
「森の再⽣から海辺の再⽣へ」
被災地 東松島市 湿地再⽣の取組み

〜 東松島WETLAND構想 〜

宮城県東松島市 × (⼀財)C.W.ニコルアファンの森財団
2019.1.24 世界湿地の⽇記念シンポジウム



■⼈⼝：40,228⼈（2018.4.1現在）
（震災前⼈⼝：43,142⼈）

【位置と気候】
・宮城県のほぼ中央
⽯巻市、松島町と隣接し、仙台市から
約３０分程度。

・東北地⽅としては積雪少なく⽐較的温暖

【市花：桜】 【市⽊：松】

【特⾊】
・海、⼭、川の⾃然のすばらしい景観
海⽔浴や潮⼲狩り、遊覧船、釣りなどの
マリンレジャー

・震災前は年間約１１０万⼈の観光客
・航空⾃衛隊松島基地
毎年夏に航空祭が開催され、ブルーイン
パルスの展⽰⾶⾏を⽬当てに、全国から
多くの航空ファン

航空祭(ブルーインパルス) 嵯峨渓遊覧船

牡蠣海苔野蒜海岸

東松島市の概要



東松島市の被害状況
●地震の規模等
発⽣⽇時 ２０１１年３⽉１１⽇（⾦）１４時４６分１８．１秒
震央地名 三陸沖 牡⿅半島の東 約１３０㎞
震源の深さ 約２４㎞
規模 マグニチュード９．０
本市震度 震度６強（最⼤震度 宮城県北部 震度７）
津波 野蒜海岸 浸⽔⾼ １０．３５ｍ
（第１波） ⼤曲浜 浸⽔⾼ ５．７７ｍ
浸⽔⾯積 東松島市全体⾯積１０２k㎡のうち３７k㎡浸⽔（３６％）

うち住宅⽤地 (市街地)１２k㎡のうち８k㎡浸⽔（６５％）

●⼈的被害(市⺠)
死者 １，１０９⼈
⾏⽅不明者 ２4⼈
合計 １，１３３⼈（全住⺠の約３％）

●家屋被害
全壊世帯 ５，５１３棟（うち流失 １，２６４棟）
⼤規模半壊 ３，０６０棟
半壊世帯 ２，５００棟
合計 １１，０７３棟（全世帯の約７３％）

●避難者（最⼤） １万５，１８５⼈

●避難所（最⼤） １０６箇所（2011.8.31全て閉鎖）



防災集団移転 〜移転後の元地の利活⽤が課題〜

津波浸水範囲

災害危険区域

移転促進区域

移転先団地

凡 例

沿岸部１７６ｈａの元地の利活用

被災沿岸部
から

内陸部へ
防災集団移転

※東京ドーム約37個分

大曲浜地区

立沼・牛網・浜市地区

野蒜地区

宮戸地区新町地区



不登校⽣徒の増加・⾃尊⼼の低下 → 「⼼」の復興
学⼒・体⼒の低下 → 教育環境の復興



アファンの森震災復興プロジェクト
東松島市を日本の未来の希望の地へ

〜 森と心の再生、そして森の学校づくりへ 〜

一般財団法人C.W.ニコル•アファンの森財団
2018.1１.30



森の再⽣



アファンの森へ

東松島市の被災した家族を招待

取り戻した笑顔

傷ついた⼼を癒してくれたのは
”⾃然”

復興の森づくりと

森の学校づくりへ

⼼に希望の⽊を植える
東松島市の⼦ども達をアファンの森へ招待



“森の学校”をつくる
宮野森⼩学校

国内でも稀な国産材による⽊造校舎の公⽴⼩学校
後背の“復興の森”と⼀体となった教育環境の整備



震災から仮設校舎で6年
震災の年に⼊学した6年⽣が
最後に新しい校舎で過ごせるように

ー２０１７年１⽉ー
ようやく⾼台に森の学校が完成

世界に誇れる
⽇本初の公⽴「森の学校」

森の⾃然や四季を感じながら学ぶ
復興の森と寄り添い
教室には森側に向かって⼤きな開⼝部

“森が教室” “⾃然が先⽣”
森に⾏くための下駄箱や出⼊り⼝

復興の森（校舎北側）

開放的でアットホームな教室 階段状の多⽬的室
(南側に海、北側に森が⾒える)

⼩学校校⾨

東北初の⽊造の体育館 裸⾜でも遊べる中庭

“森の学校”をつくる
宮野森⼩学校



森の⼊り⼝に「ツリーハウス」
C.W.ニコル・アファンの森財団により先⾏整備

⾃然環境の学習の場

市⺠の憩いの場

復興の森



津波の被害により高台移転事業で再建された
宮野森小学校 2017年1月完成

・第１期
Tree Dragon完成
森のシンボルツリーハウス

・第２期
馬のひづめ展望デッキ完成
奥松島の海の景観を臨む

・第３期
サウンドシェルター完成
「森」と「心」の声を聞く

・第４期
森の劇場
森の中で発表会
森と一体になる

・第３期
アクティビティサイト
森の中で活動できる場所

・第１期
Tree Dragon完成
森のシンボルツリーハウス

・第３期
アクティビティサイト
森の中で活動できる場所



海辺の再⽣へ



野蒜 洲崎湿地

旧松島自然の家

旧奥松島運動公園

野蒜海岸

旧かんぽの宿

東名運河

鳴瀬川
吉田川

東日本大震災以前

洲崎湿地



観光客入込数
平成２２年度 約 １１０万人/年

ブルーインパルス余景の松原⼤⾼森

野蒜海⽔浴場 東名運河 ⼤⾼森



2008.9

生物多様性の自然環境



2011.3

東日本大震災



震災がれき仮置場



平成２３年度 約 ２０万人/年
（▲約９０万人）

観光客入込数

震災がれき仮置場



２０１１年１１⽉

被災地の空に⼒強く⾶ぶ
⽩⿃の群れ

⿂を獲るミサゴ

⽔没した湿地に泳ぎ回る
ガン、カモ、オオバン

たくさんのボラ

WWT（世界野⿃・湿地協会）
グラハム・フライ卿来訪

沈んだ⼼に希望の光。。。
2018.12.12 毎日新聞コラム



昔は塩田でした

魚はハゼやウナギ、小さいエビ
ハマナスの花が今でも懐かしい

震災の前日まで
キノコ採りをしていました

洲崎湿地から見る夕日が
好きでした

野蒜海岸で海水浴やBBQをやった

バードウォッチング
魚釣り や サイクリング

昔のような松林を復活してほしい。
季節の多くの野鳥が集まってほしい。

まさに奇跡の湿地である

大人も子どもも 学べる自然の学校に
地域のため
外から訪れる人のため
持続可能に

地域の皆さんと 洲崎湿地について語る会



2018.9

自然の生命力・再生力



２０１８年９⽉ 野蒜洲崎湿地



森の学校（宮野森小学校）

復興の森

希望の大麦による地ビール
（アサヒビール）

ビーチアクティビティ

トレッキング
サイクリング

牡蠣養殖

震災復興祈念公園

着実な復興の歩み



地域の皆さんと・・・
座談会

野鳥観察会
外来種植物駆除作業



Wildfowl & Wetland Trust Limted
世界野⿃湿地協会

東松島WETLAND
構想の具現化

コンセプト計画
湿地再⽣計画
ターゲット
活動・施設・設備
世界のウェットランド



太平洋

松島湾

環境保全と経済成長を両立する持続可能な都市計画構想

環境教育

環境保全への
再投資

海洋資源との共生

自然を生かした体験学習

体験型観光産業

★森の学校

Ｈｉｇａｓｈｉ Ｍａｔｓｕｓｈｉｍａ
ＷＥＴＬＡＮＤ

宮 戸

野 蒜

生態系の循環 自然観光
野蒜海岸

生物多様性環境の活用



2019.1.4 河北新報



“ SDGs未来都市”東松島市

これまでの震災復興・環境未来都市の取組が
“SDGs”の先⾏例に

2018年6⽉「SDGs未来都市」選定証授与式

「環境未来都市」構想をさらに発展させ、新たに
SDGsの⼿法を取り⼊れて戦略的に地⽅創⽣を進め
ていく未来都市として、全国から29都市選定。

SDGs未来都市とは...

東松島市が⽬指す2030年のあるべき姿は

「全世代に住みよいまち」





あのとき
アファンの森に招待された⼦どもたちが

震災を忘れ、楽しいひと時を過ごして取り戻した笑顔

いつか
世界中のどこかに

私たちと同じ経験をした誰かがいたとしたら

復興した東松島が
再⽣した「森」と「海」と「湿地」が

⼈の⼼癒し、笑顔が取り戻せる場所となるように
みんなと⼀緒に⼤切に育てていきたいと思います



やっとここまで ようやくここから

東松島から世界へ
感謝 と 復興 を

あの⽇を忘れず ともに未来へ
東松島⼀⼼



Higashi Matsushima
WETLAND

ご静聴ありがとうございました


