大音響とともに崩れが発
生したこと、地震後にも２度にわたり崩れ、今も不安
であるとのお話を頂いた。また、池谷前理事長から住

写真-1 ブルーシートで覆われた頭部亀裂 写真-2 オーバーレイされた杭頭

写真-3 崩壊と土嚢による応急対策状況 写真-4 池谷前理事長からの助言（取材の状況）
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いる。現在、調査ボーリング等が実施され、表層の緩
んだ岩盤を撤去した後に、吹付のり枠工＋切土補強土
工で対策を行う方針で、宮城県砂防課と東北地方整備
局で協議が行われている。現状では、トップリングが
発生し表面が剥落しており、開口亀裂が残存している。
がけ崩れの発生は一部に限られているが、余震、降雨
による崩壊箇所の拡大が懸念される。

３. 津波被害状況
　今回の災害の特徴は津波による被害である。被害が
広範囲にわたるため車窓からの確認ではあるが、調査
行程で確認できた仙台市、石巻市、および女川町の被

全かを事前に確認しておくことは、身を守る上で大
切である。

• 避難できないような緊急事態では、１階に居る場合
は事前に２階に移るようにしたほうが良い。

• 斜面上部は浮石になっているところがあり、危険な
ので近づかない。

• 家の前に大きい土のうを積むのも落石の応急処置
としては有効な手段である。

２-２　鹿
か

妻
づま

地区がけ崩れ
　鹿妻地区は、2003年の「三陸南地震」でもアパート
裏の比高40mの崖から落石・崩壊が発生した箇所であ
った。基礎調査の結果でもレッドゾーンに指定されて

写真-5 被災したアパート

写真-7 地上構造物のほとんどが喪失

写真-6 落石と堆砂による左アパートの破壊状況

写真-8 水田の被災状況
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害状況を記す。

３-１　仙台市（仙台空港周辺、荒浜地区）
　仙台空港近くの橋梁は、津波により家屋、ビニール
ハウス等の大半の地上構造物は喪失しており甚大な被
害の一端が伺えた写真-7。水田地帯は未だ排水がなさ
れていない箇所が多く残っている写真-8。また、防風
林も流出しており、残存木も枯れているが、それ以上
に守るべき家屋がない平地が広がっている状況が続い
ている写真-9。

３-２　石巻市
　石巻市内の被災地域では、瓦礫の撤去が完了してい
ない箇所が認められ、異臭が漂っていた 写真-10 。ま

た、仙台市同様、地上構造物に甚大な被害が生じてい
る 写真-11 。津波による直接の被害ではないが、海岸
沿いのため、マンホールが突出している等、地震時の
液状化の痕跡も認められる 写真-12 。

３-３　女川町
　牡鹿半島西側も被害が確認される。内湾（万

まん

石
ごく

浦
うら

）は、
地盤沈下による浸水被害はあるが、津波による被害が
ほとんど認められず、外湾と対照的であった。途中、
道路には多数の変状が残存しており、海沿いの傾斜地
は、津波の到達標高まで樹木が茶色に変色している他、
多数の表層崩壊が確認された。
　女川町は今回の津波で壊滅的な被害を受け、鉄筋コ

写真-9 防風林の残骸

写真-11 家屋の1階は骨組のみとなっている

写真-10 瓦礫の撤去状況

写真-12 液状化で露出したマンホール
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きた。津波災害当時、堀切山には病院関係者や周辺地
区からの避難者1000人近くがいたが、津波は地盤高
16mの堀切山を越えて病院の１階部分を洗い流したと
のことであった 写真-16、17 。
　また、当時病院の１階には多数の入院患者がおり、
自力で避難できない患者を病院内を泳ぎながら２階に
引き上げたとのことであった。不幸にも、わかってい
るだけで４名の方がこの堀切山で津波により亡くなら
れたが、堀切山は、今回の津波に対する避難場所とし
て機能し、この堀切山がなかったらもっと多くの被害
が出ていただろうとのお話であった。津波の越波は低
い地点から高い地点の移動現象であることから、①遮
蔽物に到達すると直ちに運動エネルギーは位置エネル
ギーに転換される、②開放された空間に移動し散逸さ
れる、③水位が時間とともに下がる、以上のことから
最高水位で耐えうる強度があれば遮蔽物は倒壊を免れ

ンクリートの構造物を除きほとんどの建物が流失して
いた 写真-13 。また、流失を免れた構造物も残骸にな
っており、使用に耐えるものはない 写真-14 。

４. 特定利用斜面保全事業（女川町堀切山）
　　の状況
　堀切山特定利用斜面保全事業は、昭和63年～平成9
年に工事が実施された。堀切山周囲の急傾斜地崩落防
止工事を実施しつつ、堀切山の掘削を行い、高台の平
地約1.6ha、地盤高16mの土地を創出したものである。
創出された土地には、津波からの緊急避難場所となる
女川町立総合病院および地域福祉センターが設置され
ている 写真-15 。今回の津波は高台に位置する女川町
立病院の１階まで到達した。
　今回の調査では、堀切山にある女川町立病院の阿部
事務局長に津波災害当時の貴重なお話を聞くことがで

写真-13 道路以外は何も残っていない 写真-14 3階建て建物の倒壊状況

写真-15 堀切山特定利用斜面保全事業の概要（女川町パンフレットより）

着 工 前 完　成
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る。今回の避難場所である高台は、水位が徐々に上が
っていく斜面には圧力として作用するが、土石流のよ
うに地表を削りとるような動きではないため、避難場
所として有効であったと考えられる。

５. おわりに
　 写真-18 は堀切山の高台から女川町を望んだもので
ある。平生より土砂災害にたずさわる我々は、谷間の

家屋が土砂流出によって被災し、その下流麓は被害を
免れている、といった写真はよく目にする。しかし今
回の津波災害は、まったく逆の様相を呈している。そ
してこの残された家々を守ることが、私たちにできる
こと、やらなければならないことの第一歩であるとあ
らためて実感させられた。
　この甚大な被害を受けられた方々に、心よりのお見
舞いを申しあげます。

写真-16 海側から見た堀切山と女川町立病院

写真-18 被災を免れた家屋と喪失した町並み

写真-17 病院1階の津波水位を示す阿部事務局長
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