
6月 16日～6月 18日 東北研修全体概要 

文責：奥野真木保・農学部森林科学科・1 回 

 

 私たちは、6 月 16 日から 6 月 18 日の三日間、東北研修として宮城県石巻市、南三陸町などを訪れ

た。この東北研修のきっかけはエコ～るど京大の企画の一つである「ブルーシーフードの缶詰カレー作

り」にあたって、缶詰を作って頂く工場を訪ねたいという思いであった。同時に、石巻の復興の象徴で

もある工場の訪問に加えて、震災から 7 年以上が経過した現在の石巻の復興の状況や石巻に住む人々の

思いなどをできるだけ近い立場で知り学ぶことも大きな目的の一つとなった。個人的には出身が大阪で

あることもあり、東日本大震災はテレビのニュース上の出来事で実体験を伴うものではなかった。だか

らこそ、現在の東北の状況を目で見て、感じたいという目的を持ってこの研修へ参加した。 

  

三日間の私たちの行程は次の通りである。 

一日目：石巻へ移動。 

二日目：徒歩で石巻市内を歩いて状況を見つつ、南浜つなぐ館へ。そこで東北大学地域復興プロジェク

ト“ＨＡＲＵ”の皆さんと合流し、南浜つなぐ館を見学。その後、津波が来たときに石巻に住む多くの

人々が逃げたという日和山に登り、昼食。午後は、復興公営住宅に住んでいる方々と交流し、震災のこ

と、最近の楽しみなど様々なことについてお話を聞いた。その後、缶詰製造を委託する石巻木の屋水産

の方々との交流と夕食。 

三日目：石巻市の魚市場や市内見学・取材、石巻木の屋水産の缶詰工場の見学を行った。また、南三陸

町へも移動し、株式会社アミタの南三陸ＢＩＯという地域循環システムの構築を目指した施設の見学を

含めた訪問を行った。 

 

 
復興の背中を押す「がんばろう」看板と、HARU のみなさんと一緒に、南浜つなぐ館にて記念撮影 

  



Study trip to TOHOKU, 16th-18th June 

Reporter: Abiyan Arfani, Makiho Okuno 

 

From June 16th to June 18th in 2018, we visited Ishinomaki-shi, Minamisanriku-cho, Miyagi prefecture as a part of 

our Tohoku fieldtrip. During this fieldtrip, we had the chance to visit a factory that can make canned food for "Canned 

curry of blue sea food" which is one of the projects of Ecole de Kyodai. At the same time, in addition to the factory 

visit inspection, we were also able to learn about Ishinomaki's reconstruction. As we know, Ishinomaki had to 

reconstruct after the earthquake and Tsunami that happened in March 2011. We learned the people’s thought and 

feeling who lived in Ishinomaki during the earthquake by personally talking to them. 

 
On the first day: We arrived in Ishinomaki. 

 

On the second day: We walked around Ishinomaki City. We walked to the Minamihama Museum and see the 

situation there. At the Museum, we joined the people of Tohoku University Regional Reconstruction Project "HARU", 

and we visited the Tsunagu Kita - kan. After that, we climbed to the mountain side that many people living in 

Ishinomaki had escaped during the 2011 tsunami. We sat and took lunch there. In the afternoon, we interacted with 

the people living in the reconstruction public housing, and we heard stories about various things such as the 

earthquake disaster and recent enjoyment. After that, we had casual dinner and discussion with the people of the 

Ishinomaki warehouse who consigned canning production. 

 

On the third day: we visited a canning factory in Ishinomaki Fisheries of after observing the fish market. We also 

moved to Minami Sanriku-cho and visited a facility named Minami Sanriku BIO Co., Ltd. of Amita Corporation. 

 

My overall impression (Abiyan) 

The field trip was an amazing experience for me. I learned a lot by having discussion with the local people who have 

experienced the 2011 Tsunami, people who are working in the fisheries industry, and also students from Tohoku 

University. I really think that it is important for students to have this type of fieldtrip where we all can exchange 

perspective which will broaden our way of thinking.  

 

  



6月 17日／午前 南浜つなぐ館訪問 

文責：西本早希・農学部資源生物科学科・1 回 

 

東北大学の復興サークル HARU さんとともに石巻市南浜町にある「南浜つなぐ館」を訪問しました。

この地域は東日本大震災の津波によって 1,800 世帯が流出してしまった地域です。館内には震災前の南浜

町の模型や震災直後の町の様子が見られる VR グラスがあり、震災時の状態を身にしみて感じることが

できました。また館内には津波発生時の被災者の声が展示されており、「水の壁がみえた」「友達が目の前

で流されていった」という言葉からは、津

波の恐ろしさと被災者の緊迫感が伝わっ

てきました。館外には「がんばろう！石巻」

の看板がありました。この看板は震災から

一ヶ月経った 2011 年 4 月 11 日に避難所

がある日和山からみえるように建てられ

ました。この看板を建てた水道配管業を営

む市民は、日和山にいるみんなが前を向け

るようにという想いを込めていたそうで

す。また津波到達点を示すポールがあり、

その高さは 6.9m。実際の高さを目にする

と自然の威力の強さが感じられました。その後多くの人が避難した日和山に登りました。途中、津波に襲

われた門脇小学校がありました。シートに覆われた状態でしたが、ところどころ剥がれた壁や荒れた校

庭をみると、震災時から時が止まっているようで物々しさと壮絶さを感じました。日和山からは建設中

の道路や地盤工事をしているのが見え、町は少しずつですが確実に復興へと歩みを進めているようでし

た。日和山公園では名物の石巻焼きそばをいただきながら、HARU さんと交流しました。お互いの大学、

団体の活動について紹介し合い、とても有意義な時間が過ごせました。午前中の活動では津波の脅威と

ともに人間の無力さを感じました。その一方で復興に前向きに取り組み、震災の恐ろしさを後世に伝え

ようと励む人々の力強さも感じられました。私たちにできる第一のことは「忘れない」ということだと実

感しました。 

 

 

 

 

  



6月 17日／13：00～ HARUさんと復興住宅の方と交流会 

文責：白井亜美・総合人間学部・1 回生 
 
南浜の復興住宅にお住いの方々と HARU さんを通じて交流会に参加させていただいた。南浜の復興住

宅は復興記念公園が建つ予定の住居建設禁止地域の更地が目の前に広がる場所にある。きれいな集会所
の中でお菓子と飲み物、そして復興住宅の方が作ってくださったお漬物やお惣菜がテーブルに並んだ。
テーブルの周りに復興住宅の方々、HARU さん、エコ～るどメンバーが混ざって座り、各団体について
の軽い紹介の後お菓子やお漬物をつまみながら普段はできない交流を楽しめた。 

 
簡単な自己紹介の後最初はおそるおそる、次第にチャーミングな住民の方に半ば引っ張ってもらうよ

うに何か共通することを通じて話が膨らんでいったように思う。被災したときのなかなかうまくいかな
かったことも話してくださった。学生時代の友人と疎遠になっていて自分の親と同じくらいの世代や息
子と同じくらいの世代の人とは話せるが、同年代の他の人とのコミュニケーションが難しかったり仮設
住宅での生活で近所の人との距離の取り方に悩んだりしたこと。避難するときのんびりしていた近所の
方をおいていってしまい亡くなってしまったこと。抽選を経てようやく決まった新しい住居であるがお
店から遠く、海からも近い人気のない場所に不便さを感じてしまうこと。昔からの知り合いに偶然再会
したときのほっとした気持ち。不定期に帰ってくる息子のためにいつもご飯をすぐに出せるように冷凍
庫にストックしておいていること。生活の話を伺いながらたった 3 日間訪れてその後は帰ってしまう私
とそこにずっと住み続ける住民の方との間に必ず生じてしまう壁のようなものを痛感した。当然のこと
であるのだが無意識に相手が体験や気持ちを理解してくれることを望んでしまうそれを私はどのように
考えるべきであるのか、問い続けなければならないと感じた。一方交流は全体として楽しいものであっ
た。様々な思い出や東北大学の学生ライフなど自分の知らない世界、普段関わることのない世界を垣間
見ることは自分を新鮮な気持ちにさせ、それが充実感のようなものを与えるようだ。 

 

 



6月 17日／17：00 福島の状況について 

文責：大山晟弥 工学研究科都市環境工学専攻修士 1 回生 

 

1. 活動概要 

私が今回の研修参加者の中で唯一の東北出身者（福島県）であるということで、震災時の状況ならび

に復興状況について、皆さんに対しプレゼンをさせていただきました。関西に住んでいると、なかなか

東北の被災地の情報はリアルに伝わってきません。この研修の最終日の朝に関西で大きな地震がありま

したが、今回の私のプレゼンが、メンバーの皆さんの被災地の理解や震災に対する意識向上に少しでも

貢献できたならば幸いです。  

私は 2014 年 3 月末までは福島に住んでおりましたので、震災発生から 2014 年 3 月までについては私

の体験に基づく一次情報をお伝えしました。また 2014 年夏に、福島第一原発周辺（富岡町、楢葉町

等）を個人的に訪れた経験もありましたので、そこで感じたことなどもお話しさせていただきました。

その後の復旧状況や現在の被災地の状況については、自治体等が発表している情報をお伝えしました。 

2. 感じたこと、感想ほか 

むしろ私こそプレゼンに対する感想をいただきたいと思っていたりもしますが、プレゼンを通して私

自身の福島に対する理解が深まったこともありましたので、そのことをここで述べたいと思います。 

まず、福島の良さを再発見できたことです。豊かな自然が広がり、そこで育てられたコメや果物、野

菜、蕎麦などがとても美味しいということ、さらにその良質な米で造られた日本酒が、全国的に評価さ

れていることです。また、映画化もされたフラガールで有名なスパリゾートハワイアンズや、スキー場

など、福島の魅力を感じられるスポットもたくさんあります。自分自身がプレゼンの準備をしていて気

づいたこともあれば、プレゼン後に皆さんと話をして、改めて気づいたこともあります。どんどん良さ

を多くの方に知ってもらい、復興をさらに加速できればと感じました。 

一方で、現在も 8 万人の方々が避難を余儀なくされており、特に富岡町、双葉町、大熊町などは帰還

のめどが立っていないことも改めて実感しました。このようなことは、いつどこで誰に降りかかっても

おかしくありません。リスク対策の重要性を再認識しました。 

皆さんには熱心に私の発表を聞いていただき、またその後はいくつもの質問をしてもらい、関心を寄

せていただいたこと、嬉しく思いました。さらに、このプレゼンを通じて参加メンバーの皆さんから意

見を聞き、そして議論をし、そこから私自身多くの勉強をさせていただきました。改めて感謝申し上

げ、私のレポートとさせていただきます。 

  写真：発表資料 



6月 17日／夜 石巻水産の方々との交流 

文責：常光俊行 地球環境学舎修士 1 回 
1. 木の屋（石巻水産）について 
 石巻水産が創業したのは、昭和３２年であるが、戦後当時、鯨肉は欠かせないものであった。肉だけ
でなく、鯨の皮や脂を加工する工場も多くあり「鯨のまち」と呼ばれていた。「石巻に根付く企業とし
て、地元のものを活かした事業を地元で展開したい。そして『石巻』という産地を全国に広めていきた
い。」と考え、鯨に加えて三陸の魚を使った缶詰づくりをはじめた。東日本大震災が起きた時、工場な
どすべて流されたがその中から見つかった缶詰を拾い出し、消費者の希望の元、販売し、復興の足がか
りとしたとのことである。 
2. 木の屋の４つのこだわり 
① 鮮度：缶詰の味を左右する、魚の鮮度。獲れたての一番おいしい瞬間を閉じ込めるため、朝獲れ

の魚を早ければ当日の昼までに缶詰に加工している。これが木の屋独自の、冷凍した魚を使わな
い「フレッシュパック製法」。 

② 国産素材：日本の魚のうまみを引き出すには、日本でつくった調味料が一番だと考えられてい
る。例えば、醤油。創業当時より、地元石巻の無添加醤油を使用している。他に、砂糖は鹿児島
の喜界島産、塩は讃岐産の塩を使用している。 

③ 安心安全：新鮮な魚の、本物のおいしさをお届けしたいと考えている。その思いのもと、木の屋
では保存料などの食品添加物を極力使用せず、安心、安全な商品づくりを心がけている。 

④ 日本の食文化：鯨の行商から始まった木の屋の歴史。鯨を食べる習慣が消えつつある昨今、鯨肉
商品を通じて日本の食文化を保存し、後世に伝えていくことも木の屋の重要な役割であると考え
ている。 

3. 交流夕食会 
 木の屋（石巻水産）の皆様と、お話しを楽しみながら、美味しい地元の料理を頂いた。魚の盛り合わ
せ、牛タンの輪切りポン酢ソースを添えて、貝の鍋、ホヤの刺身、魚の塩焼きなど。 

 

 

 

 

 

 

 



6月 18日／石巻市内研修 

                       文責：後鳥友里 農学部地域環境工学科 1 回生  
  

 まず初めに、朝一番で石巻魚市場へ向かいました。道を渡った向かい側には、斎太郎食堂という食堂

が併設されており、そこで全員で朝食をと

りました。ここではこの市場でとれた魚介

を提供しています。朝から新鮮な海の幸を

味わうことができました。また、職員の方

から、市場・漁港についてお話を聞くこと

ができました。石巻魚市場では、震災後、

放射能検査機を導入し、水産物に放射性物

質が多く含まれていないか検査をされています。簡易検

査の結果によると、平成 25 年の時点で石巻及び牡鹿売

場に水揚げされた水産物の放射能は国が定めた基準を下

回っていたそうです。石巻市場では、「安全・安心」な

魚を提供しているとのことでした。当日も旬の魚介がた

くさん揚がっていました。 

 次に、石巻市復興まちづくり情報交流館と、水辺の復興・みらい館へ 

行きました。情報交流館では、震災の記憶を忘れることなく伝えていこう

と、当時の映像コーナーやパネル展示がなされていました。また、全国各

地からの復興を願う応援メッセージの書かれたボードがあり、当日は海外

からの団体観光客が震災について説明を受けている姿もありました。みら

い館では、主に石巻市の水に関する歴史と、津波被害からの復興状況について学ぶことができました。

大震災当日の川の動きや水のまわり方についての実際の体験談が展示されており、思わず読みいってし

まいました。とても貴重なお話でした。 

 また、このみらい館の近くには、石ﾉ森萬画館があります。ここは、

宮城県出身の萬画家、石ﾉ森章太郎さんの数々の作品を記念して建てら

れた、マンガミュージアムです。この石巻市内には、石ﾉ森さんの作品

のキャラクターがいろいろなところに点在し、人々を出迎えてくれてい

ました。キャラクターを見つけて歩くのは楽しかったし、まちがよりに

ぎやかに感じました。 

 この市内研修を通して、石巻が着実にたど

ってきた復興の歩みと石巻の魅力に気付くこ

とができました。また訪れたくなるような素

敵なところだったし、もっと石巻のことを多

くの人に知ってほしいと思いました。充実し

た有意義な 1 日でした。                               



6月 18日／木の屋石巻水産の工場見学 

文責：柴田星斗・農学部・3 回 

 

1. 活動概要 

 エコ〜るど京大では京都大学構内のレストランで

販売されているブルーシーフードカレーを缶詰化す

るというプロジェクトを行なっています。ブルーシ

ーフードとは、資源量が比較的豊富な魚介類のこと

であり、それらの積極的消費が海洋資源の持続可能

な利用に繋がります。 

 その缶詰を生産するのが、今回工場見学をした木

の屋石巻水産です。木の屋石巻水産は東日本大震災

で被災しましたが、その後、復興し現在でも生産を

続けています。今回は、工場で、魚の加工、殺菌、

箱詰めなど、缶詰の製造の一連の流れを見学しまし

た。そして、工場の見学後は、木の屋石巻水産の方

に、ブルーシーフードに関する話や会社の今後の展

望など様々な話を伺いました。 

 

2. 感じたこと、感想ほか 

 普段何気なく食べている缶詰が作られていく様子

が見られて大変面白かったです。水揚げされた魚を

当日内に加工することや、無添加無着色で素材のお

いしさをそのまま活かすことなど、様々なこだわり

を持って製造していることが印象的でした。また、

魚が加工されて、缶詰として商品になっていくま

での過程に関わっていた様々な人に、缶詰を食べ

る際には感謝しなくてはいけないと思いました。

今後、美味しい魚を継続的に食べ続けていくため

にも、私たちは海洋資源を守るための取り組みを

していく必要があり、ブルーシーフードという概

念は重要だと改めて感じました。 

 

 

 



6月 18日／南三陸町視察 

文責：久保文乃・農学部食料・環境経済学科・2 回 

1. 活動概要 

宮城県南三陸町は、東日本大震災の被害からの復興にあたって、エコタウンを実現することを復興計

画の柱のひとつに定めています。アミタグループはエコタウンの実現に向けて、南三陸 BIO（バイオガ

ス事業）、トウキ（薬草）の栽培委託、ササニシキの

復興、FSC 認証審査などに取り組まれています。今

回は、その中の南三陸 BIO（ビオ）の施設を見学させ

ていただきました。 

南三陸 BIO は、生ごみやし尿汚泥を発酵させて、

バイオガスと液肥を作る施設のことです。バイオガス

は、施設内での電力に活用され、液肥は肥料として地

元の農地に散布されています。 

 

2. 感じたこと、感想ほか 

 南三陸町では、震災後の街づくりの中心として「町まるごとブランド化」を掲げていて、南三陸町＝

環境にやさしい・持続可能な町というイメージを定着させることを目標としているそうです。このよう

な町づくりに多くの人が賛同しその実現に向けて動けていること、またそのきっかけが震災であったと

いうことが大変興味深かったです。印象深かったのが南三陸町の牡蠣生産者の方についてで、震災後に

過密養殖をやめるということに対して全員の合意が得られ、それが持続的に行われているというお話で

す。環境に配慮した生産活動を行おうとすると、従来型の方法で生産する人が必ず出てきて、環境保全

型のものが定着しないということをよく聞きます。しかし、ここでは環境保全型漁業を継続することが

できていて、その要因について考えてみたいと感じました。 

 南三陸 BIO について、作られた液肥は、一般の化学肥料と比べて遜色ない効果がある上、価格が 3 分

の１と安価であるという点が魅力的でした。農家の方にとって、長年続けていたことを変えるというの

はリスクが大きく、抵抗のあることだとは思いますが、これならば低コストで資源循環型の農業を行う

ことができるというのが良いと思いました。生産された農作物の価格も安価で、消費者側にとっても活

動を支えやすいと思いました。さらに、液肥は散布作業とセットで地元の農家の方に販売されていると

いうことで、高齢の方の負担も軽減しているというのも素晴らしいと思いました。また、ごみとなるは

ずだった食べものが液肥になり、再び農作

物の栄養になるという循環が分かりやす

く、分別する側の意欲も高まると思いまし

た。ここでの成功例をすべての自治体でそ

のまま適用するには、いろいろな課題があ

るとは思いますが、今後、他の自治体でも

この取り組みが行われるようになれば良い

と感じました。 


