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宮城県・石巻市の紹介

石巻市は、宮城県北東部の太平洋沿岸地域に位置し、
５５５ｋ㎡の市域を有する県下第二の都市５５５ｋ㎡の市域を有する県下第二の都市。

女川町女川町

石巻市石巻市

東松島市東松島市東松島市東松島市

仙台市仙台市
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宮城県・石巻市の紹介

平成 １７ 年４月１日、石巻地域１市６町が合併し、

新・石巻市として新たにスタート。新 石巻市 し 新 。

人口は、約１６万人（約６万１千世帯）。
（平成２２年９月末現在、石巻市ホームページより）（平成２２年９月末現在、石巻市ホ ムペ ジより）
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宮城県・石巻市の紹介

市街地は、石巻湾側の旧北上川河口付近に広がる。

市域東部から牡鹿半島にかけては 北上山地の最南端市域東部から牡鹿半島にかけては、北上山地の最南端
に位置し、リアス式海岸となっている。

金華山沖（三陸沖）では 黒潮と親潮がぶ かるため金華山沖（三陸沖）では、黒潮と親潮がぶつかるため、
世界三大漁場の１つ。全国でも有数の水産都市。

主要産業は、水産業と県下第二の集積を見せる商業。
造船業、紙パルプ業なども盛ん。

新産業都市の指定を受け石巻工業港が開港するなど、
工業都市としても発展。工業都市としても発展。

平成元年に石巻専修大学が開学するとともに、三陸縦
貫自動車道を整備（石巻まで延伸）貫自動車道を整備（石巻まで延伸）。
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石巻専修大学

学部学部 大学院大学院

理工学部理工学部
基礎理学科基礎理学科

機械工学科機械工学科

経営学部経営学部
経営学科経営学科

理工学研究科理工学研究科（修士課程/博士後期課程）

物質工学専攻（修士）物質工学専攻（修士）

機械システム工学専攻（修士）機械システム工学専攻（修士）

生命科学専攻（修 ）生命科学専攻（修 ）情報電子工学科情報電子工学科

生物生産工学科生物生産工学科

生命科学専攻（修士）生命科学専攻（修士）

生命環境科学専攻（博士後期）生命環境科学専攻（博士後期）

物質機能工学専攻（博士後期）物質機能工学専攻（博士後期）

理工学研究科理工学研究科（修士課程/博士後期課程）学研究学研究

経営学専攻（修士・博士後期）経営学専攻（修士・博士後期）
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石巻専修大学

２１世紀ビジョン 「社会知性の開発」

地元地域（現石巻市、東松島市、女川町）の誘致を受け地元地域（現石巻市、東松島市、女川町）の誘致を受け
平成元年に開学

学生約２，０００名、教員約１００名、職員約４０名

校地４２４，０００平方メートル（東京ドームの約１０倍）、

駐車場８６０台
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石巻専修大学

体育館体育館

3号館3号館

４号館４号館

野球場野球場

旧北上川

ﾗｸﾞﾋﾞｰ場ﾗｸﾞﾋﾞｰ場

本館本館

図書館図書館 2号館

１号館

野球場野球場

多目的グラウンド多目的グラウンド
工作センター

５号館
学生パーキングエリア

工作センタ

自動車工学センター

雨天体育場
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東日本大震災の概要

平成２３年３月１１日（金）平成２３年３月１１日（金）
■■１４時４６分１４時４６分

震源地震源地 ：三陸沖：三陸沖 Ｍ９．０Ｍ９．０

震度６強：石巻震度６強：石巻 （最大震度７（最大震度７ ：宮城県栗原市）：宮城県栗原市）

■■１４時４９分１４時４９分 大津波警報発令大津波警報発令

石巻専修大学石巻専修大学
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東日本大震災の概要②

9 出典出典 三陸河北新報社三陸河北新報社 「大津波襲来「大津波襲来 石巻地方の記録」石巻地方の記録」



東日本大震災の概要②

10 出典出典 三陸河北新報社三陸河北新報社 「大津波襲来「大津波襲来 石巻地方の記録」石巻地方の記録」



東日本大震災の概要

11 出典出典 三陸河北新報社三陸河北新報社 「大津波襲来「大津波襲来 石巻地方の記録」石巻地方の記録」



東日本大震災の概要

出典出典 三陸河北新報社三陸河北新報社 「大津波襲来「大津波襲来 石巻地方の記録」石巻地方の記録」12



東日本大震災の概要

13 旧北上川河口付近にある信用組合に船首から突き刺さったプレジャーボート（４月４日、石巻市中央２丁目）旧北上川河口付近にある信用組合に船首から突き刺さったプレジャーボート（４月４日、石巻市中央２丁目）



東日本大震災の概要

14 出典出典 三陸河北新報社三陸河北新報社 「大津波襲来「大津波襲来 石巻地方の記録」石巻地方の記録」



東日本大震災の概要

住んでいた石巻駅前のアパート（住んでいた石巻駅前のアパート（33月月1515日）日）15



東日本大震災の概要

全国・宮城県内の被害状況

2011.9.12現在

全国 宮城県 石巻圏域 石巻市全国 宮城県 石巻圏域 石巻市

死 者 15,783 9,457 4,767 3,166

行方不明者 4,086 2,149 1,300 793

避 難 者 38 040 6 038 1 776 1 509避 難 者 38,040 6,038 1,776 1,509

全 半 壊 115,185 71,755 37,447 23,309

※石巻圏域：石巻市、東松島市、女川町

※避難者 ：避難所 ホテル 親戚宅など住宅以外 の避難者※避難者 ：避難所、ホテル、親戚宅など住宅以外への避難者

16



石巻専修大学の被害概況

学生の被災状況

在学生死亡 ６名 入学予定者死亡 １名在学生死亡：６名、入学予定者死亡：１名

罹災状況罹災状況

家屋の全壊 １３７

家 半壊家屋の半壊 １２０

家屋の一部損壊 ９５

原発避難待機 ３

家族の死亡・行方不明 ８

家計急変 ７６

家業の甚大な被害 １家業の甚大な被害 １
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石巻専修大学の被害概況

教職員

・全員無事

・家族の死亡５件、 家屋の全壊４件、床上浸水１３件家族の死亡５件、 家屋の全壊４件、床上浸水１３件

施設・設備

軽微・軽微

・建物の内外壁の亀裂、空調の吹き出し口のカバーが

外れるなど

ライフラインライフライン

・電気、水道、ガス、通信が長期にわたりストップ
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石巻専修大学の被害概況

４号館・教室 図書館

19

５号館・学生ホール ５号館・カフェテリア



震災後の行動①

■ ３月１１日（金） 雪

14 46 地震発生14:46 地震発生
電気、水道、ガス、電話止まる→非常電源に切り替え
大津波警報発令

15:50 本館3階へ避難指示、図書館書籍棚から半数の書籍が落下確認

16:00 旧北上川(本学は、海より5キロ付近の川沿いにある)逆流確認

17:30 帰宅許可、対策本部1階に置く、
非常電源を頼りにワンセグＴＶで情報入手

17:40 学生 地域住民受け入れ17:40 学生、地域住民受け入れ

18:30 本学の非常備蓄食 パン、水を避難者に提供 避難者441人

19:00 石巻市内、床下、床上浸水の情報入る19:00 石巻市内、床下、床上浸水の情報入る

21:00 職員、本館1階事務室、教員2階教員室を宿泊場所とする

22:00 石巻市街地に浸水の情報
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３/１１の学内の様子

本館・一般住民避難本館・一般住民避難21



３/１１の学内の様子

本館・一般住民避難本館・一般住民避難22



３/１１の学内の様子

本館・教員室本館・教員室23



３/１１の学内の様子

本館・ロビー本館・ロビー24



震災後の行動②

■ ３月１２日（土）

9:00 学生、教職員の安否確認始まる

15:50 避難場所を学生は、本館2階、
一般住民 4号館に移動
鉄道、道路、交通機関運行状況、依然不明

19:40 地域の指定避難所・石巻商業高校から避難住民の受け入れ要請(230人)

20:20 津波警報に切り替わる
気仙沼、石巻、東松島、塩釜、七が浜、多賀城は孤立との情報入る
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震災後の行動③

■ ３月１３日（日）

7:00 津波注意報に切り替わる、激甚災害指定

9:00 石巻市対策本部を石巻日赤へ移転

13:00 避難所へ仮設トイレ設置
石巻市社会福祉協議会防災担当来校 災害ボランティアの拠点 物資供石巻市社会福祉協議会防災担当来校、災害ボランティアの拠点、物資供
給拠点としてキャンパスの使用を要請される
施設・設備の損傷を確認記録

津波注意報解除18:00 津波注意報解除
自衛隊へり、避難者救助、搬送先として要請される

18:30 東北道、常磐道全線通行止め、仙台空港欠航
電気、294万世帯停電
死亡1,000人、石巻1,300人孤立
大学内に避難者700名超える

20:00 石巻日赤から救急搬送用にマイクロバスの借用要請
当面する学内の懸案事項について協議
当面の行事、イベントは、中止を決定当面 行事、イ 、中 を決定
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３/１３の学内の様子

４号館・仮設トイレ

27 グラウンド・ヘリポートグラウンド・ヘリポート （学内への被災者搬送）（学内への被災者搬送）



３/１３の学内の様子

図書館

学内への被災者の搬送（自衛隊）学内への被災者の搬送（自衛隊）28



震災後の行動④

■ ３月１４日（月）

7:00 ソフトバンク大学内でサービス開始

14:00 石巻日赤病院院長来校(仮診療所としての施設借用)

14:30 石巻市長来校(ボランティアセンターとしての施設借用)
通信網が途絶えているため、ホームページ閲覧不可→専修大学(東京・神

) ホ ムペ ジ経由 情報 受発信田)のホームページ経由し、情報の受発信
一般入試B日程(試験日3/22)中止
センター入試C日程センターからの入試データ受領手段、3/22合格発表目
指す指す
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３/１４の学内の様子

４号館・ソフトバンクが学内に移動中継車
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４号館・給水支援車両



３/１４の学内の様子
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震災後の行動⑤
3.15（火） キャンパス内にボランティアセンター立ち上がる

正午現在、石巻市発表、避難者39,854名

3 16（水） 雨 学長メ セ ジ 在学生 教職員 のお知らせ 専大HP経由し掲出3.16（水） 雨 学長メッセージ、在学生・教職員へのお知らせ、専大HP経由し掲出
本学専任教職員全員の安否が確認取れる。学生は3割確認
日本赤十字石巻病院より仮設救護所設置を要請

3.17（木） 雪 NTTによる特設公衆電話(発信専用)設置される
午後4時県警発表、遺体収容状況県内3,158体、内石巻地方1,442体

3.18（金） 雪 入学試験に関する措置を専大HP経由し掲出雪

3.20（日） 電気・電話復旧
学位記授与式中止、なお、避難学生など十数名に学位記を授与

3 21（月） 本学専任教職員全員の安否を確認3.21（月） 本学専任教職員全員の安否を確認

3.22（火） 通信復旧
大学⇔インタネーネット接続再開（大学HP公開）

3.30（水） 本学学生全員の安否を確認

4.4 （月） 水道復旧

ガ4.13（水） ガス復旧
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３/１５～学内の様子

４号館 仮設ト４号館・避難所 ４号館・仮設トイレ
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４号館・避難所（教室） ４号館・避難所（安否情報）



３/１５～学内の様子

34



３/１５～学内の様子

自衛隊（宿営地・通信基地）自衛隊（宿営地・通信基地）35



３/１５～学内の様子
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３/１５～学内の様子

発信専用衛星電話を設置（発信専用衛星電話を設置（ NTTNTT東日本）東日本）37



３/２０の学内の様子

平成平成2222年度・学位記授与年度・学位記授与38



当面の懸念事項にどう対処したか

• 学生・教職員の安否確認• 学生・教職員の安否確認

• 施設設備の安全確認

当面 授業運営• 当面の授業運営
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大学施設借用にどう応えたか

• 避難所（3/11~4/28）

• グラウンド・ヘリポート(3/11~)

巻災害ボ セ タ• 石巻災害ボランティアセンター(3/15~)

自衛隊宿営地 通信基地(3/15 5/10)• 自衛隊宿営地・通信基地(3/15~5/10)

日本赤十字仮設救護所(3/16 4/11)• 日本赤十字仮設救護所(3/16~4/11)

• 石巻赤十字看護専門学校(4/11 3/31)• 石巻赤十字看護専門学校(4/11~3/31)

• 宮城県石巻合同庁舎(4/15~9/30)• 宮城県石巻合同庁舎(4/15~9/30)
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震災を振り返って

• 電源確保• 電源確保

• 通信手段の確保• 通信手段の確保

• 学生情報管理学生情報管理

• 給与処理給与処理

• 入学試験入学試験
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終わりに
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終わりに

いつものキャンパスへいつものキャンパスへいつものキャンパスへいつものキャンパスへ

地域の復興イベント等へ学生らが積極的に参加地域の復興イベント等へ学生らが積極的に参加地域の復興イベント等へ学生らが積極的に参加地域の復興イベント等へ学生らが積極的に参加
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