
◎７月 ２日追加撮影（釜石・大槌・田老・島越編）の概要 

 

前回、６月１２日の夕刻に通り掛かった釜石市で、ＪＲ釜石駅とその周辺の俯瞰写真１枚

だけしか写せなかったことが心残りとなり、約３週間後である７月２日（土）に宮古市の

実家を定期訪問するスケジュールの中で、出発時間をかなり早めてでも釜石回りの選択と

途中での停車時間確保による津波関連の追加撮影を行うことにしたものです。 

 

釜石港から少し離れたＪＲ釜石駅周辺の記憶や、夕食時に聞き込んだ釜石駅からほど近い

スーパーマイヤの隣接地までしか浸水していないとの口コミ情報から判断し、取材範囲を

港周辺（甲子川河口の警察署付近で８枚、同じく河口のＲ４５号橋梁付近にて７枚、及び

輸入穀物の大規模貯蔵施設であるグレーンセンター付近の８枚）だけに絞りました。 

また、新しい自動車専用道路の終点側を降りた釜石市片岸町では少しだけ起点側に戻った

Ｒ４５号の鵜住居川橋梁の歩道上で３６０°パノラマ撮影を行い（８枚）、大槌町吉里吉里

地区の陸側撮影（走行中の窓から３枚）、および同町波板海岸ではＲ４５号の反対車線側に

徒歩移動のうえ砂浜が消え失せた波打ち際の撮影（１枚）ができました。 

 

実家での昼食後は、父の要望により田老よりも遠い方面へドライブすることになり有名な

北山崎を目指しましたが、濃い霧モヤで写真の撮影効果はがっかりなシーンが多くなりま

した。 それでも田老漁港とＸ堤防（前回６月１２日の反対側４枚）、三陸鉄道の島越駅が

激しく被災した状況（３枚）はご覧いただけるかと思います。 （ほかに景観写真２枚） 

そしてこの日の最後は、夕刻に通り過ぎることとなった田老町の陸側を走行しながら盲目

シャッターで試しに撮り収めたものから選んで掲載（３枚）してみました。 

 

ア、甲子川河口の釜石市嬉石町にある釜石警察署付近   ８枚 

イ、Ｒ４５号甲子川橋梁付近（川の右岸にて）      ７枚 

ウ、釜石グレーンセンター（の海側）付近        ８枚 

エ、Ｒ４５号鵜住居川橋梁の歩道上から         ８枚 

オ、大槌町吉里吉里地区の陸側（Ｒ４５号上から）    ３枚 

カ、Ｒ４５号の海側・路側帯から見た波板海岸状況    １枚  以上、午前３５枚 

キ、田老漁港にある４階建てなどの施設とＸ堤防     ４枚 

ク、田野畑村海岸部にある三陸鉄道島越駅の被災状況   ３枚 

ケ、Ｒ４５号の巨大アーチ橋「思惟の大橋」を直下から  １枚 

コ、最終目的地「北山崎」の霧モヤ時の残念な風景    １枚 

サ、田老町市街区域（Ｘ堤防の陸側かつＲ４５号上から） ３枚  以上、午後１２枚 

 

北山崎からＲ４５号に戻る際、直接出られるコースを標識どおり進んだところかなり狭い

山道が延々と続いたため、不安まみれでかなりの冒険をしてしまいました・・・。 

  



写真番号 １２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５ 

Ｎ０５２４ 釜石市嬉石町にある釜石警察署付近で警察署正面から始

まるパノラマ展開全８枚の１枚目。 左側には甲子川河

口の右岸堤防（低い）が見える。 警察署駐車場は利用

されているようだが、オフィス機能は未回復に見えた。 

 

Ｎ０５２５ Ｎ０５２４から始まる右回りパノラマの２枚目。 地図

によれば、この建物はコミュニティ住宅Ｘ号棟。 窓の

様子を見れば３階までの罹災は明らか。 

 

 

Ｎ０５２６ Ｎ０５２４から始まる右回りパノラマの３枚目。 完全

水没したであろうはずなのに、流失を免れている建物は

軽量鉄骨などの比重が関係したものか。 

 

 

Ｎ０５２７ Ｎ０５２４から始まる右回りパノラマの４枚目。 左奥

山寄りの道路はＲ４５号で左方向が大船渡方面で間近に

嬉石トンネルがあり、右方向には直角曲がりの松原交差

点がある。 右手の建物は鉄骨コンクリート造らしい。 

 

Ｎ０５２９ Ｎ０５２４から始まる右回りパノラマの５枚目。 奥に

見える高架橋は三陸鉄道の南リアス線鉄橋。 さらに奥

には常時水蒸気を吐き出している釜石製鉄所の火力発電

所と思われる煙突が見えている。 

 

Ｎ０５３０ Ｎ０５２４から始まる右回りパノラマの６枚目。 建物

についての情報は不明だが、２階なのに浮遊してきたか

も知れない瓦礫が片付け切れずに残っているように見え

る点が過激。 

 

Ｎ０５３１ Ｎ０５２４から始まる右回りパノラマの７枚目。 この

建物もコミュニティ住宅Ｘ号棟らしい。 鉄骨造りなの

に上部階も壁も無くなっているのは、下場の整理された

様子から、解体が進んでいる途中とも受け取れる。 

 

Ｎ０５３２ Ｎ０５２４から始まる右回りパノラマの最終８枚目。 

建物の流失や損壊などにより甲子川河口の対岸に置かれ

ているクレーン等が頭だけ見えているが、その姿全体と

川の水面は、こちら側の堤防に遮られて見えない。 

 



写真番号 １２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５ 

Ｎ０５３３ 先ほど紹介した松原交差点を曲がり終わった後のＲ４５

号甲子川橋梁付近（川の右岸にて上流方向を臨む）。 こ

の方角から右回りで不完全なパノラマ展開が始まる。 

 

 

Ｎ０５３４ Ｎ０５３３から始まる右回りパノラマの２枚目。 付属

する照明灯以外には橋に目立った損傷は見当たらないよ

うであり、被災直後からの交通確保に役立ったことは喜

ばしい。 

 

Ｎ０５３５ Ｎ０５３３から始まる右回りパノラマの３枚目。 遠目

ながら甲子川対岸の建物群にも津波被災の爪痕が窺がわ

れる。 

 

 

Ｎ０５３６ Ｎ０５３３から始まる右回りパノラマの４枚目。 甲子

川河口までの水面と対岸の様子が見える。 緑と白の大

型テントは、被災地で様々な救援活動に当っている自衛

隊の野営用と思われる。 津波の再来襲等が気掛かり。 

 

Ｎ０５３７ Ｎ０５３３から始まる右回りパノラマの５枚目。 右岸

堤防は低いけれどもその分丈夫だったように見える。 

ただ単に、今回の津波の規模が大きすぎただけであり、

想定と現実の大きな食い違いに思いが至るところ。 

 

Ｎ０５３８ Ｎ０５３３から始まる右回りパノラマの６枚目。 高層

ビルの１階部分支柱が大型鉄骨むき出しの異例な状況を

呈している。 中央右寄りの白いボケはレンズに付いた

ゴミ。（なかなか気付けなくて残念。） 

 

Ｎ０５３９ Ｎ０５３３から始まる右回りパノラマの最終７枚目。 

ビルの真正面向きをハショることにしたため、直前のＮ

０５３８とは、実は厳密には繋がらない。 左側方向へ

向かう車用の松原交差点Ｔ字路標識が写っている。 

 

Ｎ０５４１ 輸入穀物の大規模貯蔵施設である釜石グレーンセンター

（の海側）付近交差点にて。 この１枚から連続８枚で

右回りの３６０°パノラマとした。 上部を横切るのは

穀物運搬用の高架化されたベルトコンベア。 

 



写真番号 １２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５ 

Ｎ０５４２ Ｎ０５４１から始まる右回りパノラマの２枚目。 コン

ベアや倉庫・貯蔵穀物の汚損を考えるとその被害と洗浄

復旧手間の大きさにめまいがしてくる。 

 

 

Ｎ０５４３ Ｎ０５４１から始まる右回りパノラマの３枚目。 右側

の建物は、エヌエスオカムラという新日本製鐵と（株）

岡村製作所との合弁会社工場で、オフィス家具を作って

いたようである。 

 

Ｎ０５４４ Ｎ０５４１から始まる右回りパノラマの４枚目。 瓦礫

の特徴として木材ではなく細い鉄パイプ状のものが多い

のは、出荷前の製品又は組立前の材料かもしれない。 

 

 

Ｎ０５４５ Ｎ０５４１から始まる右回りパノラマの５枚目。 この

写真奥や直前の工場敷地奥を中心に古くからの商店街が

横たわっているらしく、ここに写っている建物群は、い

わば工業地帯と商業地帯の境目にあたる。 

 

Ｎ０５４６ Ｎ０５４１から始まる右回りパノラマの６枚目。 大津

波のピークでも水没しなかったＲ４５号釜石高架橋終点

側（宮古方面）が見える。 山に当ったところにはトン

ネル抗口もあるが、ここからは隠れて見えない。 

 

Ｎ０５４７ Ｎ０５４１から始まる右回りパノラマの７枚目。 高架

橋真下の道路は柱敷地で車線が別れており、左に行くと

Ｎ０５４５で言及した商店街に出る。 桁下に覗く建物

は、青が新日本製鉄、その隣は釜石港湾の合同庁舎。 

 

Ｎ０５４８ Ｎ０５４１から始まる右回りパノラマの最終８枚目。 

釜石高架橋の起点側と先ほどの高架化されたベルトコン

ベアとが立体交差する、珍しい風景を形成している。 

 

 

Ｎ０５４９ 写真やや奥の山裾にある自専道アクセス道路の交差点を

通り、少し起点側に戻ったＲ４５号鵜住居川橋梁の歩道

上から。 ここの道路情報板は設置に関与した記憶があ

るだけに損傷等で機能していないのは残念。 

 



写真番号 １２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５ 

Ｎ０５５０ Ｎ０５４９から始まる右回りパノラマの２枚目。 堤防

よりもうず高く積まれた瓦礫に気押されてしまう。 も

のすごい数・量の元現役家屋資材が廃棄されているから。 

 

 

Ｎ０５５１ Ｎ０５４９から始まる右回りパノラマの３枚目。 鵜住

居川の下流方向には手前のＪＲ山田線鉄橋と通常の道路

橋が重なって続く。 

 

 

Ｎ０５５２ Ｎ０５４９から始まる右回りパノラマの４枚目。 この

方角には鵜住居地区の主要な施設が集中しており、まと

まった市街を形成していたが、低層の家屋などは瓦礫の

山に置き換わった印象が強い。 

 

Ｎ０５５３ Ｎ０５４９から始まる右回りパノラマの５枚目。 鵜住

居川橋梁の終点側（宮古方面側）から見たほぼ全体像と

なる。 

 

 

Ｎ０５５４ Ｎ０５４９から始まる右回りパノラマの６枚目。 

 

 

 

 

Ｎ０５５５ Ｎ０５４９から始まる右回りパノラマの７枚目。 左手

には鵜住居川の水面が覗かれ、更に奥の方に渡ってきた

ばかりの、自専道の現在の終点ＩＣを形成する橋梁が架

かっているのが見える。 

 

Ｎ０５５６ Ｎ０５４９から始まる右回りパノラマの最終８枚目。 

雇用促進住宅など各アパートの住民は、防潮堤を兼ねる

堤防と、ＪＲ線路の盛り土及びＲ４５号を越えて３階床

以上の津波が襲うとは夢にも思ってなかったでしょう。 

 

Ｎ０５５８ 大槌町に入り、その中心部を過ぎた吉里吉里地区にて、

走行中のＲ４５号上の車内から撮影。 激励のぼりを並

べている津波被災したガソリンスタンドの営業状況まで

は確認できなかった。 

 



写真番号 １２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５ 

Ｎ０５５９ 同じく車内から、緩い下り坂に続きやや緩い左カーブに

入る手前で左側車窓ごしに撮影。 中ほどには海辺に建

つ漁業関連施設の３階や、欄干が複雑にねじ曲がった例

の陸橋も見える。 超ワイド撮影の説明は次葉にて。 

 

Ｎ０５６０ 同じく車内から、件の建物と陸橋が良く見える。 直前

の写真とこの写真は、元の広角写真の上下をトリミング

することで超ワイドに感じられる手法を採用（同時に縮

小率も０．５０倍で調整）。 

 

Ｎ０５６１ Ｒ４５号の海側・路側帯から、大槌町波板海岸の状況。 

海岸に降りる歩道はそのうち整備頂くとして、国道から

眺めるにはここら辺がベストビュー。 砂浜が痩せて来

たのは知っていたが、大津波で消えてしまった。 

 

Ｎ０５６４ 午後に変わり実家両親と訪れた田老漁港のＪＦたろう貯

水貯氷施設（４階建て）前にて。 極端なローアングル

を使い、人物が小さくならないように撮影。 Ｘ堤防の

海側では４階床以上の浸水深さになることが分かる。 

 

Ｎ０５６５ 同じく田老漁港にて、Ｘ堤防海側末端部（山付けのため

Ｌ型に曲げている箇所）の損壊状況。 通用ゲート自体

は弱くなさそうだが、その周辺など込み入った箇所での

強度余裕に課題を残したのではなかろうか。 

 

Ｎ０５６６ Ｎ０５６５に続く左回りパノラマ全３枚の２枚目。 ２

線あるＸ堤防の手前側に連続して欠けた箇所がある。 

重くて堅いはずの堤体がなぜ壊れるのか、メカニズムの

究明が急務と感じたところ。 写真左手は魚市場。 

 

Ｎ０５６７ Ｎ０５６６に続く左回りパノラマ全３枚の３枚目。 右

手少し奥にゲート６門の水門が見え、左側に連続するは

ずの堤体がそこでも欠けている。 写真中央は集積され

た瓦礫。 霧モヤが濃くなったので連続撮影は止めた。 

 

Ｎ０５６８ 北上を続けて道の駅「たのはた」でアイスクリーム休憩

をとり、海岸に出るだけの下り道に迷いながら噂の三陸

鉄道・島越駅に到着。 線路の高架橋も、それに合わせ

た高い駅舎も見事なほど破壊し尽くされていた。 

 



写真番号 １２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５ 

Ｎ０５６９ 水没を免れ得なかったトンネル（宮古側）と、駅までの

高架橋だったコンクリート塊の一部を撮影。 見ただけ

で呆然となるが、わざわざ斜面を選んで建てられた民家

が無事であることに、少しだけ救われる。 

 

Ｎ０５７０ 先の無い登り階段の手前にある八角形の建物跡は乗客の

待合せ用だったのだろうか。 右手の宮沢賢治との関わ

りを記念したモニュメント共々、カラータイルが余計傷

ましさを増長させて見える。 

 

Ｎ０５７１ 道の駅「たのはた」のすぐそばにある思惟の大橋を島越

駅までの下り道から見上げた絶景。 巨大構造物の造形

美によるこれはご褒美。 ただ、Ｒ４５号と海岸までは

落差が大きく、方向感覚を狂わせるほど遠回りだった。 

 

Ｎ０５７２ 今回ドライブでの最終目的地「北山崎」に着き、腰に障

害のある父を駐車場に置いて１０分ほど歩いた展望台な

のに、濃い霧モヤ状態の残念な風景。 本来はずっと先

まで断崖が続いて見えるはずですが、証拠写真です。 

 

Ｎ０５７６ 帰路、夕刻に通りかかった旧田老町市街区域（Ｘ堤防の

陸側）をＲ４５号上の車窓から。 撮影ポイントは中心

部よりはやや北寄り。 営業中ののぼり旗を掲げるガソ

リンスタンドは復興の足掛りとして頼もしく見える。 

 

Ｎ０５７７ 同じく車窓から、先ほどのスタンドを少し通り過ぎた箇

所。 空いた空間がすぐ埋まっていくのか、それとも規

模の大きな高台移転に転換するのか、一戸一戸の選択と

行政による調整が未来を決めていくことでしょう。 

 

Ｎ０５７９ この日最後の１枚は、津波対策に苦心を重ねてきた元の

田老町役場が右端に写り込んだ市街地域の１シーン。 

遠景にピントが合ったため、走行ブレは手前側だけで済

んで助かった。 盲目シャッターで角度補正が大きい。 

 

 


