
◎６月１２日追加撮影（山田町編）の概要 

 

６月１２日の午後、宮古を出発して内陸の勤務先に戻るルートに遠野市直行のＲ３４０号

経由ではなく釜石回りを選んだのは、３月初旬に開通した釜石山田道路の水海ＩＣ～鵜住

居ＩＣ間をまだ通っていなかったな～という好奇心が先立ちました。 

なんと言っても自分自身この事業の最盛期に深く関わったことが大きい。 

 

しかしやはり他の市町村の被害状況について、既に下見済みの山田町についてはより詳し

く、他についてはまずは可能な範囲で簡単な下見を、というような雑念めいたものも有り

ました。 ということで、天候としては曇り空と三陸沿岸特有のモヤに阻まれながら駆け

足で山田町内の写真取材を行った分（全４３枚）の概要を紹介します。 

 

 

ア、Ｒ４５号山田町北浜にある蓬莱橋周辺の防潮堤、歩道及び家屋被災状況  ６枚 

イ、Ｒ４５号山田町境田（？）､ 薬王堂山田店周辺の復興途上状況      １枚 

ウ、山田町境田（中心部よりも南寄り）の漁業施設や防潮堤等の被災状況   ６枚 

エ、山田町中心部の魚市場（山田漁連）付近にある津波防潮堤の被災状況  １０枚 

オ、Ｒ４５号山田町の（中央町に隣接する）川向町一帯の家屋等被災状況   ８枚 

カ、Ｒ４５号山田町織笠地区の織笠大橋から見た周辺の状況         ２枚 

キ、山田町船越半島付け根の山田湾側、浦の浜での瓦礫処分等の状況    １０枚 

 

 

なお、一番興味があった自動車専用道路の新設区間は、車両の駐停車が許されないため、

１枚も写真を撮ることなく終点側から通過しただけでした。 

［追加補足］ 

Ｎ０４９２～Ｎ０４９８にかけて、防潮堤の上部ブロックが倒れた方向を海側に結論付け

ようとしていますが、長くあるいは太く千切れ残った鉄筋の向きや、陸側路面舗装の損壊

痕跡からは陸側への転倒の方がより妥当な結論となり、早々に撤去されたと見られます。 

その場合の原因としては、押し波の越流による速度荷重とか漂流船舶の衝突、設計や施工

も含む単なる強度（鉄筋の太さ・本数や引き抜け防止措置）不足等が考えられ、浮遊瓦礫

説は遠のくこととなります。  （黄色の地色着色は、最初の公開後の追加を意味する） 

  



写真番号 １２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５ 

Ｎ０４７５ 山田町編の最初は、Ｒ４５号蓬莱橋最寄りの海側にある

防潮堤（北側末端部）の側面状況から。 多量の引き波

水量によって基礎保護用の舗装版が酷く破損してしまっ

た。 蓬莱橋下の河口が近く、末端処理自体は合理的。 

 

Ｎ０４７６ Ｎ０４７５と同じ箇所を海側から。 右のＲ４５号路面

が高いのは蓬莱橋の路面が洪水・高潮などに備えてある

程度高い設計になっているため。 引き波がこの路面を

超えるなどは、おそらく設計上考慮外と思われる。 

 

Ｎ０４７７ 蓬莱橋の南側たもとから２００ｍ近く南下したＲ４５号

上の歩道用桟橋の破損状況。 路面のコンクリート舗装

版や転落防止柵は流失し、受け金具しか残っていない。 

破損原因は、多量の浮遊瓦礫による柵への圧力か。 

 

Ｎ０４７８ 蓬莱橋南側たもとまで戻り、Ｎ０４７７の歩道用桟橋を

反対側から。 こちら側には残っている舗装版もあり、

破損原因は単純ではなさそうである。 

 

 

Ｎ０４８０ 同じたもとの反対側車線から川の左岸上流にある住宅地

の状況。 多くの家屋があったはずが、だいぶ疎らにな

った印象を受ける。 

 

 

Ｎ０４８１ 元の車線に戻り、川の右岸上流にある住宅地の状況。 こ

ちらの家屋群は、流失や解体済みが非常に多いことが一

目で分かる。 沿川の堤防高が低いなど、復興対策上の

悩みも深そうな印象を受けた。 

 

Ｎ０４８２ 津波災害の最初のアルバムで最初の写真Ｎ０３３７と同

じ位置から同一方角を写した１枚。 いろいろと片付い

てきた印象は受ける。 薬王堂の反対側から防潮堤をく

ぐって浜に出られる道路があることは今回分かった。 

 

Ｎ０４８３ Ｎ０４８２の解説で言及した道路で浜に出て、南東方向

の浜辺の様子を写した。 陸上で傾いたままの船や傾い

た家屋、そして一部が大きく傾いたり、倒れて底が見え

る防潮堤基礎ブロックのような塊などが写っている。 

 



写真番号 １２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５ 

Ｎ０４８４ Ｎ０４８３とはほぼ背中合わせの北北西方面を写した。 

基礎だけになっているが手前にも何棟か大きな港湾施設

があったはずである。 

 

 

Ｎ０４８５ Ｎ０４８４と同じ位置から東北東方向にあるＬ型の突堤

とそこに繋がる海上橋とを写した。 手摺（高欄）に損

傷が見られないのは、浮遊物が少ないことや今度の津波

に対しては低すぎたことが要因と思われる。 

 

Ｎ０４８６ Ｎ０４８４とＮ０４８５の間を補う方角のＬ型突堤の先

端方向を写した。 

 

 

 

Ｎ０４８７ ほぼ同じ立ち位置から、浜に出てきた薬王堂前Ｔ字交差

点の方向を写した。 撮影時はほとんど意識外だったが、

左側は押し波で完全に転倒したと思われる防潮堤の基礎

ブロック、しかも２ブロック連続で、のようである。 

 

Ｎ０４８８ Ｎ０４８７の左側連続写真。 この箇所が押し波に対し

て弱かったのは、移動式ゲートへの越流時荷重がそれを

支える役目も併せて持たされていた左側防潮堤ブロック

の想定強度を上回ったためではないかと推定。 

 

Ｎ０４８９ 撮影ポイントを北に少し戻し、町の中心部方面に不思議

な光景を見つけた。 それは、山田漁連のビルと防潮堤

との間にできた大きな水たまりである。 ヒントとして

防潮堤がそこだけ空いているが破損片も見当らない。 

 

Ｎ０４９０ 引き波の猛烈な流速と水量で出来た深掘れ、と考えれば

掘れた向きには無理が無くなる。 で、空いてしまった

防潮堤箇所から水たまりの水面を写したが倒れた防潮堤

ブロックが沈んでいるかどうかは確認できなかった。 

 

Ｎ０４９１ Ｎ０４９０の左側に連続する１枚。 足元に基礎ブロッ

クは残っていたので上部だけ倒れたようであり、写って

はいないが繋ぎの鉄筋が太さ本数とも弱々しく千切れて

残っていた。 では、何が上部を押し倒したのか。 

 



写真番号 １２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５ 

Ｎ０４９２ この１枚からＮ０４９６までの５枚は押し倒した原因を

把握する目的でのパノラマ展開となる。 まず、防潮堤

陸側の南南東方向。 足元だけ砂の堆積が少ない以外は

特に異様なものは見当たらない。 

 

Ｎ０４９３ Ｎ０４９２の右に続くパノラマ展開の２枚目で南南西方

向。 珍しい３階建てビルが残っていることと、おびた

だしい砂の堆積が全面的に見られる程度。 また低層の

家屋はほとんど残っていない。 

 

Ｎ０４９４ Ｎ０４９２の右に続くパノラマ展開の３枚目で西南西方

向。 せっかく頑丈な２階建ビルが基礎周辺の砂流失に

よると思われる非常に大きな傾斜沈降を来している。 

砂地に対する既設基礎杭の深さが気になる建物。 

 

Ｎ０４９５ Ｎ０４９２の右に続くパノラマ展開の４枚目で西北西方

向。 この方面は３階建ての混入率が高いせいなのか、

流失だけは免れているように見える。 内部構造に損傷

を受けていれば、いずれは解体されるとしても。 

 

Ｎ０４９６ Ｎ０４９２の右に続くパノラマ展開の５枚目（最後）で

北北西方向。 やっとお見せできるが、失われた上部ブ

ロックを繋いでいた鉄筋の引き千切り切断痕が分かる。 

被災時には当然、移動式ゲート扉はこの位置に無い。 

 

Ｎ０４９７ 結論を出す前にもう２枚ほど見ていただきたい。 まず

移動ゲートがＪＲ山田駅に繋がる広い道路用であること

（写真奥に駅あり）。 要するに引き波での浮遊瓦礫集積

ルートとしては最凶のルートとなる。 

 

Ｎ０４９８ そして閉塞時のゲートは両側を丈夫な柱で支えられてい

る。 結論は、引き波での防潮堤頂からの浅い越流状態

の時に、南側堤体に多くの浮遊瓦礫とその水平圧力が集

中し、柱の無い破損箇所が耐えきれなかったと推定。 

 

Ｎ０４９９ この写真からの連続８枚は、山田町中心部全体を把握す

るための３６０度全周のパノラマ展開とした。 まずは

例の薬王堂が４００ｍほど向うに見えるＲ４５号沿いの

南南東方向から。 

 



写真番号 １２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５ 

Ｎ０５００ Ｎ０４９９から右に続く３６０度パノラマ展開の２枚目

で南南西方向。 主材に太い鉄骨を使った建物と、山手

の少し敷地が高い家屋以外は、きれいさっぱり流失又は

解体済みとなっていて、やはり異様である。 

 

Ｎ０５０１ Ｎ０４９９から右に続く３６０度パノラマ展開の３枚目

で西南西方向。 右手に津波火災で黒く焼け焦げた１階

建てのＪＲ山田駅があり、そこから奥に見える三陸縦貫

道の山田高架橋下方面までは奥深く街区が連なる。 

 

Ｎ０５０２ Ｎ０４９９から右に続く３６０度パノラマ展開の４枚目

で西北西方向。 右手に上層階だけ白く飛び出て見える

のは町役場。 Ｎ０５０１の補足：高架橋近くの山田南

小学校や伯父宅は敷地が高く、津波浸水を免れた。 

 

Ｎ０５０３ Ｎ０４９９から右に続く３６０度パノラマ展開の５枚目

で北北西方向。 全般に北方面は残存率が高いが、３階

建ての混入率のほか、越波した船越半島付け根から僅か

でも遠くなることも関係しているのかも知れない。 

 

Ｎ０５０４ Ｎ０４９９から右に続く３６０度パノラマ展開の６枚目

で北北東方向。 Ｎ４９８までで扱ったゲートや転倒し

て見えなくなった防潮堤の空白ブロックは左手建物の陰

にある。 

 

Ｎ０５０５ Ｎ０４９９から右に続く３６０度パノラマ展開の７枚目

で東北東方向。 こうして正面から防潮堤の高さと建物

の津波被害を見比べれば、引き波でも防潮堤を超える水

深があったことは疑う余地が無くなる。 

 

Ｎ０５０６ Ｎ０４９９から右に続く３６０度パノラマ展開の８枚目

で東南東方向。 国道脇も歩道まで綺麗に片付き、利用

し易くなった。 

 

 

Ｎ０５０７ 船越半島に最も近い織笠地区の被災状況を取材する目的

でＲ４５号織笠大橋の起点側たもとから織笠川上流方

向。 眺望を得る良い場所が無いのが悩み。 未完成の

防潮水門支柱は今回出番が無く、寂しく佇んでいた。 

 



写真番号 １２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５ 

Ｎ０５０８ Ｎ０５０７と同じ撮影ポイントから、織笠川河口の対岸

方向。 橋の路面傾斜に騙されて写真が傾いたほか、建

物へのズームアップも不足で中途半端な１枚となった。 

大橋自体には何も損傷痕が無いことを幸いとしたい。 

 

Ｎ０５０９ 船越半島付け根の津波越波流として山田湾内への出口と

なった浦の浜をＲ４５号から分岐した下り道・陸橋部の

末端から。 この立ち位置にも冠水した痕跡がある。 浜

辺の瓦礫は、この夏の海水浴場開設を絶望視させる。 

 

Ｎ０５１０ Ｎ０５０９に続くパノラマ展開全４枚の２枚目。 瓦礫

の木材分別が進められていた。 歩道の転落防止柵の倒

れ具合が、押し波としての越波流の勢いが激烈であった

ことを物語っている。 

 

Ｎ０５１１ Ｎ０５０９に続くパノラマ展開全４枚の３枚目。 瓦礫

の分別をしないで取り敢えず積み上げた方の体積の多さ

に圧倒されるのでは。 

 

 

Ｎ０５１２ Ｎ０５０９に続くパノラマ展開全４枚の４枚目。 瓦礫

の山のピーク、さらにその向うに「鯨と海の科学館」を

特徴付けるドーム屋根の一部と旗状モニュメントが見え

る。 瓦礫山から湯気又は煙が少し出てて気になった。 

 

Ｎ０５１３ 下り道を降り切って、またも浦の浜方向からパノラマ展

開を始めることに。 防潮堤防が想定とは逆の裏からの

力で倒され、仲良く底面を覗かせている。 

 

 

Ｎ０５１４ Ｎ０５１３に続くパノラマ展開全５枚の２枚目。 

 

 

 

 

Ｎ０５１５ Ｎ０５１３に続くパノラマ展開全５枚の３枚目。 廃棄

木材のチップ化によるリサイクル搬出が行われているよ

うに見受けられた。 

 

 



写真番号 １２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５ 

Ｎ０５１６ Ｎ０５１３に続くパノラマ展開全５枚の４枚目。 遠く

の外洋に面した船越湾までの眺望を遮るように、幾重に

も瓦礫山が増えていた。 

 

 

Ｎ０５１７ Ｎ０５１３に続くパノラマ展開全５枚の５枚目。 瓦礫

山に隠れていた鯨館が３階以上だけは見えるようになっ

た。 歩いて降りてきた下り道の転落防止柵は、この写

真の方が倒れ具合の激しさを間近に観察できる。 

 

Ｎ０５１８ Ｎ０５１６で期待した船越湾方向の眺望を補おうと、Ｊ

Ｒ山田線跨線橋まで戻った際の１枚。 鯨館も見えてい

るが、モヤで目的は果たせなかった。 鯨館の３階まで

達したという浸水と線路の関係は、残念ながら不明。 

 

 


