
◎７月１７日追加撮影（金浜・山田町・波板・釜石市～陸前高田市編）のまとめ 

 

前回７月２日に次は大船渡に行ってみたいと父から要望され、前もって南方面行きを約束

してあったことと予報でも好天が予想されたため、１７日（日）に釜石で昼食、大船渡の

むこう隣である陸前高田までで引き返す大雑把な行程を念頭に決行したものです。 

 

その結果、８０枚くらいの撮影枚数となったためアルバムフォルダを以下の３件に分ける

ことにしました。 また、それぞれの内訳を続けて掲載します。 

津波災害（追加５）  ７月１７日追加撮影（宮古市金浜・山田町編）   ２３枚 

津波災害（追加６）  ７月１７日追加撮影（大槌町浪板・釜石市編）   ２８枚 

津波災害（追加７）  ７月１７日追加撮影（大船渡市・陸前高田市編）  ２７枚 

 

①７月１７日追加撮影（宮古市金浜・山田町編）の概要・・・・・・・・追加５ 

ア、宮古市金浜における津波防潮堤などの状況        Ｎ０５８０～ ８枚 

イ、山田町中央町の転倒かつ移動した防潮堤ブロック     Ｎ０５８８～ ２枚 

ウ、山田町船越の鯨と海の科学館              Ｎ０５９０～ ２枚 

エ、山田町船越の前須賀防潮堤上から周辺状況        Ｎ０５９２～ ８枚 

オ、山田町船越の前須賀防潮堤中央部            Ｎ０６００  １枚 

カ、山田町南端の四十八坂展望台から対岸の田の浜地区    Ｎ０６０１～ ２枚 

 

②７月１７日追加撮影（大槌町浪板・釜石市編）の概要・・・・・・・・追加６ 

キ、大槌町の浪板観光ホテル付近からの海岸眺望       Ｎ０６０５  １枚 

ク、釜石市北端の室浜漁港                 Ｎ０６０６～ ２枚 

ケ、釜石市鵜住居（うのすまい）町のＪＲ鵜住居駅周辺    Ｎ０６０８～ ８枚 

コ、釜石市にあるＲ４５号釜石高架橋とグレーンセンター   Ｎ０６１９～ ８枚 

サ、同市南部の唐丹（とうに）湾にある小白浜漁港の状況   Ｎ０６２７～ ９枚 

 

③７月１７日追加撮影（大船渡市・陸前高田市編）の概要・・・・・・・追加７ 

シ、大船渡市の太平洋セメント工場対岸の埋立地周辺状況   Ｎ０６３６～ ８枚 

ス、Ｒ４５号沿道高台から大船渡魚市場方向の眺望      Ｎ０６４４～ ３枚 

セ、陸前高田市内の海沿いを通るＲ４５号の路側状況     Ｎ０６４７～ ６枚 

ソ、住田町方面に向かうＲ３４０号跨線橋からの周辺状況   Ｎ０６５３～ ８枚 

タ、陸前高田市中心街のスーパーマイヤとその周辺      Ｎ０６６１～ ２枚 

  



津波災害（追加５）  ２３枚  内訳再掲載 

 

①７月１７日追加撮影（宮古市金浜・山田町編）の概要・・・・・・・・追加５ 

ア、宮古市金浜における津波防潮堤などの状況        Ｎ０５８０～ ８枚 

イ、山田町中央町の転倒かつ移動した防潮堤ブロック     Ｎ０５８８～ ２枚 

ウ、山田町船越の鯨と海の科学館              Ｎ０５９０～ ２枚 

エ、山田町船越の前須賀防潮堤上から周辺状況        Ｎ０５９２～ ８枚 

オ、山田町船越の前須賀防潮堤中央部            Ｎ０６００  １枚 

カ、山田町南端の四十八坂展望台から対岸の田の浜地区    Ｎ０６０１～ ２枚 

 

◎その他の修正補足 

宮古市金浜の防潮堤を写したＮ０５８１の説明で、「隔壁と海側基部しか残らなかった箇所」 

という記述を見直し、「隔壁を残して壊滅し緊急に復旧盛土した箇所」に改めました。 

これは、被災直後の土木施設の記録写真を目にする機会があり、この箇所は基部まで完全

に洗掘された状況であったことに合わせるものです。 

（黄色の背景着色文字は、最初の掲載後に校正を行った部分を示します。） 

  



［追加６単独分］ 

◎７月１７日追加撮影（金浜・山田町・波板・釜石市～陸前高田市編）のまとめ 

 

前回７月２日に次は大船渡に行ってみたいと父から要望され、前もって南方面行きを約束

してあったことと予報でも好天が予想されたため、１７日（日）に釜石で昼食、大船渡の

むこう隣である陸前高田までで引き返す大雑把な行程を念頭に決行したものです。 

 

その結果、８０枚くらいの撮影枚数となったためアルバムフォルダを以下の３件に分ける

ことにしました。 また、それぞれの内訳を続けて掲載します。 

津波災害（追加５）  ７月１７日追加撮影（宮古市金浜・山田町編）   ２３枚 

津波災害（追加６）  ７月１７日追加撮影（大槌町浪板・釜石市編）   ２８枚 

津波災害（追加７）  ７月１７日追加撮影（大船渡市・陸前高田市編）  ２７枚 

 

①７月１７日追加撮影（宮古市金浜・山田町編）の概要・・・・・・・・追加５ 

 （内容省略） 

 

②７月１７日追加撮影（大槌町浪板・釜石市編）の概要・・・・・・・・追加６ 

キ、大槌町の浪板観光ホテル付近からの海岸眺望       Ｎ０６０５  １枚 

ク、釜石市北端の室浜漁港                 Ｎ０６０６～ ２枚 

ケ、釜石市鵜住居（うのすまい）町のＪＲ鵜住居駅周辺    Ｎ０６０８～ ８枚 

コ、釜石市にあるＲ４５号釜石高架橋とグレーンセンター   Ｎ０６１９～ ８枚 

サ、同市南部の唐丹（とうに）湾にある小白浜漁港の状況   Ｎ０６２７～ ９枚 

 

③７月１７日追加撮影（大船渡市・陸前高田市編）の概要・・・・・・・追加７ 

 （内容省略） 

 

◎その他 

釜石市北端の室浜漁港から片岸町方面へ通行止めのため通り抜け損なった際、大きく大槌

町小槌を経由してＲ４５号に戻るしかなく、時間ロスを喫してしまいました。 

釜石では食事優先でファミレスの「まるまつ」に寄ったら大盛況（待ち客が多い）のため

かねてから覚えのある小川町の三重食堂に行先を変えて中華そばを摂って貰いましたが、

老夫妻の口にも合ったようで、また食べに来たいと褒めてもらいました。 

（黄色の背景着色文字は、最初の掲載後に校正を行った部分を示します。） 

  



［追加７単独分］ 

◎７月１７日追加撮影（金浜・山田町・浪板・釜石市～陸前高田市編）のまとめ 

 

前回７月２日に次は大船渡に行ってみたいと父から要望され、前もって南方面行きを約束

してあったことと予報でも好天が予想されたため、１７日（日）に釜石で昼食、大船渡の

むこう隣である陸前高田までで引き返す大雑把な行程を念頭に決行したものです。 

 

その結果、８０枚くらいの撮影枚数となったためアルバムフォルダを以下の３件に分ける

ことにしました。 また、それぞれの内訳を続けて掲載します。 

津波災害（追加５）  ７月１７日追加撮影（宮古市金浜・山田町編）   ２３枚 

津波災害（追加６）  ７月１７日追加撮影（大槌町浪板・釜石市編）   ２８枚 

津波災害（追加７）  ７月１７日追加撮影（大船渡市・陸前高田市編）  ２７枚 

 

①７月１７日追加撮影（宮古市金浜・山田町編）の概要・・・・・・・・追加５ 

 （内容省略） 

 

②７月１７日追加撮影（大槌町浪板・釜石市編）の概要・・・・・・・・追加６ 

 （内容省略） 

 

③７月１７日追加撮影（大船渡市・陸前高田市編）の概要・・・・・・・追加７ 

シ、大船渡市の太平洋セメント工場対岸の埋立地周辺状況   Ｎ０６３６～ ８枚 

ス、Ｒ４５号沿道高台から大船渡魚市場方向の眺望      Ｎ０６４４～ ３枚 

セ、陸前高田市内の海沿いを通るＲ４５号の路側状況     Ｎ０６４７～ ６枚 

ソ、住田町方面に向かうＲ３４０号跨線橋からの周辺状況   Ｎ０６５３～ ８枚 

タ、陸前高田市中心街のスーパーマイヤとその周辺      Ｎ０６６１～ ２枚 

（解説文中、黄色の背景着色文字は、最初の掲載後に校正を行った部分を示します。） 

  



写真番号 １２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５ 

Ｎ０５８０ Ｎ０４７４（追加２フォルダ収録）にも一部写っていた

宮古市金浜の防潮堤を超ワイド型の右回り３６０°パノ

ラマ展開として掲載。 ８枚中１枚目は、Ｒ４５号を挟

んだ山付きとなる最北端（高浜方向）から。 

 

Ｎ０５８１ ８枚中２枚目は、隔壁を残して壊滅し緊急に復旧盛土し

た箇所。 １枚目から観察すると、越流により陸側基礎

の浸食が進み、この２枚目までで全体破壊に至った過程

が連続している、貴重な資料（？）となっている。 

 

Ｎ０５８２ ８枚中３枚目には、表面保護用小型ブロックの流失など

により上部土砂が先に無くなった箇所も写っている。 

宮古湾の海面がこうやって覗けるとは、珍しいけれども

素直に喜べるものではない。 

 

Ｎ０５８３ ８枚中４枚目には、陸側の表面保護が壊れにくかった箇

所も見られる。 その差の原因が分かれば確実な保護の

ための技術力向上にも通じるのではなかろうか。 

 

 

Ｎ０５８４ ８枚中５枚目は南方面（津軽石方向）の遠景のみとなる。 

８枚中２枚目に写ったような大破した箇所は見当たらな

い。 さらにその先はＲ４５号と並行し、津軽石川河口

の左岸堤防を兼ねるようにもなる。 

 

Ｎ０５８５ ８枚中６枚目以降は防潮堤を写していないが、この１枚

には宮古湾温泉「ＭＡＲＳ（マース）」の建物と、移動の

ための愛車が写っている。 車内には実家両親が待機中

で、老齢のため車窓からのみで見学してもらった。 

 

Ｎ０５８６ ８枚中７枚目は、比較的新しい自動車専用道路の起点側

ＩＣアクセス道路とＲ４５号との交差点方向。 防潮堤

が守るはずだった建物は、丈夫なガソリンスタンド屋根

しか今は見えない。 山寄り盛土の大半はＪＲ山田線。 

 

Ｎ０５８７ ８枚中最後の８枚目は、自動車専用道路の起点側ＩＣア

クセス道路として切り通しに向かう登坂路が写っている

のが分かるだろうか。 本来見えるはずの民家の屋根群

は、廃車車両群のみに変わり、殺伐となってしまった。 

 



写真番号 １２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５ 

Ｎ０５８８ Google マップの衛星写真で山田町の防潮堤が大きく壊

れていた中央町の北浜寄り箇所。 びはんプラザ前Ｒ４

５号直近かつ堤体の陸側は平場空間、海側も建物が途切

れており越流水の速度圧で破壊＆移動が促進と推定。  

 

Ｎ０５８９ Ｎ０５８８の撮影アングルをより右側に変えて撮影。 

扉付きブロックに隠れていた短い（支柱型）ブロックも

見えるようになり、状況把握度が向上した。 衛星写真

の参照や保存は、必要に応じ各個人で実施されたい。 

 

Ｎ０５９０ 撮影場所を船越半島の付け根に移し、鯨と海の科学館に

注目。 １階部分は瓦礫に隠れたが、３階建ての上半分

以上が見えており、この３階にまで浸水したと新聞記事

にもあったとおり山田湾への越波の凄まじさが分かる。 

 

Ｎ０５９１ 鯨と海の科学館を更にアップ。 唯一空いている窓の下

端は、非常階段左側（右側は中間踊り場と見当）のうっ

すらと見える手摺から判断して床上１ｍくらいの高さ。 

痕跡は無いがこの位近くまでの浸水と思われる。 

 

Ｎ０５９２ ３６０°パノラマ展開全８枚中の１枚目で船越湾の最奥

部にある前須賀の防潮堤上から湾口方向。 足元の砂浜

は、越波流に砂が運び出されたのと地殻変動による地盤

沈下とで、すっかり痩せてしまった。 

 

Ｎ０５９３ Ｎ０５９２から始まる右回りパノラマ全８枚中の２枚

目。 砂浜の痩せ方は、浜の中央部がひどい。 対岸は

ＪＲ岩手船越駅よりも南側の山ノ内地区で、高台には供

用済みの山田道路起点側、船越ＩＣがある。 

 

Ｎ０５９４ Ｎ０５９２から始まる右回りパノラマ全８枚中の３枚目

で外洋向き防潮堤の中央方向。 堤防の陸側は、砕石が

敷かれた仮道のため分かりにくいが、越流により陸側地

盤がえぐれたようになっている。 

 

Ｎ０５９５ Ｎ０５９２から始まる右回りパノラマ全８枚中の４枚目

でＪＲ岩手船越駅方向。 駅舎や線路盛土はあまり地盤

が高くないため、瓦礫などに隠れ見えてはいない。 お

そらく大津波では浅い浸水に見舞われたと考えられる。 

 



写真番号 １２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５ 

Ｎ０５９６ Ｎ０５９２から始まる右回りパノラマ全８枚中の５枚目

で山田湾の浦の浜方向。 途中にも高い瓦礫山が築かれ

ているため、高い立ち位置にも係わらず浜辺の風景は防

風林上部以外には何も見通せない状況となっている。 

 

Ｎ０５９７ Ｎ０５９２から始まる右回りパノラマ全８枚中の６枚

目。 敷砂利による仮設道路以外の草原には、砂の堆積

が観察される。 

 

 

Ｎ０５９８ Ｎ０５９２から始まる右回りパノラマ全８枚中の７枚目

で外洋向き防潮堤の端部方向。 正面奥の建物は船越小

学校で、防潮堤の頂部よりも高い敷地のためか目立って

の被害は受けていないようにも見える。 

 

Ｎ０５９９ Ｎ０５９２から始まる右回りパノラマ全８枚中の最終８

枚目で、右寄り遠方に田の浜集落が見える方向。 その

手前には奥行き幅のある突堤も見ることができ、浜辺に

異物の散乱が見当たらないことに安堵と感謝が湧く。 

 

Ｎ０６００ Ｎ０５９３～５９５では見えにくかった、前須賀の防潮

堤中央部における著しい損壊状況を陸側から撮影。 大

規模な越波流によって基礎地盤から損壊しており、高盛

土での越波阻止兼用道路の造成が熱望されるところ。 

 

Ｎ０６０１ 船越湾口として半島側の田の浜地区と対を成す四十八坂

展望台（Ｒ４５号路側の休憩施設）から田の浜方向の眺

望を撮影。 トイレや自動販売機、レストラン１軒の利

用が可能な駐車場であり景観としても秀逸である。 

 

Ｎ０６０３ Ｎ６０１と同じ位置から望遠に切り替えて田の浜の被災

状況をクローズアップし超ワイド型にトリミング。 中

央の緑色屋根は、小屋裏階の明り採り窓に違いはあるが

以前Ｎ０３３８で屋根への砂堆積を指摘した建物。 

 

Ｎ０６０５ 大槌町の波板観光ホテル南側駐車場からの海岸状況。 

立ち位置にも津波痕跡があることや現在の海面との落差

を大きく感じること、建物と遠景との左右対比などから、

空間把握度の高い１枚となった。 

 



写真番号 １２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５ 

Ｎ０６０６ 片付けがあまり進んでおらず惨状の色濃い大槌町市街区

をなぜかただ通り過ぎて、海沿いを釜石市最北端に入っ

た室浜漁港にて。 右手遠景は大槌湾口を成す箱崎半島

の岬。 漁港施設の損傷と１隻だけの繋留が痛い。 

 

Ｎ０６０７ Ｎ０６０６の左側に連続する１枚。 左に６００ｍ以上

続く室浜集落は、高台に建つものが殆ど無く完全な壊滅

状態であった。（撮影後に釜石側に抜けようとしたところ

路面が約半分崩れた通行止めに遭い、引き返した。） 

 

Ｎ０６０８ 釜石市の中心部からは北に離れつつも賑わいのある街、

鵜住居町にて。 大津波で線路もろとも大破したＪＲ鵜

住居駅のホーム跡から、３６０°パノラマ展開で撮影を

試みた全８枚中の１枚目で、南南西方向。 

 

Ｎ０６０９ Ｎ０６０８から始まるパノラマ展開の右回り２枚目。 

中央左寄りにＲ４５号の直角曲がり交差点路面が見えて

いるのだが、残存率の高い３階建てビルに挟まれて目立

たない。 

 

Ｎ０６１０ Ｎ０６０８から始まるパノラマ展開の右回り３枚目。 

中央から右寄りにかけて幅のある２階建ては市役所の鵜

住居出張所。 ここまでの３枚で建物の残存が多く見え

ても google地図の写真と比べれば錯覚と分かる。 

 

Ｎ０６１１ Ｎ０６０８から始まるパノラマ展開の右回り４枚目。 

右手遠方のＲ４５号鵜住居川橋梁とは互いに見え合う関

係だったようで、４枚進めたＮ０６１５に写る緑色屋根

の３階建て住宅が、以前のＮ０５５２にも写っていた。 

 

Ｎ０６１２ Ｎ０６０８から始まるパノラマ展開の右回り５枚目。 

線路敷きを真っ直ぐ辿り鵜住居川を渡る箇所は鉄橋にな

っているはずで、その手前左側の小さな窓しかない建物

は雨水ポンプ場。 海水による施設損傷が気になる。 

 

Ｎ０６１３ Ｎ０６０８から始まるパノラマ展開の右回り６枚目。 

中央遠方の海面は大槌湾で、手前に市管理と思われる橋

が写っている。 この橋より下流で鵜住居川は大きく左

に折れるが、海側砂洲の消滅で流路は短かくなった。 

 



写真番号 １２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５ 

Ｎ０６１４ Ｎ０６０８から始まるパノラマ展開の右回り７枚目。 

ひとつ前の写真から続く中小河川堤防や鵜住居川本川堤

防に防潮堤機能を期待するべきではなかった。 なぜな

ら海岸堤防１本と防潮水門１ヶ所の方が最適だから。 

 

Ｎ０６１５ Ｎ０６０８から始まるパノラマ展開の右回り最終８枚

目。 Ｎ０６１１でも話題にしたこの建物は教員住宅。 

屋根の凹みは大型の浮上物体（船舶？）が勢いよく衝突

した名残りなのか、浸水の深さには身震いがする。 

 

Ｎ０６１９ 撮影場所を釜石港に変え、海面や釜石湾口、釜石大観音

の背中などがＲ４５号釜石高架橋桁下に臨めるベストな

位置からの３６０°パノラマ展開全８枚として、この１

枚目から続けてご覧頂きたい。  

 

Ｎ０６２０ Ｎ０６１９から始まるパノラマ展開の右回り２枚目。 

大津波に高さや強度で負けなかったこの高架橋は、とて

も頼もしい存在として目に写る。 白と緑の大型テント

は、復興に向け大活躍した自衛隊の野営用と思われる。 

 

Ｎ０６２１ Ｎ０６１９から始まるパノラマ展開の右回り３枚目。 

右手の高架型ベルトコンベアが一部垂れ下がり気味なの

は、支柱の損壊によるものか。 

 

 

Ｎ０６２２ Ｎ０６１９から始まるパノラマ展開の右回り４枚目。 

右端の建物最上部に記されたとおり、ここは大型の穀物

貯蔵施設である釜石グレーンセンター。 ベルトコンベ

アの支柱損傷は大型漂流物との絡み有無で決まりそう。 

 

Ｎ０６２３ Ｎ０６１９から始まるパノラマ展開の右回り５枚目。  

 

 

 

 

Ｎ０６２４ Ｎ０６１９から始まるパノラマ展開の右回り６枚目。 

ベルトコンベア屋根の損傷はここだけに見られる。 ま

た、支柱にスクラップ化した乗用車や得体の知れない資

材が絡んだままなのは当座邪魔にならないだけだろう。 
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Ｎ０６２５ Ｎ０６１９から始まるパノラマ展開の右回り７枚目。 

釜石高架橋の終点側カーブの一部が覗いて見える。 

 

 

 

Ｎ０６２６ Ｎ０６１９から始まるパノラマ展開の右回り最終８枚

目。 以前撮影したＮ０５４１以降のパノラマ展開とそ

んなには離れていないので、それぞれの死角を補い合う

などにより参考の度合いを高めて頂きたい。 

 

Ｎ０６２７ 釜石湾の南隣りにある唐丹（とうに）湾で最大の小白浜

（こじらはま）漁港にて実家老夫妻を中心に撮影。 水

産物の出荷用と思われる施設が傾いているほか、地殻変

動による地盤沈下で海面が岸壁に近すぎるのが分かる。 

 

Ｎ０６２８ 漁船繋留用の岸壁から小白浜漁港全体を眺望するために

３６０°パノラマ展開での撮影を行った１枚目。 

 

 

 

Ｎ０６２９ Ｎ０６２８から始まるパノラマ展開の右回り２枚目。 

右手遠くのトンネル坑口はＲ４５号の小白浜トンネル手

前から２度の分岐で通り抜けて来た漁業振興用のもの。 

この海抜高では浸水を免れず、中は真っ暗だった。 

 

Ｎ０６３０ Ｎ０６２８から始まるパノラマ展開の右回り３枚目。 

唐丹湾口は狭くない方であるが、途中左側の岬に隠れて

見えない。 後で判明するが、本来はここで左からの長

い突堤が横切り、沖合の海面を隠したはずである。 

 

Ｎ０６３１ Ｎ０６２８から始まるパノラマ展開の右回り４枚目。 

無事のように見える右手の一見離岸堤は、被災前の地図

によれば漁港の大半を波浪から守っていた左側から延び

る長い突堤の残存部と判明。 

 

Ｎ０６３２ Ｎ０６２８から始まるパノラマ展開の右回り５枚目。 

突堤が無事であれば、こちらが外洋への本来の通用口と

なる。 次の一枚に写る防潮堤の裏にも家屋敷地はある

が、少なめの平地が集落全体には幸いしたと思われる。 
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Ｎ０６３３ Ｎ０６２８から始まるパノラマ展開の右回り６枚目。 

漁船の陸側繋留ラインは、地形に合わせて５本ほどの折

れ線に分かれていることが編集作業で判明。 その規模

の大きさに感心し、残存隻数の少なさに痛みを感じた。 

 

Ｎ０６３４ Ｎ０６２８から始まるパノラマ展開の右回り７枚目。 

魚網と思われる黒山は、漂流した定置網等を集積したも

のか。 確かにこんなものが海中を漂ったのでは動力船

は湾内で立ち往生し漁場に出られなくなってしまう。 

 

Ｎ０６３５ Ｎ０６２８から始まるパノラマ展開の右回り最終８枚

目。 高台斜面に貼り付いて建つ家々は被災しても軽微

で済んだことだろう。 魚網の色分け集積はリサイクル

を意識したものであろうか。 

 

Ｎ０６３６ 大船渡市の太平洋セメント工場対岸にある埋立地にて、

３６０°パノラマ展開全８枚中の１枚目で突端方向。 

正面奥のコンテナ貨物船はブリッジの形が見慣れない。 

右手数隻の貨物船は賑やかだが支援関連だろうか。 

 

Ｎ０６３７ Ｎ０６３６から始まるパノラマ展開の右回り２枚目。 

海抜０ｍに建てたスーパーマイヤなど店舗、ホテル及び

営業所等は、少々の高潮でも営業困難となるため早期の

再開は望み薄なのではなかろうか。 

 

Ｎ０６３８ Ｎ０６３６から始まるパノラマ展開の右回り３枚目。 

画面中央はクレーン作業用などの台船と思われる。 海

面と岸壁とに殆ど高低差が無いことを直接確認できる１

枚となった。 

 

Ｎ０６３９ Ｎ０６３６から始まるパノラマ展開の右回り４枚目。 

大船渡の海浜特性として低い段丘が迫っている箇所が割

に多い。 このことが被害の蔓延をある程度防いでいる

とすれば、それは自然地形による恵みと言えよう。 

 

Ｎ０６４０ Ｎ０６３６から始まるパノラマ展開の右回り５枚目。 

画面中央にＮＴＴ関連の市外交換局と思われる施設が建

っている。 宮古市でも同様だが重要なインフラ関係施

設を津波常襲地域に立地させるのはもう止めて欲しい。 
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Ｎ０６４１ Ｎ０６３６から始まるパノラマ展開の右回り６枚目。 

看板で名乗っている建物は見てのとおりであるが、手前

の水溜りに注目すると塩分混じりのようであり潮汐で海

水が溢れたり滲み出たりするのだと思われた。 

 

Ｎ０６４２ Ｎ０６３６から始まるパノラマ展開の右回り７枚目。 

画面中央に太平洋セメント工場の煙突が見える。 この

工場との間には埋め立てで狭くなった海面が横たわって

いる。 

 

Ｎ０６４３ Ｎ０６３６から始まるパノラマ展開の右回り最終８枚

目。 （下見無しでの状況把握は、実は大船渡市役所内

に隔日であるが３日間詰める用事があったため、実景で

はないものの地図上や伝聞で状況をかじっていた。） 

 

Ｎ０６４４ Ｒ４５号沿道の高台から、大船渡魚市場方向を眺望した

１枚。 起伏の多いＲ４５号の特性を活かして撮影場所

を選んでみた。 ついでに言うとセメント工場の煙突方

向とも重なるようにした。 

 

Ｎ０６４５ 直前のＮ０６４４のアップ版（広角でなくなった程度）。 

左端にマイヤの看板が見えるので埋立地での撮影場所は

大雑把に言ってマイヤからセメント工場にかけての奥方

向であったことが分かる。 

 

Ｎ０６４６ Ｎ０６４５を更に３倍程度ズームアップした版。 主な

目的は魚市場の向う側、漁船繋留用の海面を路面と見比

べていだだくことにあり、大型土嚢で仕切ってはあるが

実際通ってきた体験としても高低差は僅かであった。 

 

Ｎ０６４７ 陸前高田市内の海沿いを通るＲ４５号の路側から広田湾

口の左端方向（左回りパノラマ展開６枚中の１枚目）。 

目前の平屋・建物群の立地場所も、その向う、高田松原

の残存林野敷地も、共に離島化して渡れなくなった。 

 

Ｎ０６４８ Ｎ０６４７から始まる左回りパノラマ展開６枚中の２枚

目。 少し遠くの野球場敷地も漏れなく離島化している

が、復旧を急がない理由は分かる。 実は球場の反対側

が大部分損壊や水没をして使い物にならないのである。 
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Ｎ０６４９ Ｎ０６４７から始まる左回りパノラマ展開６枚中の３枚

目。 方向としては大船渡市に抜ける通岡（かよおか）

峠方面であるが、ちょうど瓦礫山に隠れて見えないのは

残念。 峠の右手は箱根山で業務上縁の深かった所。 

 

Ｎ０６５０ Ｎ０６４７から始まる左回りパノラマ展開６枚中の４枚

目。 Ｒ４５号を挟んで遠く山寄りに建つのは高田高校。 

その手前水路の水面が広いのは、相対的な海面上昇で潮

位に連動してしまうようになった可能性が考えられる。 

 

Ｎ０６５１ Ｎ０６４７から始まる左回りパノラマ展開６枚中の５枚

目。 高田高校と同じくらいの距離に建つ八角形屋根は

市民体育館。 本来であればこんな風に見通しが良いは

ずはなく、現状からは原景観の想像は困難を極める。 

 

Ｎ０６５２ Ｎ０６４７から始まる左回りパノラマ展開６枚中の最終

６枚目。 仮設の堤防盛り土がＲ４５号を波浪から守っ

ている。 手前にＮ０６５０で言及した水路出口があり、

また遠くのホテルはまるで洋上に浮かぶように見える。 

 

Ｎ０６５３ 気仙川にほぼ沿いながら住田町方面に向かうＲ３４０号

の跨線橋から周辺を眺望した右回りパノラマ展開８枚中

の１枚目。 いろんな施設が視界に入っていて個別言及

には無理がある。 右下の荒い整地は線路敷の跡。 

 

Ｎ０６５４ Ｎ０６５３から始まる右回りパノラマ展開８枚中の２枚

目。 中央左寄りは県立高田病院で、左手前に別の跨線

橋が見える。 右寄りの水門は、気仙川河口に注ぐ内水

沼排水用。 Ｒ４５号の気仙川仮設橋梁も見えている。 

 

Ｎ０６５５ Ｎ０６５３から始まる右回りパノラマ展開８枚中の３枚

目。 気仙川の河川敷（高水敷）が広く対岸には水田も

多いため殺風景が３枚ほど続く。 

 

 

Ｎ０６５６ Ｎ０６５３から始まる右回りパノラマ展開８枚中の４枚

目。 沿道の幼い植樹が倒れたり津波痕跡のゴミを付け

たまま立っていたり。 足元地面にも津波痕跡があって、

海岸からかなり離れているのに津波到達度には驚く。 
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Ｎ０６５７ Ｎ０６５３から始まる右回りパノラマ展開８枚中の５枚

目。 （この１枚には目立った破壊痕跡がない。） 

 

 

 

Ｎ０６５８ Ｎ０６５３から始まる右回りパノラマ展開８枚中の６枚

目。 画面右寄りに跨線橋特有の落下物防護フェンスが

損傷を受けた状態で写っている。 遠方は気仙川上流で

あるが、遡上による被害は見えていない先にも及ぶ。 

 

Ｎ０６５９ Ｎ０６５３から始まる右回りパノラマ展開８枚中の７枚

目。 フェンス類が全て陸側に倒れ、押し波での勢力が

最も強かったことが分かる。 画面中央左寄りに自動車

専用道路・陸前高田ＩＣ工事の切り土が僅かに見える。 

 

Ｎ０６６０ Ｎ０６５３から始まる右回りパノラマ展開８枚中の最終

８枚目。 画面幅いっぱいの瓦礫は、金属類が多く特殊

であることから、鉄道関連のものかも知れない。 

 

 

Ｎ０６６１ 陸前高田市中心街のスーパーマイヤを背にした実家の老

夫妻をローアングルから撮影。 ３階天井まで完全に被

災している点で他の町よりも激甚な災害であったことが

分かる。 なお、被災前の市役所はこの後方にある。 

 

Ｎ０６６３ スーパーマイヤ以外の周辺建物状況としてＪＡ方向と対

比させてみた１枚。 住宅地図上はＪＡの周辺や、その

後方に沢山の家屋が存在していたが、３階天井を襲う水

深で木造２階建てが無事で済むはずはなかった。 

 

 


