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北上川下流河川事務所

震災から５年

復旧・復興はどこまで進んだのか

１．東日本大震災から５年間の取組

北上川下流河川事務所における災害復旧事業の進捗状況および復興に

向けた取組を「東日本大震災から５年間の取組」として取りまとめまし

た。

平成２３年３月１１日から５年を向かえようとしています。

東日本大震災により、管内の堤防など河川管理施設で多くの被害が生じました。

北上川下流河川事務所では、地震発生直後から河川管理施設の緊急復旧や、津波に

よる浸水地区の排水作業などを実施してきました。

現在も、甚大な被害を受けた鳴瀬川、北上川、旧北上川の河口部で河川管理施設の本

復旧、復興まちづくりと併せた堤防整備など、復興に向けた様々な取組を進めています。

資料名： 東日本大震災から５年間の取組

北上川下流河川事務所記者発表についてはホームページでご覧になれます。

ホームページアドレス【 http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/ 】

【記者発表会】石巻記者クラブ、古川記者クラブ

【問い合わせ先】

国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所

宮城県石巻市蛇田字新下沼80 TEL 0225-95-0194（代表）

技術担当副所長 佐藤 正明 （内線２０５）
さ とう まさあき

調査第二課長 佐々木 浩幸 （内線３６１）
さ さ き ひろゆき

※ 内容が多岐にわたるため、個別の内容については確認をして折り返す場合があります。
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東日本大震災から5年間の取組の総括

～平成２８年３月



地域の交通基盤の整備

地域産業の復興

平成2７年5月末、被災した｢東名駅｣
｢野蒜駅｣を高台に移転し、

仙石線が全線開通

事業の進捗状況(H28.3末見込）

用地

堤防（約6.6km）

現在の鳴瀬川河口
（H28.02.12撮影）

東松島市提供

東松島市提供

民間の支援団体の協力を得て、津波
が押し寄せた水田を除塩し、豊かに
実った稲を収穫

80年以上の歴史がある東松島の名
産｢海苔｣の養殖作業が復活

東松島市提供

被災者の住宅の確保

H26年3月末、東松島市内初の災害公
営住宅となる市営小松南住宅の鍵引き
渡し式が行われる。

東松島市提供

平成27年8月、三陸自動車道の
｢石巻河南IC｣より南の4車線化が完了

東松島市提供

東松島市提供

復旧・復興の様子

（野蒜水門）
本体施工状況

H27.10

（浜市排水樋門）
本体施工状況

H27.8

 鳴瀬川河口部の堤防は、震災から５年で概ね完成を迎えることとなりました。

 このほか、地域復興の象徴的な仙石線の全線復旧や三陸自動車道の「石巻河南IC」までの

4車線化や復興・災害公営住宅の入居開始など、地域の暮らしを支える各種基盤整備も着

実に進んでいます。

 これらが、地域の復旧・復興へのはずみとなり、地域の特色を生かしたまちづくりの更な

る進展が期待されます。

平成25年3月、被災し
た松島基地に、町のシ
ンボル｢ブルーインパ
ルス｣が帰還

震災で亡くなった子供達
のために、3月11日～5
月5日まで掲揚する｢青い
鯉のぼり｣

浜市

立石

下沼

中谷地
中下 JR仙石線

東名運河

東松島市鳴瀬川

震災後の鳴瀬川河口
（H23.04.05撮影）

仙台河川国道事務所HP

鳴瀬川

H2６.1

（下沼地先）
堤防基礎の地盤改良

H2６.２

（浜市地先）
護岸施工状況

（中下地先）
堤防復旧状況

H2５.５



長面地区に陸地が戻る

 人々と自然が共生していた日本の原風景たるヨシ原やのどかな田園風景が広がる北上川河

口部の堤防整備は、工事の最盛期を迎えています。

 北上川河口部の復旧は、津波で壊滅的な被害を受け海水に覆われていた北上長面地区の復

旧とともに進んできました。長面地区は、北上川の堤防復旧及び宮城県の海岸堤防復旧と

農地復旧工事を進める中で、5年ぶりに陸地が復活しました。また、北上川周辺の他地域

においてもトマト栽培等の工場が整備・計画されるなど、地域産業も復活してきました。

 また、地盤沈下により約半分の面積が消失したヨシ原が少しずつ回復し始めたことや、震

災の環境変化でいなくなった動植物も戻り始めるなど、東日本大震災のインパクトから自

然環境も一歩ずつ回復してきています。

ヨシ原が再生しつつあり、子供達による
ヨシ刈り体験も実施している

原風景との共生

震災によって陸地を失った｢長面｣地区に、
５年ぶりに陸地が戻る

（針岡地区）
発災間もなくの緊急道路の確保

復旧・復興の様子

新たなプロジェクトの始動

次世代施設園芸拠点として、
木質バイオマスと地下水を活用し、

トマト、パプリカ等を栽培予定

地場産業の復活に向けて

名産｢長面カキ｣の復活に
向け、カキ養殖に全力投球

石巻市提供

現在の北上川河口
（H27.12.09撮影）

石巻市提供

回復してき
た砂州に水
鳥も多く飛
来

（月浜第二水門）
本体施工状況

（長面地区）
堤防基礎の地盤改良

（十三浜地区）
発災後の堤防緊急復旧

（釜谷地区）
ダンプによる盛土の大量搬入

震災後の北上川河口
（H23.04.05撮影）

北上川

H23.3

事業の進捗状況(H28.3末見込）

用地

堤防（約17.9km）

地域農業の再建に向けた
ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞ-ﾀｰの建設

H27.1 H27.11 H23.4 H28.2

H27.12

長面

針岡

十三浜

釜谷

橋浦

石巻市

北上川

石巻市提供



復旧・復興の様子

街のにぎわいの復興

 津波などの水災害から市民そして市街地を守る重要な防御線として、旧北上川の堤防整備を

推進しています。

 市街地の旧北上川沿いには、堤防がほとんど無かったため、新たに用地の取得を進め、用地

が確保できたところから堤防整備を進める方針として、平成２７年９月から本格的な堤防整

備に入りました。

 石巻市街地は、古くから川湊として街が発展した成り立ちもあり、旧北上川と市民とが深く

繋がっています。そのため堤防整備後も、その関係を活かしつつ、新たに水辺を活かした街

として発展するよう「旧北上川かわまちづくり」計画を石巻市と一緒に計画をつくり、堤防

整備を進めています。

 計画づくりの具体としては、行政や学識者と市民が互いに意見を交わしながら、市民の使い

勝手のよい水辺空間そして街の発展を描きながら、検討を進めています。

 安全でにぎわいのある水辺空間の創出を目指して、これからも堤防整備を推進していきます。

市民と川とを結ぶ
「かわまちづくり」の計画づくり

水辺空間のデザインについて、地域と
｢市民部会｣において議論

石巻市提供

石巻市提供

護岸の基礎石に、
地域の想いを書き込み、

復興の礎に

<川開き祭り>
震災後、中瀬での打ち上
げ花火や、震災前と変わ
らぬ市民による孫兵衛船
競争が復活

復興関連の土地区
画整備事業のまち
びらきイベントで、
楽しそうに遊ぶ子
供達

石巻市提供

（右岸中央地区）
鋼管杭施工状況

（左岸河口部）
堤防基礎の地盤改良

（盛土の本格着手）
いよいよ盛土工事に着手

国内有数の水揚げ量を
誇る｢石巻魚市場｣も全
面再開
朝のせりも活気がみな
ぎる

石巻市提供

事業の進捗状況(H28.3末見込）

用地

護岸（約18.1km）

導流堤・築堤（約1.2km）

旧北上川河口部のバーチャルリアリ
ティ（VR）を作成し、市民に分かり易
い説明ツールとして活用

堤防完成後をイメー
ジしながら、市民と
一緒に歩く｢かわまち
ウォーク｣を開催

５年ぶりに「北上川
フェア」が復活。多
くの市民が旧北上川
と人との繋がりを感
じた

人々が集う場として新たに
「橋通りCOMMON」が
誕生

震災により中断していた
｢孫兵衛船｣競漕が、平成
２６年から復活

震災直後の旧北上川河口
（H23.03.11撮影）

中瀬

石巻市
現在の旧北上川河口
（H28.02.12撮影）

八幡町日和山

旧北上川

石巻漁港

石巻市場

中央
住吉

湊町

旧北上川




