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東北地方太平洋沖地震

発生時刻：平成２３年３月１１日（金）１４時４６分

震 源 ：三陸沖

（牡鹿半島の東南東約１３０km付近、深さ約２４km）

規 模 ：マグチュ－ド ９．０

断層の大きさ：長さ４５０km、幅２００km

地震の種類 ：海溝型地震、逆断層

最大震度 ：震度７（宮城県栗原市）



東日本大震災

東北地方太平洋沖地震、その後の大津波に
よる被害及びこれに伴う東京電力福島第一
原子力発電所事故等の災害を総称して

「東日本大震災」

と命名された。

平成２３年４月１日閣議決定



資料１ 東日本大震災における被害状況

人的被害 物的被害

死者 行方不明者 関連死 全壊 半壊

全国 15,883     2,651       2,303    128,808    269,871

宮城県 9,570        1,312          862      82,855    154,979

石巻市 3,264           452          243      19,953      13,118

気仙沼市 1,079          不明 109        8,483        2,571

東松島市 1,062             27            63        5,506        5,560
平成25年3月末現在



資料２ 避難者数 他

避難者総数 約27万8千人

仮設住宅数 約4万6千戸

県外避難者数

岩手県 約１,６００人

宮城県 約７,８００人

福島県 約５６,０００人
平成25年11月末現在



資料３ 東松島市の被害状況

浸水地域は市街地の６５％全国の被災市町村中最大
被害状況

• ●人的被害（１１月１１日現在) 

• 遺体収容者 １,０４７人
• 市民死者数 ９９８人(内市内での被災９１３人) 

• 行方不明者 ６９人
• 市民計 １,０６７人（全住民の約３％）
• ●家屋被害（１０月１１日現在) 

• 全壊世帯 ５，４４３棟
• 大規模半壊 ３，０４４棟
• 半壊世帯 ２，４５１棟
• 計 １０，９３８棟
• （全世帯の約７０％）
• ●流出・水没車両約１１,０００台
• ●避難者（最大） 約２万人
• ●避難所（最大） 約１００箇所
• (他市町分含む) 



資料４ 津波の高さ 地盤沈下 地殻移動 壊滅地区

10.3m         51cm       3.98m       8地区



資料５ 東松島市野蒜字南余景（M氏実家）

被災前 被災後 2011.3.12 現 在 2013.4.27

高野山真言宗 栖来寺 山本賢璋氏



復興地のいま

復興しているんでしょう？





復興地の現実

１．生活不活発病

２．人口流出、流入

３．初期報道格差、支援格差、復興格差

４．震災関連死 / 自殺者数

５．震災遺児・孤児



生活不活発病

仮設開成団地（約1,000世帯/石巻市最大）に入居のＴさんの場合

被災～避難所～仮設の過程で、持病の足痛が悪化し、一時歩行困難と
なり杖が必要だったが今は使用していない。投薬のせいで体がむくみ、
ネックのあるＴシャツと短パンが欲しい。ネズミ捕り粘着シートも欲しい。

『しかし、一番ほしいものは、お金です』



人口流出の実態

H22年10月 H25年3月 増減

宮城県 2,348,195    2,318,719   - 29,476

石巻市 160,826    151,263     - 9,563

気仙沼市 73,489       68,752     - 4,737

東松島市 42,903       40,343     - 2,560

平成25年4月1日現在



人口流入の実態

□福島県いわき市（人口約33万人）

約30,000人が流入



初期報道格差・支援格差・復興格差

災害公営住宅＆防災集団移転（宮城県H25.3.1現在）

種類 入居戸数 入居者数
プレハブ仮設住宅 20,737        49,376

民間賃貸住宅借り上げ住宅 20,713         54,639

その他の仮設扱い住宅 1,030          2,366

合計 42,480      106,381

入居予定 2014.春 2014.春 2016．春(集団移転）?



震災関連死

避難生活による疲労や持病

の悪化、精神的ショックなど

で体調を崩し亡くなるケース

を指す。自殺も含まれる。

福島県 １，572人

宮城県 ８73人

岩手県 417人

その他 ５４人

合計 ２,９１６人

2013.9.30復興庁まとめ



震災遺児・孤児 全県 １,６９８人

復興庁資料

宮城県/新聞資料



資料７ 生活環境の問題点

１．ストレス

２．ネズミ

３．結露

４．カビ、ハウスダスト

５．その他



応急仮設住宅
ひびき工業団地応急仮設住宅（東松島市） 2011.6.19



健康調査

宮城の仮設４万世帯調査（2012年9月～2013年3月）
プレハブ仮設：15,979世帯、みなし仮設：22,172世帯

・プレハブ入居 約半数が「持病」を持っている

高血圧、糖尿病、心疾患が多い

重度のストレス 約10%

・心の状態 プレハブ仮設 みなし仮設

心理的ストレス相当 45.3%           41.6% 

重度精神障がい相当 9.5%             8.0%

（ 不安や抑うつにより日常生活に支障をきたす恐れがある）



広域連携による持続的復興支援体制構築事業

独立行政法人福祉医療機構
平成２５年度社会福祉振興助成事業

助成区分：３．全国的・広域的ネットワーク活動支援事業

主管：まちづくりＮＰＯげんき宮城研究所



連携団体一覧

1.  災害支援ネットワークNPOかけはし（岡山県新見市）

２．NPOかなざわ志縁隊（石川県金沢市）

３．（人と絆）チャリティーライブ実行委員会（三重県津市）

４．NPO法人メディアージ（宮城県石巻市）

５．まちづくりNPOげんき宮城研究所（宮城県多賀城市）



支 縁 （支援ではなく、縁を支える）

キーワードは、「交流」

地域文化総力を挙げた、持続的継続的支縁体制の構築

支縁隊４７（ヨンナナ）プラットホーム構想

４７都道府県に支縁隊を創設し、民レベルの連合体を結成

平時は、地域貢献活動に従事しかつ相互交流を深め

有事には、一致団結して対応を図るグループ組織



事 業 内 容

１．実行委員会の開催

２．サロンの開催

３．イベントの開催

４． Ustream交流会の開催

５．映画自主上映会の開催

６．DVD教育紙芝居制作配布

７．事業報告会の開催

８．報告書の作成・配布



実 行 委 員 会

実行委員長 阿留多伎 眞人
（尚絅学院大学人間総合科学部生活環境学科長）

実行委員 大森 功資 （災害支援ネットワークNPOかけはし 代表）

同 熊野 盛夫 （NPOかなざわ志縁隊 代表）

同 鯖戸 伸弘 （（人と絆）チャリテイーライブ実行委員会 代表）

同 大矢 中子 （NPO法人メディアージ 代表理事）

同 髙橋 昌典 （まちづくりNPOげんき宮城研究所 代表理事）

全５回実施

第１回金沢市 H25.8.31

第２回新見市 H25.10.5

第３回津 市 H25.11.23

第４回石巻市 H25.12.27 

第５回金沢市 H26.2.16



サロン開設＆運営

パッチワーク教室 全10回 9/10 加賀文化総力を挙げた支縁例 1/27/28

「My箸づくり＆手打ち蕎麦、どら焼き」 宇宙志縁隊/NPOかなざわ志縁隊

ひびき工業団地仮設住宅③談話室（東松島市）

自作の箸で蕎麦を

活きたバイ貝

瑞穂丸/能登田谷船長より 建築用断熱材

福登建設（福井）様提供

宇宙志縁隊髙木隊長

支縁物資の搬送随時



マッチング＆コーディネート（１）

宇宙志縁隊/ＮＰＯかなざわ志縁隊（金沢市）

たなばた茶会＆染物教室



マッチング＆コーディネート（２）

マグロ解体ショー/バーベキュー＆イベント

（人と絆）チャリティーライブ実行委員会：三重県津市香良洲町

開成ささえあい拠点センター（石巻市）



Ｕstream 交流

NPO法人メディアージ（宮城県石巻市）
「震災復興から学ぶ」Google/Hangoutを利用した

佐賀-気仙沼-石巻ハングアウト（三元中継） 2012.11.22
佐賀大学文化教育学部附属中学校、気仙沼市立小原木小学校、石巻アイトピア通り商店街

○笑顔３１１ ○くじらステーション



演劇サロン 劇団アンゲルス（石川県金沢市）

2014.3.1（土）18:30開演 石巻市仮設開成団地 開成ささえあい拠点センター



東日本大震災長編ドキュメンタリー映画 文部科学省推薦 全編97分

「PRAY FOR JAPAN～心を一つに～」
６６回/１００回（自主上映会目標）

プロデューサー兼監督 スチュウー・リービー

㈱ＴＯＫＹＯ ＰＯＰ社創立者。日本の漫画を世界に紹介した
パイオニアであり、20年以上にわたり日本との交流を持つ。
マンガ原作著者でもあり、ハリウッドのプロデューサー組合
の国際委員会会長も務めている。

監督からのメッセージ：
『この震災について語られることは多々ありますが、この映画は、
名もなき英雄達の戦いの記録です 』

・監督のＨＰ：http://www.prayforjapan-film.org ＰＶ（ustream）
・上映会事務局のＨＰ：http://www.wadaiko.info

TOP⇒震災復興関連⇒PRAY FOR JAPAN

http://www.prayforjapan-film.org/
http://www.wadaiko.info/


稲むらの火（１） 原作：小泉八雲

昭和１７年制作（復刻版） ⇒ 平成２１年制作 ⇒ 平成２５年制作

DVD「稲むらの火」字幕制作事業
日本語・英語・ギリシャ語・字幕なし ２０１３年１２月２５日完成予定

「ラフカディオ・ハーンと津波」（小泉 凡：小泉八雲曾孫）

テイラー・アンダーソンさん（当時２４歳）米国人英語指導助手 （石巻市万石浦小学校）

駐日アメリカ大使 キャロライン・ケネディ閣下が同校を訪問

2014.7月 ギリシャレ/フカダ市小泉八雲没後110年記念国際シンポジウム開催

アメリカ、アイルランド、ギリシャ、日本他７００名参加 レセプションで贈呈式



各国翻訳バージョンと神戸新聞（２）

a



稲むらの火（３）



WAM助成事業 事業報告会
2014.2.16（日）14:00～

ITビジネスプラザ武蔵 6F 交流室１（金沢市）



事業報告会
「広域連携による持続的復興支援体制構築事業」

連携団体

災害支援ネットワークＮＰＯかけはし（岡山県新見市）

（人と絆）チャリティーライブ実行委員会（三重県津市）

ＮＰＯかなざわ志縁隊 / 宇宙志縁隊（石川県金沢市）

ＮＰＯ法人メディアージ（宮城県石巻市）

まちづくりＮＰＯげんき宮城研究所（宮城県多賀城市）

事例報告

金沢大学ボランティアさぽーとステーション（金沢市）

ＮＰＯ法人災害支え愛ネットワークさくら（金沢市）

ＵＳＴＲＥＡＭ配信

http://www.ustream.tv/channel/mediage



資料８ 宮城県岩沼市

大発見

「日本三大実録」：平安朝政府の公式文書（歴史書）、貞観11（869）年5月26日記述

ー陸奥国地大震動。流光如晝隠映。頃之。人民叫叫。伏不能起。－

http://jp.f1000.mail.yahoo.co.jp/ya/download?mid=2_0_0_1_2302539_ALZib3IAAGV%2FUn2J2wkWRXuXotw&pid=2&fid=Inbox&inline=1
http://jp.f1000.mail.yahoo.co.jp/ya/download?mid=2_0_0_1_2302539_ALZib3IAAGV%2FUn2J2wkWRXuXotw&pid=2&fid=Inbox&inline=1


資料９ 火山活動

2013.9.24

小笠原諸島 西乃島→



災害文化の創出・継承・伝承
東日本大震災を、1000年後の世代まで語り継ぐ

災害は（ いつか ）来る、ではなく（ いつも ）来る

地域で起こる自然災害を知り、学び、考え、そして行動する
日常生活の中で自然災害に対する物心の備え⇒災害文化の創出

【居安思危（こあんしき）】

居安思危：安きに居りて危きを思う
則思有備：思えばすなわち備えあり
有備無患：備えあれば患いなし

出典：「春秋」の注釈書「春秋左氏伝」 春秋：孔子の編集による史書、前480年頃編集の年代記

日本国憲法第２５条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなけれ

ばならない。

災害救助法 第１条 この法律は、災害に際して国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、
応急的に、必要な救助を行い、災害にかかつた者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。



団体情報

まちづくりＮＰＯげんき宮城研究所 / みちのく八雲会

〒985-0873  宮城県多賀城市中央2-25-3

多賀城市市民活動サポートセンター 事務ブース
〒983-0851  宮城県仙台市榴ヶ岡5 みやぎNPOプラザLCNo.7

（私書箱）

☎ 090-7526-7826  FAX 022-309-3706

E-mail:genkimiyagi@yahoo.co.jp

http://www.genki.miyagiken.biz/

http://blog.canpan.info/genkimiyagi

http://www.genki.miyagiken.biz/
http://blog.canpan.info/genkimiyagi

