復興に向けて歩み続ける岩手県の今を紹介します

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災津波。発災以

来、全国そして海外からも多くの温かい励ましや御支援をい
ただいております。心から感謝申し上げ、この「つながり」
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を大切にしていきたいと思います。

復興に向けて歩み続ける岩手の今を紹介します。

三陸鉄道「リアス線」全線開通
至 八戸
JR 八戸線

久慈

旧北リアス線

リアス線開通 記念列車出発式の様子
（写真提供：三陸鉄道株式会社）

三陸鉄道リアス線
至 盛岡

JR 山田線

23

日開通

その後、全国から公募で選ばれた
乗客 40 人と、地元自治体関係者が
記念列車に乗車。山蔭康明釜石駅長
と一日駅長を務めた園児 2 人の「出
発進行」の合図で同駅を出発し、宮
古駅に向かいました。
沿線では、全線開通に合わせたイ
ベントが開催されたほか、多くの住
民が大漁旗や小旗で記念列車を出迎
え、郷土芸能や合唱などで待望の開
通を祝いました。

３月

3 月 23 日（土）、東日本大震災津
波で不通になっていた JR 山田線の
釜石駅ー宮古駅間（55.4kｍ）が、
JR 東日本から三陸鉄道に移管され、
8 年ぶりに運行が再開されました。
震災後、2014 年に三陸鉄道「南
リアス線」盛（さかり）駅（大船渡
市）ー釜石駅間、「北リアス線」宮古
駅ー久慈駅間は運行を再開しており、
今回の開通で、第三セクターの鉄道
としては、国内最長となる総営業距
離 163ｋｍの「リアス線」が誕生。
これにより、震災による県内の不
通区間が解消され、沿岸部を縦断す
る鉄道が一本のレールで結ばれまし
た。
釜石駅で行われた出発式で三陸鉄
道の中村一郎社長が、「地域の足を守
るとともに交流人口の拡大を進め、
地域活性化の役割を果たしたい」と
挨拶。

至 花巻

JR 釜石線
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釜石駅ー宮古駅間を走る記念列車

記念列車を歓迎する住民（陸中山田駅）

「いわて県民計画（2019 〜 2028）」及び第１期アクションプラン―復興推進プラン―を策定！
岩手県では、新しい県の総合計画
「いわて県民計画（2019 〜 2028）」
を策定しました。復興を県政の最重
要課題と位置付け、第１期アクショ
ンプラン―復興推進プラン―に基づ
き、社会資本の早期整備完了と、被
災者のこころのケアやコミュニティ
形成の支援、農林水産業や商工業の

振興など、三陸地域の将来を展望し
ながら三陸のより良い復興（ビルド
・バック・ベター）の実現に向けた
取組を推進していきます。
また、被災県として、日本そして
世界の防災力の向上に貢献できるよ
う、東日本大震災津波の事実を踏ま
えた教訓を伝承し、復旧・復興の取

組や防災・減災の最先端地域として
の三陸の姿を広く国内外に発信して
いきます。
詳しくは岩手県
ホームページを
ご覧ください。

[ 復興道路 ] 三陸沿岸道路 唐桑高田道路
からくわこはらぎ

りくぜんたかたおさべ

「唐桑小原木 IC 〜陸前高田長部 IC」開通

陸前高田市
RIKUZENTAKATA

盛岡市
MORIOKA

３月 26 日（火）、音楽の力で東日本大震災からの復興
を後押しすることを目的に「復興支援音楽祭歌の絆プロ
ジェクト」
（主催：三菱商事、岩手朝日テレビ、朝日新
聞社）が盛岡市の岩手県民会館で開催されました。
この音楽祭は、2014 年に始まり、岩手、宮城、福島
の被災３県を回って、今年は 6 回目の開催になります。
当日は、岩手県立不来方高等学校、岩手県立釜石高等
学校、大船渡市立越喜来中学校の３校から集まった 108
人の生徒が、息の合った美しい歌声を披露しました。
イベントの最後には、ゲスト出演したシンガーソング
ライターの秦 基博（はた もとひろ）さんと３校の生徒
の共演で、秦さんの代表曲「ひまわりの約束」を大合唱
し、音楽を通じて観客約 1,500 人と復興への願いを分か
ち合いました。

東北自動車道

３月 21 日（木・祝）､国土交通省が整備を進めてきた
三陸沿岸道路 唐桑高田（からくわたかた）道路「唐桑
小原木 IC〜陸前高田 IC」のうち、唐桑小原木 IC（宮城
県気仙沼市）〜陸前高田長部 IC（陸前高田市）約 3.5
km が開通し、岩手､宮城県境が復興道路で結ばれました。
陸前高田市から仙台市までの所要時間は、東北自動車
道ルート（一関経由）では約 2 時間 56 分。沿岸沿いの
国道 45 号ルートでは約 4 時間 47 分。三陸沿岸道路を
利用するルートで
は、整備の進捗と
ともに短縮し､今回
の開通で約 2 時間
33 分となります。
3/21 に行われた開通式でのテープカットの様子
開通で、仙台市
（写真提供：国土交通省 仙台河川国道事務所）
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復興を願い合唱で交流
「復興支援音楽祭
歌の絆プロジェクト 2019」開催

秦さんと３校の生徒による「ひまわりの約束」の合唱
つ
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世界へ、未来へ、「いわて TSUNAMI メモリアル」
東日本大震災津波の事実と教訓を伝える施設「東日本大震災津波伝承館」
（愛称：「いわて TSUNAMI（つなみ）メモリアル」）整備の取組を紹介します。

岩手県では、陸前高田市で整備が進
む「高田松原津波復興祈念公園」内に
「東日本大震災津波伝承館」（愛称：「い

TSUNAMI（つなみ）メモリアル」）

わて
を整備しています。
この施設は、「いのちを守り､海と大
地と共に生きる」を展示のテーマに、
三陸の津波災害の歴史や、東日本大震
災津波や復興の取組に関わる写真や映
像、被災物などを展示し、東日本大震
災津波の悲劇を繰り返さないため、震
災の事実と教訓を後世に伝承するとと
もに、復興の姿を国内外の人々に発信

し、支援をいただいた全ての方々
に感謝の気持ちを伝えます。

４月から、準備組織として、復興局
震災津波伝承課を設置し、業務をスタ
ートしました。（事務室は大船渡地区
合同庁舎４階）
震災津波伝承課には、事務職員のほ
か、展示解説などに従事する「解説員」
として今年度新たに採用された８名の
職員が勤務しており、ラグビーワール
ドカップ 2019™釜石開催前の開館に
向け、準備を進めています。

いわて復興応援メルマガ会員大募集！

伝承館外観（4 月 9 日撮影）

解説員研修風景（4 月 11 日撮影）

知って､買って､食べて､行って 応援 !

首都圏にお住まいの方を対象に、メールマガジン会員（いわて復興応援団員）を募集しています。登録
していただいた方には岩手県の復興の取組や観光・物産・首都圏でのイベント情報などをお届けします。
詳しくは岩手県東京事務所ホームページをご覧ください。

いわて復興応援団
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登録無料

「宮古市魚菜市場」
リニューアルオープン

宮古市
MIYAKO

岩手県の三陸沿岸地域で開催 !
2019.6.1 SAT-8.7 WED
今年 1 月から改修工事を行ってきた「宮古市魚菜市場」
（宮古市五月町）が、3 月 23 日（土）
、リニューアルオ
芸術団体との連携企画「『宮沢賢治』を
釜石市
KAMAISHI
ープンしました。
モチーフにしたオペラ公演」の詳細決定！
同市場は、1949 年頃の田町露天商を発祥に、約 70
「Reborn-Art Festival（リボーン アート フェスティバル）
年に渡り「市民の台所」として愛されてきた歴史ある市
2019」との連携企画で上演するオペラ公演 (post rock opera
場です。
『四次元の賢治』）の詳細が決定しました。
今回のリニューアルは、施設の老朽化への対応や販売
Reborn-Art Festival は、復興支援への想いを持ち､宮城県
拠点としての機能強化、利便性の向上などを目的に行わ
石巻の牡鹿半島と市街地を中心に活動を行っている芸術団体
れたもので、全ての出入り口に自動ドアが整備されるな
（代表：小林武史さん）が中心となって運営しています。
ど内装が一新され、鮮魚や海産物、青果物などを扱う 1
今回上演するオペラは、2017 年に第１幕が上演され、今年
4 の専門店に「Belf 魚菜市場（いわて生協）
」を加えた、
７月 13 日（土）釜石市民ホール、９月 22 日（日）・23 日
計 15 店舗が軒を並べています。
（月・祝）に塩竃市杉村惇美術館で上演される第２・３幕で完
また､11 の店舗には、キャッシュレス決済に対応した
結します。
レジが導入されたほか、リニューアルの目玉として、新
宮沢賢治の諸作をベースに思想家・中沢新一さんが脚本を書
たに、市場で購入した新鮮な魚介類をその場で焼いて楽
きおろし、小林武史さんがオペラに仕上げた異色の舞台作品で
しむことができるイートインスペース「魚菜広場」が設
す。出演は、満島真之介さん、Salyu さん、コムアイ（水曜日
けられ、国内外からの観光客も楽しめる魅力ある市場と
のカンパネラ）さん、ヤマグチヒロコさん他です。
して期待されます。
他に類を見ない圧巻のオペラ公演にご期待ください。

チケット販売など詳細情報

特設サイト http://www.reborn-art-fes.jp/#opera

リニューアルされた市場内

店頭に並ぶ新鮮な魚介類

さんりくイベント情報

GW 特集
第 40 回
浄土ヶ浜まつり

4/27
土

5/6

月・祝

宮古市
MIYAKO

5/3

金・祝

場所■ 浄土ヶ浜

土

問い合わせ■

問い合わせ■

一般社団法人 宮古観光文化交流協会

5/6

月・祝

ばんぱく
〜番屋体験博覧会〜

田野畑村

TANOHATA

場所■ 机浜番屋群ほか
NPO 法人 体験村・たのはたネットワーク

日

5/4

土・祝

日・祝

普代村
FUDAI

場所▶鵜鳥神社

碁石海岸観光まつり

☎ 0194-35-2339

大船渡市
OFUNATO

大型車駐車場

碁石海岸観光まつり実行委員会

氷上山山開き

5/12
日

小雨決行

陸前高田市
RIKUZENTAKATA

場所▶氷上山中央登山道より登山開始
（9：30 〜）

大漁と豊作を祈願する山として地元で親しまれている、
氷上山（ひかみさん）の山開き。晴れた日には山頂か
ら宮城県登米市の金華山まで見渡すことができます。山
頂付近では、約 200 人分の豚汁のサービスがあります。
陸前高田市観光交流課

☎ 0192-54-2111

陸前高田市観光物産協会
☎ 0192-54-5011

場所■ 釜石駅前

日・祝

5/19
日

釜石市

KAMAISHI

問い合わせ■

一般社団法人 釜石観光物産協会
☎ 0193-27-8172

龍泉洞まつり

5/4

土・祝

5/5

問い合わせ■

問い合わせ
鵜鳥神社社務所

5/5

日・祝

があります

場所■ 碁石海岸レストハウス前

釜石春まつり

5/4

土・祝

（大船渡市観光推進室）☎ 0192-27-3111

沿岸に初夏の訪れを告げる鵜鳥（うのとり）神社例
大祭。
縁結び、安産のほか海上安全、大漁の神として信仰
を集めている神社で、鎌倉時代に始まった山伏神楽
の形を受け継ぐ鵜鳥神楽が奉納されます。

問い合わせ

中止すること

☎ 0194-75-3611

☎ 0194-37-1211

鵜鳥神社例大祭

＊時化の場合

種市南漁協宿戸実行部会

5/5

問い合わせ■

5/12

第 15 回
洋野町
地元漁師によるウニ直売会 HIRONO
場所■ 宿戸荷さばき施設

☎ 0193-62-3534

4/27

2017 年 post rock opera「四次元の賢治」−第 1 幕−

場所■ 龍泉洞園地

岩泉町

IWAIZUMI

問い合わせ■

龍泉洞まつり実行委員会（龍泉洞事務所）
☎ 0194-22-2566

おおつち新山高原
ヒルクライム 2019

大槌町
OTSUCHI

場所▶新山高原

標高約 1000ｍの新山（しんやま）高原山頂をめざし
ながら、大槌町の美しい自然を満喫できる、三陸地域
唯一の自転車ヒルクライム大会。距離約 24km のヒル
クライムの部と、約 9km を計測なしで走るパレ―ドの
部の 2 つの種目が用意され、幅広いサイクリストが楽
しめるイベントです。

問い合わせ

おおつち新山高原ヒルクライム
実行委員会
☎ 0193-42-5121

がりょうばい

ぶらり三陸

津波に耐えた「大沢の臥竜梅」、今年も開花

山田町

YAMADA

東日本大震災の津波にも耐えた岩手県指定天然記念物の「大沢の臥竜梅」が、今年も花を咲かせ、
訪れた人の目を楽しませています。
臥竜梅は、地面を這うように枝が横に伸び、竜が横にふした姿に見える
ことから、その名が付いたと言われています。
「大沢の臥竜梅」は、渋紅色の八重咲で、樹齢約 300 年。東日本大震災
津波では、津波が木の半分の高さまで直撃しましたが、津波に耐え抜いて、
翌月には見事な花を咲かせ、地元の人々に希望を与えてくれました。
「大沢の臥竜梅」は「いわて震災津波アーカイブ〜希望〜」で、
被災直後の開花の様子や新聞記事などが検索できますので、ぜひ
ご覧ください。
【いわて震災津波アーカイブ〜希望〜】
http://iwate-archive.pref.iwate.jp/

連載「いわてさんりくびと」では､被災地・三陸
の復興に向け、熱い想いを持ち、活躍する方々を紹
介していきます。
第 93 回は､菊池 のどかさんを紹介します。

「中学校では入学した時から防災教育が行われ
ていましたし、実際に避難場所までの道を走る
訓練も行っていた経験から、迷わず避難するこ
とができました」と当時を振り返ります。
その経験を多くの人に伝えたいと “いのちを
つなぐ未来館” でガイド兼語り部として活動す
る菊池さんは、「東日本大震災津波に関する館
内の展示物を見ていただきたいのはもちろんで
すが、この場所には真実があります。あの日こ
の場所で何があったか、その真実から、今後起

「いのちをつなぐ未来館」
常駐職員
菊池 のどか
（きくち のどか）さん

池さんは、
「沿岸地域の災害公営住宅にはいろ
いろな地域の人が入居し、住民同士のコミュニ
ティの形成も課題になっています。近隣の人と
交流を深め、安心感の中で人がつながっていけ
ば良いと思います」と、今後の釜石に思いを寄
せています。
PROFILE
釜石市出身。

釜石高校を卒業後、岩手県立大学総合政策学部に

入学。まちづくりや被災者の心のケアなどを学び、
今春、同大学を卒業し、釜石市鵜住居（うのすま
い）町に開館した防災学習施設「いのちをつなぐ

未来館」（3 月 23 日開館）の常駐職員として、自
らの経験をもとに、震災の事実と教訓を伝えてい

ありがとう !
生きています

行方不明者：1,114 人

死者（関連死）：467 人
▶建物被害（住家のみ、全半壊） 26,079 棟
被害状況等の詳細
義援金・寄付金の募集等

る。

皆さんのご支援、ありがとうございます

検索

約 186 億 7,756 万円（96,631 件）

▶寄付金受付状況

約 200 億 668 万円（8,949 件）
約 96 億 7,538 万円（23,080 件）

※ 被災したこどもたちが勉強やスポーツ等に励めるよう「くらし」「まなび」
の支援に使われます。

いわて震災津波アーカイブ〜希望〜

いわて復興だより Web

約 24 万点の資料を検索・閲覧できます。

一部ニュース、いわてさんりくびとを
動画で紹介。
ビジュアル豊富な Web もご覧下さい。

いわて復興だより 第 148 号

検索

平成 31 年 4 月 25 日発行

平成 31 年 3 月 31 日現在

▶義援金受付状況

▶いわての学び希望基金（※）受付状況

いわて防災情報ポータル

いわて震災津波アーカイブ

陸前高田市

人がつながる “まちづくり” へ

平成 31 年 3 月 31 日現在

死者（直接死）：4,673 人

★

釜石市

大学で “まちづくり” について学んできた菊

菊池さんが釜石東中学校 3 年生の時、東日本
大震災津波が発生。菊池さんをはじめ、東中学
校の生徒は、即座に自主的な避難を開始し、さ
らに隣接する鵜住居小学校の生徒たちなどの手
をとり、高台まで避難行動を続けました。

▶人的被害

山田町

こり得る災害に向けて、“生きてほしい” という
思いを伝えたい」と話しています。

あの日の真実を教訓に

岩手県の被害状況

宮古市

盛岡市
花巻市

■住所：山田町大沢第 9 地割 65 番地
＊個人宅のため、見学の際にはマナーをお守りください。
■問い合わせ：一般社団法人 山田町観光協会 ☎ 0193-65-7901

大沢の臥竜梅（一般社団法人 山田町観光協会）

久慈市

企画・発行：岩手県復興局復興推進課

編集・印刷：シナプス
【次回のいわて復興だよりについて】次回は 5 月 24 日の発行を予定しています。

☎ 019-629-6945

