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に遭遇して
気仙沼市津谷大沢区振興会

災害対策事務局 菅 原 梅 男

① (は じめに)

皆さん、こんにちわ。気仙沼市津谷大沢区振興会 (自治会)災害対策事務局の菅原梅

男です。

今日は、アプカスさんのご案内で海外から遠路この地までお出でいただき、私たちの

話を聞いていただけること、大変ありがたく、心から歓迎を申し上げます。

② (ア プカスさんと地区の関わ り)

アプカスさんは、先の東日本大震災発生時、被災 した大事な地区民を抱え混乱を極め

ている時に、いち早 く駆けつけられて以来、物心両面から大きな支援を続けていただい

ております。

そ して、地区民のよりどころの集会所を津波で失い困窮 していることに心を痛められ

た石川代表は、私たちにこのような立派な施設を作 ってくださいました。

私たちは、『おんぶにだっこ』という言葉のように、被災者の不自由を和 らげるべき

をこえて地区の不自由まで願い出ましたが、快 く叶えて くださいました。

完成の感激止まぬこの集会所、最初のお客様がアプカスさんのお客様で、 しかも、国

境を越えて私たちの被災の実態と、それを乗 り越えようとしいてる動きが伝わることに、

不思議過ぎる縁を感 じます8

③ (震災の発生 )

私は、 10年前、 40年勤めた旧本吉町職員を定年退職 しました。

型にはまった生活から開放されほっとしたものの、決まった予定 も目標 もない生活にイ

ライラし、そのス トレスを代々受け継いできた漁業権と小型の所有船を利用 して、海に

発散させようと思い立ちました。

いわゆる漁師の真似ごとを始めたのです。 10年経 っても趣味の域をでないままです

が、持病の脳出血とその後患 った心筋梗塞の リハ ビリには十分すぎて、家族の苦言 も出

始めま した。

そうした中、昨年 3月 11日 、この私のささやかな生きがいを船ごともぎ取 られたど

ころか、地区の鉄道 も道路 も家屋 も根こそぎもぎ取 られる大惨事が起こりました。

津波の高さは、 19.37メ ー トル (後 日の測量結果)に まで達 し、地震から津波到

達迄の時間はか約 20数分という猛スピー ドで、防災無線の 6メ ー トルの呼びかけ放送

は、避難者に多少油断を与え感があり、改めて想定という言葉に疑問も持ちました。
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幸い津波はわが家の入 り口 50メ ー トル手前で止まり、難を逃れたことから、高台に

集まった振興会役員の方々との相談に入 りました。

④ (被災者を地区内でお世話することに)

家屋の流失、損壊から多 くの被災者がでたことが分かりましたが、避難所となるべき

集会所が流失 したことから、 3キ ロ先の市の公民館を案内するしかありませんで した。

だが、降 りしきるみぞれに濡れた方々を一刻 も早 く暖める必要があると同時に、毎 日

笑顔を交わ してきた仲間であります。

『被災 しない家庭 も多 くある。』即座に、地区内の家庭でお世話することが決まりま

した。  ′

そして、夕方 6時迄には、 21世帯 66人を配宿することができたのであります。

(大沢区は、現在、 140世 帯、 400人 でありますが、最近公営住宅や老人福祉施設

が建設され増加 したが、旧来からの住民は60数世帯で、その比較では被災割合が大

きく被害は甚大)

驚いたのは翌日か らの再確認で、地区外から親戚を頼ってこられた被災者 28世帯

72人が避難 してお りました。

合わせて 49世帯 138人 の方々を仮設住宅入居等の第 2次避難が決まるまで、 3ヵ

月間地区内の家庭でお世話いたしました。

この対応を『民泊方式の被災者支援』と報 じた新聞もありました。

市へ避難所として認めてもらう届出にはじまり、葬儀屋、お寺を回ってのろうそく集め、

食料物資の協力依頼、老人や介護を要する家族のいる家庭の暖房対策、通院患者の送迎、

一 日2回の全世帯集会で、健康チェックと情報の伝達 も続けました。

また、罹災証明や仮設住宅の入居申請、 50隻流失 した漁船の手当、役員を中心にでき

ることは、何でもやろうと無我夢中で走 り回 りました。

しかし、地区上挙げての対応の中でも、大きな避難所がよかったのではないか ?な ど、

責任を感 じる、一抹の不安がありましたが、避難所解散時の涙の別れは、そんな心配が

不要だったことに安堵 しました。

(電気は 5月 30日 、水道は 6月 14日 、電話は 7月 27日 それぞれ復旧)

⑤ (地区復興計画の策定)

一段落 して、 6月 から役員も私 も漁協の海岸瓦礫撤去作業に 10ヶ 月間従事 しました

が、仕事を しなが ら話合いを続ける中で、次は地区の復興について考えようということ

になりました。

昼は仕事、夜は会議を持ち、 10月 に『津谷大沢区震災復興会議』を立ち上げました。

アプカスさんや、グラウンドワーク協会等支援団体代表にも参加 してもらい、 37人
の委員で計画を練 り、特にグラウンドワーク寒河江の団体からは、まちづくりの専門家
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を派遣いただき指導、助言を貰いました。

6ヵ 月を要 して復興計画が出来上が り、地区の総会を経て早速、気仙沼市長さんに提

出し、計画の実施促進に力を貸 してくださるよう要望いたしました。

⑥ (計画のねらい)

(1)被災 し地区を離れている方々を一 日も早 く迎えて一緒に地域づ くりに取 り組むこと。

(伝統文化や新 しい試みを通 じて交流 しながらの思いで、塩炊 きや、 くん製を開始 )

(2)そ して、安心安全な地域づ くりが優先 (地区を生活と生業圏として再生強化する)

(3)大震災の教訓|を風化させない (語 り継 ぐと同時に、記録や物的なもので残す。復興計

画書、被災前後の地区航空写真、津波到達点までの縦断測量、被災当時の住民の思い

を聞き取 り記録する。相談交流の場、資料保存のため集会所を早期に建設する等々)

※特に、(1)、 (3)に ついては、経年変化による薄れを心配 し、平成 23年度農林水産

省の補助金と支援団体の協力でほぼ実施できている。)

⑦ (国内外からの多大な支援に感謝 )

私たちが、 3ヵ 月間の緊急支援を続けられたのは、その間に物心両面から多大の協力

支援をいただいた、国内外 100を 越える個人、団体の皆様のお陰でありました。

そして、捜索、瓦礫撤去、治安、防火、給水、ライフラインの復旧等、あらゆる面で、

自衛隊、警察、消防など国や地方、業界等関係皆様が力を結集され、支援いただいたこ

とに対 し、今はただ、ただ『感謝とありがとう』の言葉を繰 りかえすのみでありますが、

きっと立ち直って皆様のご恩に報いたい、その一心で頑張ってお ります。

③ (お わ りに)

私たちが、今日まで何とか活動できているのは、被災を免れた世帯が多かったことも

あり、また皆様の大きなご支援によるところ大でありますが、その受け皿としての振

興会という自治会組織が地道なが らも活動を続けてきたことが、即、対応できた要因

になったことも誤 りではなく、コミュニテイは共生の原点との再認識に立 ってこれか

らも地区の再生に取 り組んでいきたいと思います。

本 日は、まことにありがとうございました。
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津谷大沢区振興会災害対策事務局

菅原梅男氏

Mr. Umeo Sugawara
Disaster Countermeasures Office of Tsuya-Osawa
Residents' Association
Former Deputy Mayor of Motoyoshi Town

Speaker

①Welcome to Tsuya-Osawa!

②The relationship between our 
area and APCAS

Relationship 01
Aid Supplies

(2011/03-2011/06)

Talking about victims current needs and 
problems with APCAS staff (April. 2011)

APCAS staff Ishikawa and Mr. Sugawara at Temporary 
Coordinating Center(April. 2011) 
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Relationship 02
Reconstructing Community Center

(2011/08-2012/06)

Laying groundwork of community center by the 
residents and volunteers (Nov. 2011) 

Rakuno Gakuen University students volunteers 
joined laying groundwork (Nov. 2011) 

Construction work continued during the
winter (Mar. 2012) 

Interior Finish Work by the volunteers and Mr. 
Miura (May. 2012) The Completion Ceremony (Jun. 2012)



2012/7/19

3

③Occurred Disaster 
*Retired from Motoyoshi town 
officer 10 years ago and started 
small fishery as the second life.

*Occurred Disaster
*maximum 19.37m Tsunami

*Tsunami struck in 20 minutes 
after earthquake

Tsuya-Osawa affected data (the Great East Japan Earthquake)
Number of deaths 1
Damaged for houses 38
Damaged for fishery 59 fisher boats/ 1 fishing port /

58 farming rafts
Damaged for 
agriculture

5.0 ha (paddy and field)

Damaged for public 
facility

Community Center

No electric period 2011/3/11 – 2011/5/30
No water period 2011/3/11 – 2011/6/14

④Through the aid activities in our 
area Tsuya-Osawa.

-Supporting victims by the 
community-

*Challenging “Minpaku(民泊)” Style in 
emergency period
Minpaku means….

“no affected households take care of 
affected people in the area instead of 

setting up a evacuation center”.
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*Why we selected Minpaku Style

1.Destroyed community center
2.Affected houses were limited
3.No damaged households cooperation 
4.Day-to-day effort to make good  

relationship

Normal Case of Tsunami affected area

*What is Minpaku Style?

Tsuya-Osawa area affected case

*What is Minpaku Style?

Tsuya-Osawa Temporary Coordinating Center 
using resident’s milk shop(April. 2011) 

Evacucation data on the board, “25 households 
accepted 47 families/137 victims in the area” 

(9th April 2011)
Distributing long-needed “Meat” for all Minpaku

accepted households (16th April. 2011) 
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Distributing  aid 
supplies for all 
households at 

Temporary 
Coordinating 

Center 
(April. 2011) 

⑤Making community 
reconstruction Plan

*Residents‘ Association board member 
actively held Informal Meeting 
through various situation with 
residents and decided to make a 
community reconstruction plan for the 
future 
(Oct. 2011～June.2012)

-Reconstruction Planning Workshop-
with participatory way

(Cooperated with “NPO Groundwork Sagae”)

The Meeting of submitting plan for city At Kesen-numa
city at city office (June. 2012)

Submitting Tsuya-Osawa community reconstruction 
plan to Kesen-numa mayor (June. 2012)
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⑥The aims of reconstruction plan
*”Community Development with 
all members” including residents 
who take refugee to distant place.

*”Building safe and secure region” 
as the first priority

*Do not fade the memory of 
the disaster. Do not forget the 
lesson learnt from disaster.

⑦Appreciation for all precious 
support !

*Not only practically but also 
emotionally, More than 100 
individuals and groups had 
supported us and which 
enabled us 3 months 
emergency assistance for 
victims after tsunami damage.
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⑧At the end
*Residents' strong Network is 
truly essential factor for future 
recovery

*Community = All basis of 
harmonious coexistence 
society


