
視察報告書 

 

 

次のとおり、鎌倉みらいによる東日本大震災被災地及び世界遺産登録地等の調査を実施し

たので報告します。 

 

１ 期  間  平成２３年６月２６日（日）～６月２９日（水） 

 

２ 視 察 先   ・岩手県平泉町   ①毛越寺、中尊寺、金色堂、達谷窟毘沙門堂 

         ・宮城県被災地   ②気仙沼市 

・岩手県被災地   ③陸前高田市、大船渡市、釜石市、大槌町、山 

田町、宮古市、宮古市田老地区、宮古市小堀 

漁港、普代村、野田村 

        ・岩手県盛岡市   ④岩手県庁 

        ・岩手県遠野市   ⑤道の駅「遠野風の駅」、常堅寺「カッパ淵」、 

遠野ふるさと村 

 

３ 視察項目  ・①世界文化遺産新規登録地の整備状況について 

        ・②、③東日本大震災における被災地の現況について 

        ・④被災地の県庁所在地における被災関連情報の収集について 

        ・⑤遠野における観光関連施設の整備状況について 

 

４ 視 察 者  伊東正博、前川綾子、池田 実、渡邊昌一郎 

 

５ 視察概要 

（１）平泉町における世界文化遺産新規登録地の関連施設整備状況について 

（２）宮城県の一部及び岩手県沿岸部に係る東日本大震災における被災地の現況 

について 

（３）岩手県庁における被災地関連情報の収集について 

（４）観光地「遠野」における観光関連施設の整備状況について 

  



（１）平泉町における世界文化遺産新規登録地の関連施設整備状況について 

 

ア 期  間：平成２３年６月２６日 

 

イ 視 察 先： 

岩手県平泉町 毛越寺、中尊寺金色堂、達谷巌毘沙門堂、文化遺産センター主 

な、視察地での行動にはレンタカーを使用した。 

   

ウ 視察目的： 

今回の会派視察の目的は、３月１１日に発生した東日本大地震によって未曾有と言

われている多大な被害を受けた東北の被災地の被害状況を知るためである。 

５月中旬の視察計画の段階で視察候補地に平泉町を入れた理由は、世界文化遺産登

録候補地である平泉の毛越寺に、今回の地震による被災箇所があると聞いていたから

であり、また、そもそも私達「鎌倉みらい」は、前会派「鎌倉同志会」が世界遺産登

録先進地視察をしてきた流れをくみ、平泉を候補地に入れることが適当と考えたから

である。 

 

エ 視察概要：  

・ 視察日程が迫るにつれて、平泉の世界遺産登録が日に日に現実的になり、私達

会派の視察第一日目、６月２６日午前０時５０分に登録が決定し、候補地でなく、

先進地となった当日に平泉を訪れることができたことは、非常に幸運であった。 

・ 東北新幹線一ノ関駅に到着すると駅では早速『岩手日報（号外）平泉世界遺産登

録』が配られ、地元の観光協会が、訪れた観光客に振る舞う祝い酒に迎えられたが、

天候が雨ということもあって、（後に、被災地に対し自粛のためということがわか

る）思ったより静かな登録当日であると感じた。 

 

写真-1 ＪＲ平泉駅 祝い酒       写真-2 ＪＲ平泉駅前 

 
 

 

オ 世界遺産登録された史跡：  

・ 毛越寺、観自在王院跡、無量光院跡、中尊寺、金鶏山の５つ。１１８９年に源頼

朝に滅ぼされるまで、１世紀にわたり栄華を誇り、３代続いた奥州藤原氏が仏教の

浄土思想に基づいて平和の国をつくろうとした理想を現代に伝え、平和の文化とし

て登録された。 



・ 毛越寺は、２代基衡が１２世紀中ごろに造営した日本有数の浄土庭園として広く

知られ、特別史跡、特別名勝の二重指定をうけている。大泉が池を中心に池の周り

には、宝物館、芭蕉句碑、本堂、南大門跡、築山、開山堂、嘉祥寺跡、講堂跡、金

堂円隆寺跡、経楼跡、鐘楼跡、遣水、常行堂、常行堂・法華堂跡、洲浜、出島石組

と池中立石があり、池の周りを一周することで、その史跡を確認することができた。 

被災箇所は、池中立石が傾いたようで、縄で補強されていた。被災箇所については、

この後、他の史跡でみつかることはなかった。 

 

写真-３ 毛越寺入口         写真-4 毛越寺 浄土庭園 

 

 

 

・ 中尊寺は、初代清衡が１２世紀初めから四半世紀かけて造営した寺院。前九 

年の役、後３年の役という長きに渡る戦乱で亡くなった人々の霊をなぐさめ、平和

の地を築こうと言う願いが込められており、金色堂など約３千点の国宝や重要文化

財が現在も守り伝えられている。中でも、金色堂は、現在ガラス張りの中で厳重に

守られ、ガラス越しの見学となりましたが、金の凄さと沢山の細かな螺鈿が施され

ている美しさは、奥州藤原３代のご遺体が納められているというだけあり、大変豪

奢なものであった。 

・ 中尊寺内奥の白幡神社に能舞台があり、風雨は、野外客席側から入るが、大変風

情のある建物に感じた。 

・ 高舘は、中尊寺の東方にある丘陵で、判官館とも呼ばれている。源義経公最後の

地と言われる高館には義経堂が建ち、弁慶が立ち往生したという衣川と北上側が眼

下を流れているのが見えた。義経は鎌倉にも大変ゆかりのある人物で、興味深いと

ころだが、高館の管理者から聞くその歴史は、いつしか伝説となって変化してきた

ようである。果たして、義経が本当に命を落とした場所は定かではないということ

であった。 

  



写真-5 中尊寺 本殿山門        写真-6 中尊寺本殿 

 

写真-7 白幡神社 能舞台        写真-8 高館義経堂 

 
 

 

・ 達谷巌谷毘沙門堂は、追加登録を目指す史跡の一つ。パンフレットの写真で、是非

訪れてみたいと思い、夕方遅く、閉門近い時間に訪れたが、管理者のご厚意で拝観で

きた。達谷巌谷毘沙門堂は、征夷大将軍坂上田村麻呂公が８０１年に蝦夷の頭悪路王

等を打ち破り、大将軍は戦勝の礼として、京都の清水の舞台づくりを真似して、九間

四面の精舎を建て、１０８の毘沙門天をお祀りし、国を鎮めることを祈願する場所と

して達谷巌毘沙門堂と名付けたということである。敦煌で有名なばっこう窟を思わせ

る岩壁を利用したこの毘沙門堂の他に、庭園内の岩壁に顔面大仏が彫られており、日

本最北の磨崖仏で源義家公が前９年・後３年の役の戦死者の霊を弔うために彫ったも

ので、全国でも五指に数えられる大磨崖仏とされていたが、過去の大地震で体の部分

が崩れ、はっきりしないのが残念であった。 

 

 

 

 

 

  



写真-9 達谷巌谷毘沙門堂（１）    写真-10 達谷巌谷毘沙門堂（２） 

 
 

 

・ 文化遺産センターは、駐車場も完備されており、これからの工夫で活用できるスペ

ースも充分あり、さらなる整備が楽しみである。 

 

写真-11 平泉文化遺産センター   写真-12 平泉文化遺産センター入口 

    

 

カ まとめ：  

平泉の世界遺産登録の中心になる毛越寺、中尊寺の周囲にある小学校や観光施設等の

公共施設は、景観に配慮されていることが伺われるような特別主張した色や形のものは

なく、ガードレールや側溝の蓋に至るまでもデザインや色が目立たぬように施されてい

た。道路は電柱の地中化や拡幅などが施され、すっきりした佇まいになっており、後に

聞いた話だと、正確な歴史的立証がない箇所への案内板ははずしたそうである。やはり

登録に向けて、登録対象となる場所の整備はその町にあった形で必要であり、世界に誇

れるような登録地としての維持管理が重要である。市は、住民を初め、訪れる観光客に

愛されるようになるためのビジョンをたて、住民とともにその整備を進め、未来を担う

子ども達が世界遺産登録を機に自分達の住む町の歴史を知り、語ることがでるような歴

史教育が重要であると感じた。 

  



（２）宮城県の一部及び岩手県沿岸部に係る東日本大震災における被災地の現況につい 

  て 

 ア ６月２７日（月） 

日程第２日目は、厳美渓「いつくし園」を出発し、国道３４３号線から、陸中海岸沿

岸を走る国道４５号線へ出て、国道４５号線を被災地である「気仙沼市」、「陸前高田

市」、「大船渡市」、「釜石市」、「大槌町」、「山田町」を視察しながら、２日目の

宿泊地である、「宮古市 宮古港」へ向かった。 

   宮城県の気仙沼市から入り、岩手県を中心とした約 230キロに及ぶ沿岸部を視察 

したが、標高の低い土地や河川沿い、またリアス式海岸の地形的な影響からか入り 

江の周辺は壊滅的な状況であった。当日は、雨が降っていたため、埃や臭気はさほ 

どではなかったが、漁港付近では魚の腐ったような臭いが立ち込めていた。途中気 

仙沼市街の地元のスーパーへ立ち寄ったが、１・２階は津波がかぶり３階のみの営 

業であった。商品は尐なく、食品を中心とした暫定的な営業のようであった。買い 

物途中で突然停電になったが、震災後のためか店員の誘導は落ち着いて的確であった。 

 国道４５号線は、当時はまだ全線開通しておらず、途中迂回をしながら目的地へ 

向かった。平地で被災が広範囲であった陸前高田市の被災状況は、写真１、2の通 

りである。 

 

写真-1                写真-2 

  

 

 宿泊地は、宮古港の市場の水揚げ場から 20～30メートルの所にあるホテルで、周囲

は壊滅的であったが、当ホテルは 1 階が津波をかぶったが２階以上は無事であったた

め、営業を開始したとのことであった。現在は、解体作業や仮設住宅の建設などに携わ

っている職人が主な利用者であった。 

 

 

 

 

  

  



写真-3 海幸園ホテル         写真-4 ホテルから見た漁港 

 

 

ホテルでの夕食後、市街の飲食店に行った。賑やかな通り沿いのお店に入ったが、震

災時は 1.5メートル位まで津波が店内に押し寄せた水跡が残っていたそうである。震災

後約 2 カ月で店は復帰し、営業を続けている。店員の女性の話しによると、まさかこ

んな大惨事になるとは想定してなかった人が多く、海岸付近に津波の状況を見に行って

いた人がかなり流されたようである。 

 また、ホテルの社長は昨年まで 4 期地方議員をしていたが、昨年引退し、船を購入

し、観光を中心としたホテル経営に乗り出そうとした矢先に震災に遭い、一時はホテル

も止めようと思ったが、故郷を捨てられずに戻ってきたとのことであった。現在は、地

域の復興に尽力し飛び回っているが、現在避難所で暮らしている人たちをどう立ち直ら

せるかが大きな課題であると言っていた。仮設住宅に当たっても、避難所では物資が届

くが、仮設住宅では自分の力で生活していかなければならないため、なかなか仮設住宅

が当たっても住まない人が多いとのことであった。被災から 3 カ月半経ったこれから

は、被災者のメンタル面でのサポートが重要であるとのことであった。 

 

イ ６月２８日（火） 

①  宮古湾周辺の被災地を視察。漁港から漁協ビル高台までの路面には、「津波避難

経路」の表示が等間隔で張り付けられており、津波への意識の高さが伺える。 

 

写真-5               写真-6 津波避難経路 案内図（路面） 

 
  



写真-7                写真-8 

 
写真-9               写真-10 

 
写真-11               写真-12 

 
写真-13               写真-14 

 
②  ホテル海幸園を出発し、宮古市立鍬ケ崎小学校体育館に設置された避難所、仮設

風呂 、小学校の隣接地に設置された仮設住宅を視察。 



 

写真-15 鍬ケ崎小学校体育館避難所  写真-16 避難所横の仮設お風呂 

 
写真-17 建設中の仮設住宅      写真-18 仮設住宅配置図 

 
 

 

③  震災時に銭湯をいち早く修復し、被災者へお風呂を提供した「旭湯」と「田の神

湯」を視察。 

 

写真-19 旭湯            写真-20 田の神湯 

 
  



④ 岩手宮古市魚菜市場を視察。 

写真-21               写真-22 

 
 

⑤ 宮古市 浄土ヶ浜 視察。 

浄土ヶ浜については、海に面した遊歩道が途中津波の影響で通行できなくなってい

た。 

写真-23               写真-24 

 
 

⑥ 宮古市 田老地区 視察。 

田老地区は、住民が「万里の長城」と呼ぶ総延長２．４ｋｍ、高さ１０ｍの巨大防

潮堤で守られていたまちであったが、今回の大津波では二重の壁があっけなく砕か

れまちは流されてしまった。一面平らな土地であり、瓦礫の撤去はかなり進んでい

たため、家の基礎部分が残され、ところどころに瓦礫の山が積まれていた。 

写真-25             写真-26 

 
  



写真-27               写真-28 

 
写真-29               写真-30 

 
写真-31               写真-32 

 
写真-33              写真-34 

 
  



⑦ 宮古市 小堀内漁港 視察。 

津波が遡上した地区で、津波の到達した高さが、３７．９メートルにも及んでいる。

漁港の開口部は割と狭く、小さな湾になっており、津波が上がってきたとされてい

る地点は非常に高い位置にあり、ここまで遡上する津波の勢いの凄さに愕然とした。 

写真-35               写真-36 

 
写真-37               写真-38 

 
 

 

⑧ 普代村 視察。 

津波対策のため１５メートルの防潮堤を建設して、村を守ったとされる防潮堤を

視察した。村側から見ると、高くそびえる防潮堤の先は見えず、谷間の村といった

感じである。防潮堤の上に立つと港が見えるが、水揚げ市場の建屋も綺麗に修復さ

れており、３か月半前に津波が来たとは思えない状況であった。地元の漁業従事者

が協働で修復したとのことであった。高台に公衆トイレがあったので、利用しよう

としたら吹き抜け状態で便器がむき出しになっており、修繕のため現場確認に来て

いた村の職員に聞いたところ、防潮堤の階段の上から３段目まで津波が来たが防潮

堤に守られたとのことであった。 

 

 

 

 

  



写真-39               写真-40 

 
写真-41               写真-42 

 
写真-43               写真-44 

 
写真-45               写真-46 

 
写真-47               写真-48 



 
  



（３）岩手県庁における被災地関連情報の収集について 

平成２３年６月２９日（水）の朝一番で岩手県庁を訪れた。県庁の敷地内駐車場に

は、自衛隊の災害派遣車両が数台置かれていた。１階ロビーには岩手県災害総合窓口

が設置されており、各種情報や電話・来所相談が行われていた。窓口の一角には、被

災地支援のコーナーが設置されており、被災地支援の状況が写真パネルで展示されて

いた。 

 

   

 

  

 

   

  



（４）観光地「遠野」における観光関連施設の整備状況について 

  ６月２９日（水）４日目、宿泊地盛岡よりレンタカーにて遠野へ。盛岡からは約高速

道路を利用して７０キロの位置にある。東和のインターチェンジを下り、２５キロ程で

遠野に着く。当地は柳田国男の『遠野物語』で知られ、河童や座敷わらしの伝説でも有

名である。『遠野物語』は今年（平成２３年）で１０１年を迎えた。宿泊施設はどの旅

館も小規模で６，０００円から９，０００円という値段設定になっている。お土産は「あ

けがらす」という和菓子の他、かっぱの木彫りなどがある。市の花は「やまゆり」、市

の鳥は「やまどり」、市の木は「いちい」である。市の面積は約８２５ｋ㎡。人口は約

３２、４００人。 高齢化率は３１％である。 

●視察場所（５★評価） 

  

道の駅 遠野風の丘（★★） 

 

 

 

 

 

 

 

道の駅の駐車場の端に設置されている風力発電プロペラ。プロペラ部分は板状ではなく、

棒状になっており、その棒には溝があり、そこに風があたることにより、回転しやすくな

っている。当地は遠野盆地であり、北風が通り抜ける風の道になっている。約１９ｋｗの

発電を平均的にしている。案内板が小さく見物客に興味を沸かせない。 

スパイラルマグナス風車

と呼ばれている 



 

●常堅寺とかっぱ淵（★★） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尐し広めの道の駅。販売品目は遠野の新

鮮野菜やお土産が主な商品。建物の中に

は無人の観光情報コーナーがあり、体験

案内などの情報が掲示されていた。正

直、店員の販売意識は低いと感じた。 

通称かっぱ寺と呼ばれる常堅寺は小規模な仏寺であまり観光地というイメージではなく、手

入れもぞんざいで尐々気抜けした感は否めない。本堂前には狛犬ならぬ「かっぱ」の彫刻が

置かれ目をなぐさめてくれた。人気もあまりなくひっそりとしている。奥には２メートル幅

ほどの小川の「かっぱ淵」があり、ここにかっぱが出現したといわれる。 

http://r.tabelog.com/iwate/A0302/A030203/3004580/dtlrvwlst/1929993/4813929/
http://r.tabelog.com/iwate/A0302/A030203/3004580/dtlrvwlst/1929993/4813929/
http://r.tabelog.com/iwate/A0302/A030203/3004580/dtlrvwlst/1929993/4813929/
http://r.tabelog.com/iwate/A0302/A030203/3004580/dtlrvwlst/1929993/4813929/
http://r.tabelog.com/iwate/A0302/A030203/3004580/dtlrvwlst/1929993/4813929/
http://r.tabelog.com/iwate/A0302/A030203/3004580/dtlrvwlst/1929993/4813929/


 

 

●遠野ふるさと村（★★★） 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさと村の村内には７棟の曲り家があります。曲り家は母屋と馬屋がつながって一体化した建物

で、江戸時代から明治時代に建てられ、村内全体が農村の風景を再現している。団体向けに「そば打

ち体験」や「もちつき体験」ができます。よく清掃されている。従業員からはご来村の感謝の気持ち

は伝わってこなかった。 


