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Abstract：The March 11 Great East Japan Earthquake and resulting tsunami have caused significant direct and indirect impacts
on ecosystem services provided by satoyama and satoumi in the affected area. In addition，the Fukushima Daiichi nuclear
accident has left a long lasting scar on the region’s ecosystem. This paper assembles available government reports，scientific
studies and news articles regarding ecosystem services in satoyama and satoumi，and summarizes changes in ecosystem services
before and after the disaster，based on the assessment framework developed by Japan Satoyama Satoumi Assessment（JSSA，
2010）. We found that the inundated municipalities lost about 25％ of farmland for rice production and 5％ for other crops. The
amount of woody material in the rubble is estimated at approximately 4 million tons，the carbon content of which is equivalent
to 5％ of total forest carbon stock in the area. The number of visitors during the holiday season dropped by 30-40％ in Tohoku
region，and 17％ of cultural assets were damaged by the quake and tsunami.
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１．はじめに
2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は，地震と津波によっ
て人々の生命と生活に甚大な被害をもたらしたが，津波による浸
水地域を中心に里山・里海の生態系にも直接・間接の影響を及ぼ
した。さらに，東京電力福島第一原子力発電所での事故により，
警戒及び計画的避難区域における日常生活や生産活動が実質的に
不可能になったほか，風評被害を含めて周辺地域の社会経済に著
しい影響を及ぼしている。
この震災による生態系への影響については，農業，林業，水産
業など一次産業のタイプ別に被害実態や被害額の把握が進められ
ている 1 ）。しかしながら，ミレニアム生態系評価（MA）2 ） で提
示されているような生態系サービスの包括的な分析枠組みによる
評価はまだ試みられていない。また，被害実態の評価は，震災後
に顕在化した影響の評価が中心であり，震災前後での生態系サー
ビスの変化を定量評価した研究はまだない。
そこで，本稿では，東日本大震災による里山・里海における生
態系サービス（人間が生態系から得ている恵みの総称）の影響に
関して，これまでに公表されている各種情報を包括的に収集し，
収集したデータをミレニアム生態系評価 2 ）と日本の里山・里海
の生態系評価（JSSA，2010）3 ） の分析枠組みに基づいて，震災
前後での生態系サービスの変化について可能な限り定量評価を試
みた。震災前後での生態系サービスを評価対象とすることで，一
次産業への被害 1 ）だけでなく，生態系を介して人々が直接・間
接的に享受している多様なサービスの変化が把握できる。また，
そこで得られた定量評価結果は，「生態系と生物多様性の経済学」
（TEEB）4 ）などで研究が進みつつある生態系サービスの経済評価
に対して有用なインベントリ・データを提供できるほか，今後の
復旧・復興計画の立案にあたって，生態系サービスの活用や人と
生態系との関係性の再興を検討するための一助となりうる。なお，
本稿は著者らが 2011 年 10 月に行った学会発表内容 5 ）をベースに，
それに大幅に加筆修正したものである。
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２．方法
ミレニアム生態系評価（MA）では，生態系から人々が得る恵
みを「生態系サービス」と定義し，生態系サービスの変化がどの
ように人間に影響するかが検証された。このなかで，生態系サー
ビスは，①供給サービス（食糧や水，木材，燃料などの供給），
②調整サービス（洪水・気候調整），③文化的サービス（レクリエー
ションや精神的・教育的な恩恵），④基盤サービス（栄養塩循環
や土壌形成等）の４種類で定義されている 2 ）。本稿では，定量化
に必要なデータの利用可能性の観点から，供給サービス，調整サー
ビス，文化的サービスの３種類のサービスを対象に評価を行った。
本研究では，東日本大震災による里山・里海における生態系サー
ビスの影響に関して，これまでに公表されている関連省庁や自治
体による調査結果，学会調査団や研究者による研究報告，論文，
新聞報道を包括的に収集した。
評価対象としたのは，被災県のうち，特に被害が大きかった青
森，岩手，宮城，福島の４県における津波浸水域（44 市町村と
した。具体的には，以下の市町村を対象とした。本稿では，これ
らの地域を「対象地域」と呼ぶことにする。
・青森県：六ヶ所村，三沢市，おいらせ町，八戸市，階上町
・宮城県：気仙沼市，南三陸町，女川町，石巻市，東松島市，松
島町，利府町，塩竈市，七ヶ浜町，多賀城市，仙台市宮城野区，
仙台市若林区，仙台市太白区，名取市，岩沼市，亘理町，山元町
・岩手県：洋野町，久慈市，野田村，普代村，田野畑村，岩泉町，
宮古市，山田町，大槌町，釜石市，大船渡市，陸前高田市
・福島県：新地町，相馬市，南相馬市，浪江町，双葉町，大熊町，
富岡町，楢葉町，広野町，いわき市
2011 年 11 月末現在での東日本大震災による対象地域における
人的・建物被害と森林被害を表－ 1 に，同地域の里山・里海の生
態系サービスへの影響を表－ 2 にまとめた。表－ 2 の縦軸の項目
構成と指標類は，日本の里山・里海の生態系評価 3 ） において用
いられた評価枠組みを踏襲した。地震と津波による影響と福島第

京都大学大学院地球環境学堂

＊＊＊

宇都宮大学農学部附属里山科学センター

63

一原発事故による影響では，後者の方が長期でかつ広範囲に影響
を与えるなど，生態系サービスへの影響の範囲や特性が異なる。
そこで，表－ 1 と表－ 2 の横軸は，「地震と津波による影響」と「福
島第一原発の事故による影響」を区別して整理した。「福島第一
原発の事故による影響」については，さらに原発から 20km 圏内
の「警戒区域」と「計画的避難・緊急時避難準備区域」の二つに
区分した。ただし，「福島第一原発の事故による影響」の部分で
示した数値は，表－ 2 の一部の項目を除いて「地震と津波による
影響」の内数である。ここで一部の項目とは，供給サービスの海
面漁業と養殖を除く「食料」の各項目，
「森林」
，調整サービスの「森
林炭素蓄積量」
，
「耕作放棄地面積」
，文化的サービスの「小中学
校数」である。これらの項目については対象地域外であるが，
「警
戒区域」もしくは「計画的避難・緊急時避難準備区域」に指定さ
れている，田村市，川俣町，飯館村，葛尾村，川内村の５市町村
の数値が含まれる。すなわち，震災前後の比較という意味では，
対象地域に限定した評価を行い，さらに原発事故による影響の相
対的な影響の大きさを示すため，生態系サービスの種類によっては，
対象地域以外の原発周辺で海に接しない５市町村も含む「警戒区域」
ないし「計画的避難・緊急時避難準備区域」における影響の定量
化を試みた。また，表－ 2 の原発事故の影響の部分で記している
数値は，これら指定区域内で従前どおりの生産活動や生態系管理
を通じて生態系サービスが発揮された場合の潜在量を意味する。
なお，表－ 2 内の空欄は，該当する定量的データや情報を現時
点で見出すことができなかった項目を意味する。「備考」及び「間
接的な影響」の欄には，定性的ではあるが，影響を把握するため
に有用と考えられる内容を記載した。
３．対象地域の人的・建物被害と森林被害
対象地域の死者数は 15,776 人と行方不明者数は 3,637 人であり，
合計 19,413 人にのぼる（表－ 1 ）。震災前の人口比でいうと，人
口の 0.8％が失われたことになる。建物被害（全壊及び半壊）は
約 27 万戸であり，対象地域に分布する約 82 万戸の 33％が半壊
以上の被害を受けた。避難者数は時間経過とともに徐々に減少し
つつあるが，11 月現在で 71,565 人であり，これは対象地域の人
口の 3％に相当する。対象地域では，震災後人口流出が懸念され
ており，福島県では震災後，2011 年の夏休み中に転校予定の小
40）
中学生が計約 14,000 人にのぼったほか（毎日 2011.8.9）
，宮城，
福島の両県では，震災を境に 9 月までに人口が推計で 2 万人以上
減少している（毎日 2011.9.10）40）。
警戒区域の人口は 77,900 人，計画的避難と緊急時避難準備区
域の人口は 67,250 人であり（表－ 1 ），計 145,150 人に達する。
緊急時避難準備区域は，9 月 30 日に解除され，避難住民の帰還
完了目標日（田村市：2012 年 3 月末，川内村：2012 年 3 月末，
広野町：2012 年中，南相馬市：明示なし，楢葉町：計画発動後
１か月以内）も提示されているが，避難住民の帰還は除染作業の
進 捗 や 医 療 福 祉 体 制 の 正 常 化 に よ る と こ ろ が 大 き い（ 毎 日
2011.10.1）40）。
森林については，津波による破壊と森林火災等によって約
3,500ha が消失したが，これは対象地域の森林面積の 0.5％，森
林蓄積の 0.6％に相当する（表－ 1 ）。警戒区域と計画的避難・緊
急時避難準備区域に含まれる森林面積は，12.1 万 ha であり，こ
れは対象地域の森林面積の 16.6％に相当する。ただし，放射性物
質はこれら指定区域の範囲を越えて広い範囲に蓄積していること
に留意が必要である。
４．震災前後の生態系サービスの変化
（１）供給サービス
津波で浸水した農地では一時的にせよ生産ができないと仮定す

64

ると，コメの収穫量は震災前の約 25％減，水田以外の農地は 5％
減となる（表－ 2 ）。原発事故の計画区域，計画的避難区域・緊
急時避難準備区域におけるコメの収穫量は計 63,776t であり，こ
れは対象地域のコメ収穫量の 14％に相当する。人為的な除染が
なされない場合，当該区域の被ばく線量が帰宅可能な水準まで下
がるには数十年単位の時間がかかるとされており，仮に 10 年間
にわたってコメの生産ができなくなると仮定すると，積算量は約
64 万 t に達する。さらに，10 年放置した水田や畑地をもとの農
地に戻すには，除染作業を含めて膨大な労力と費用が必要となる。
畜産については，福島県内の被害実態が正確に把握されていな
いが，それを除いても，乳用牛が 18％減，肉用牛 31％減，豚
20％減，採卵鶏・ブロイラー57％減に達することがわかった（表
－ 2 ）。福島県は，警戒区域内の家畜を安楽死させることを 4 月
に決定しているが，安楽死処分，処分後の産業廃棄物としての処
理方法と費用の問題がある。さらに，畜産に関しては，原発事故
後に収集・流通した稲わらが飼料として流通したことで，畜産物
の安全性が全国規模で問題になるなど，影響の範囲は極めて広い。
対象地域では，乾シイタケが 108t，生シイタケが 3,589t 生産
されていたが，震災後の生産量変化はまだ把握できていない（表
－ 2 ）。また，原子力災害対策特別措置法に基づき，伊達市，相
馬市，南相馬市，田村市など５市８町３村の露地栽培の原木シイ
タケは出荷制限の対象になっており，その量は乾シイタケ 14t，
生シイタケ 205t にのぼる。
対象地域の海面漁業と海面養殖業の漁獲量は，それぞれ全国の
14％，19％を占める。津波によって 21,589 隻の船が被害を受け
たほか，養殖施設や水産加工施設も壊滅的な影響を受けたところ
が多い。津波による大量のがれきや土砂が日光を遮り，海藻を枯
らすことによる磯焼けが大規模に生じるおそれもある。そのため，
船や港湾施設，加工施設等は比較的早めに復旧できたとしても，
魚場の復旧には数年単位の時間を要する。
また，津波は海岸林に大きな影響をもたらしたが，当該地域の
森林面積全体への影響という観点からすると，地域の森林全体の
0.5％が被害を受けたという程度である。むしろ，被災地ではが
れきの中に含まれる廃木材の量が約 400 万 t と推計され 19），気乾
比重 0.5 と仮定すると，これは当該地域の森林炭素蓄積の 7.4％
に相当する。また，青森，岩手，宮城，福島の４県では，農林水
産省によって，林地荒廃 266 箇所（141 億円），治山施設 204 箇
所（1,112 億円），林道施設等 1,985 箇所（26 億円）という被害
状況が報告されている 1 ）。さらに，警戒区域や計画的避難区域で
は，間伐や下刈り不足により，植林した若木の成長不足，山の荒
40）
廃，土壌汚染が懸念されている（毎日 2011.5.30）
。
（２）調整サービス
調整サービスとして，森林による炭素吸収速度，飲料水の輸入
量の変化，海岸林の被災面積を整理した（表－ 2 ）。対象地域の
森林における炭素蓄積量は 38,825t であり，その量は震災後に 0.6％
減少したと推定された。また，森林による炭素吸収速度は 42.8
万 t-C/ 年であるが，震災後にこの速度がどう変化したかを算定
するのに必要なデータを見出すことはできなかった。ただし，今
後の復旧・復興に地域内の森林資源を積極的に使用することによ
り，林齢構成を若い方にシフトさせることで，地域によっては吸
収速度を高めることができるかもしれない。一方，警戒区域と計
画的避難区域の大半を占める山間部の森林では，除染作業が進ま
40）
ず，住民帰還の障害になるおそれがある（東京 2011.9.4）
。
水制御に関しては，震災前，既往最高潮位以下の面積 83km2
のうち，平均海面以下の面積は 3km2 だった。だが，震災後には
地盤沈下により既往最高潮位以下の面積が 111km2（1.34 倍），平
均海面以下の面積が 16km2（5.3 倍）と変化した 21）。
一方，原発事故の影響から飲料水の輸入量が急増し，東京港の
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2011 年４月の飲料水輸入量は，前年比 3.5 倍の 47,174kl であっ
41）
た 23）。成人一日水摂取量を 1.65 リットル（l）
とすると，日本全
体での水需要量（産業用を除く）は約 7,680 万 kl/ 年であり，震
表－１

災前の直近の水輸入量約 42 万 kl は水需要全体の 0.55％であった。
その輸入量が，震災後には約 115 万 kl（175％増）に増加し，結
果的に国外の水質浄化の調整サービスへの依存が増す格好になった。

東日本大震災による人的・建物被害及び森林被害（2011 年 11 月末現在）

a）震災前については，それぞれの項目について直近の年（2009 年もしくは 2010 年）の利用可能なデータを用いた。
b）変化率（％）＝（震災後－震災前）
/ 震災前× 100
なお，震災前の数値（a）がゼロである項目については，変化率は計算せず，空欄とした。
c）警戒区域：南相馬市の一部，浪江町の一部，葛尾村の一部，双葉町（全域），大熊町（全域），富岡町（全域），楢葉町の一部，川内村の一部，田村市の一部
d）計画的避難区域：飯舘村（全域），川俣町の一部（山木屋地区），葛尾村（20km 圏内を除く全域），浪江町（20km 圏内を除く全域），南相馬市の一部，
e）緊急時避難準備区域：広野町，楢葉町（20km 圏内を除く全域），川内村（20km 圏内を除く全域），田村市の一部，南相馬市の一部

表－２

東日本大震災による里山・里海の生態系サービスへの影響（2011 年 11 月末現在）
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表－２（続き）
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表－２（続き）

a）～ e）は表－ 1 の注記を参照のこと。なお，b）変化率については，震災前がゼロの場合だけでなく，震災前後のいずれかで定量データが得られなかった場合には空欄とした。

また，対象地域には防潮や砂防の機能を果たす海岸林（マツ林）
が分布していたが，津波によってその総面積 33km2 の約三分の
一が甚大な被害（被害率区分 75％以上）を受けた 24）。
（３）文化的サービス
文化的サービスとして，被災した社寺数，名勝，にほんの里
100 選の数，国立公園と国定公園の利用者数，教育施設数，潮干
狩り開催件数，旅行人数，被災した文化財の数等のデータを収集
整理した（表－ 2 ）。その結果，社寺や名勝への被害については，
部分的な報告はあるものの，文化的サービスの震災前後での被害
の全体像までは把握できていないことがわかった。
陸中海岸国立公園における被害実態は，事業施設別，被害の程
度別に比較的詳細に把握されているが，南三陸金華山国定公園の
被害については，施設の震災前の状況の把握が困難なこともあり，
被害状況が正確に把握できていない 33）。陸中海岸国立公園につ
いては，単に復旧を進めるだけではなく，国立公園の指定範囲を
大幅に拡張し，「三陸復興国立公園」（仮称）として，農林水産業
の振興，森・里・海のつながり，津波の経験の継承，ジオパーク，
エコツーリズムを柱とした国立公園づくりが進められることになっ
ている 42）。
他方，「ふくしま生物多様性推進計画」43） は，震災前まで，福
島県の生態系のうち沿岸部を，様々な生き物の生育の場，自然と
のふれあいの場と位置付けていたが，現在，大幅な見直しが求め
られている。
教育施設については，校舎が使えなくなった小中学校が 129 校
にのぼる（表－ 2 ）。すなわち，対象地域に分布する小中学校
797 校の 16％が震災によって使用できなくなった。
観光に関しては，東北地方のゴールデンウィーク期間の旅行人
数（東北全域）は，宿泊，日帰りでそれぞれ前年比 28％減，
39％減であった 37）。さらに，お盆期間の国内宿泊旅行人数（東
北全域）については，前年比 42％減であった 38）。特に福島県では，
警戒区域や避難区域から離れた地域であっても観光客の減少が顕
著 で あ る こ と が 数 多 く 報 告 さ れ て い る（ 読 売 2011.7.4； 毎 日
2011.8.10；朝日 2011.9.13）40）。
対象地域では 224 の文化財に被害があった 29）。これは，青森，
岩手，宮城，福島の４県の文化財総数 1,357 の 17％を占める。ま
た，重要無形民俗文化財「相馬野馬追」開催地は原発事故の警戒
区域にかかっている。
里山・里海がもたらす文化的サービスは，日本社会の基盤をな
すものであり，米の生産方法，森林の維持管理，漁業の慣行など，
伝統的な慣行の基礎になっている 3 ）。戦後の急速な都市化に伴い，
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里山・里海の減少・消失を経験した日本では，一次産業（供給サー
ビス）のための場としてだけでなく，精神的価値や文化的景観に
代表されるような文化的サービスの重要性が強調されることが少
なくない 44）。被災地でも，海岸林や屋敷林（イグネ）などを，
文化的な景観として，稲作の継続とともに再生したり 45），ラン
ドスケープや風土の再生を通じたエコツーリズム振興を復興プロ
グラムに組み込んだりすること 46），47）が提案されている。すなわ
ち，文化的サービスについては，被災地における生活や生業の再
生と切り離して検討すべきものではなく，伝統的景観を含む文化
的サービスの再生がむしろ各被災地にとって貴重な復興の手掛か
りなり，契機になると考えられる。その意味では，景観の被災状
況や観光客の動向など震災前後での文化的サービスの評価は，地
域再生を検討するうえで有用なベースライン情報となることから，
被災地ごとにさらにきめの細かい調査と掘り起しが望まれる。
一方，原発事故により，従前の土地での生活・生業ができなく
なったり，その後の風評被害で利用者・消費者が減ったりするこ
とで，各地域に根差した文化的サービスの喪失が懸念される。さ
らに，福島第一原発から遠く離れた地域であっても観光客の減少
が顕著であるように，いったん原発事故が生じた場合には，放射
性物質の影響の有無にかかわらず，きわめて広い範囲で文化的サー
ビスの価値が損なわれることが判明した。その意味では，警戒区
域や避難区域から離れた地域も含めて文化的サービスの変化につ
いても継続的に評価し，原発事故による損失に計上していく必要
がある。
５．おわりに
本稿では，東日本大震災による里山・里海の生態系サービスへ
の影響について，MA と JSSA の評価枠組みに従って可能な限
り包括的かつ定量的に把握することを試みた。対象としたのは，
青森，岩手，宮城，福島の４県の沿岸部において津波の浸水被害
を受けた 44 市町村である。さらに，地震と津波だけでなく，原
発の影響も区別して把握するため，「警戒区域」と「計画的避難・
緊急時避難準備区域」における影響評価も行った。
その結果，供給サービスのうち食料については，震災前後でコ
メ以外では 5％減，コメ 25％減，畜産は 18-57％減であることが
わかった（表－ 2 ）。漁業と養殖は壊滅的な被害を受けたことと，
震災後の漁獲量がまだ把握・報告されていないことから震災前後
での定量評価まではできなかった。調整サービスとしては，森林
による炭素蓄積量，炭素吸収速度，飲料水の輸入量の変化，海岸
林の被災面積などを定量化した。震災後は，特に飲料水の輸入量
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が急増しており，このことは，水質浄化の調整サービスの劣化と
国外依存の増加を意味する。さらに，文化的サービスについては，
いまだに被害の実態の詳細が把握できていない項目が少なくない
こと，行楽シーズンの観光客数が東北全体で 3～4 割減少してい
ること，東北全体の 17％の文化財に被害が生じたこと，などが
明らかになった。
本研究成果を踏まえ，今後は，（i）生態系サービスと生物多様
性への影響の本格的な評価と継続的モニタリング，（ii）被災地
内の生態系サービスと被災地外（周辺地域外，国内，海外）の生
態系サービスとの間のリンケージ評価，（iii）放射性物質の蓄積，
流出による生態系サービスへの影響の定量化，（iv）復興シナリ
オ別，政策オプション別の生態系サービスの定量化を進めていく
予定である。
補注・参考文献
1 ）農林水産省：東日本大震災について～東北地方太平洋沖地震の被害と対
応～，<http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/saigai/111111.html>
2011.11.11 更新，2011.11.20 参照
2 ）Millennium Ecosystem Assessment（2005）: Ecosystems and
Human Well-being: A Framework for Assessment. Washington,
DC: Island Press.
3 ）日本の里山・里海評価（2010）：里山・里海の生態系と人間の福利：
日本の社会生態学的生産ランドスケープ―概要版―，国際連合大学，
36pp．
4 ）TEEB（2010）: The Economics of Ecosystems and Biodiversity:
Mainstreaming the Economics of Nature: A synthesis of the
approach，conclusions and recommendations of TEEB, 36pp.
5 ）齊藤修・橋本禅・高橋俊守（2011）：東日本大震災による里山・里海
の生態系サービスへの影響評価と将来復興シナリオ，土木学会第 39
回環境システム研究論文発表会講演集，pp.203-208
6 ）総務省統計局 : 統計でみる市区町村のすがた 2011，<http://www.
stat.go.jp/data/ssds/5b.htm>，2011.6 更新，2011.11.1 参照
7 ）警察庁緊急災害警備本部（2011）：平成 23 年（2011 年）東北地方太
平洋沖地震の被害状況と警察措置（2011.11.21）
8 ）東日本大震災復興対策本部事務局（2011）：全国の避難者等の数，
<http://www.reconstruction.go.jp/topics/20111109hinansha.
pdf>，2011.11.9 更新，2011.11.22 参照）
9 ）福島県災害対策本部（2011）：平成 23 年東北地方太平洋沖地震によ
る被害状況即報（第 433 報）（2011.11.22）
10）総務省統計局（2010）：平成 20 年住宅・土地統計調査 都道府県編
11）国土地理院（2011）：平成 23 年東北地方太平洋沖地震 市区町村別
津波浸水範囲の土地利用別面積
12）農林水産省（2008）：2005 年農林業センサス第一巻都道府県別統計書
（青森，岩手，宮城，福島）
13）農林水産省（2010）：平成 23 年産米の都道府県別の生産数量目標
14）農林水産省（2007）：畜産統計調査市町村別データ 2006 年次
15）農林水産省（2011）：青森県，岩手県，宮城県の３県における畜産関
係 被 害 状 況（ ６ 月 23 日 ま で の 報 告 分， 福 島 県 は 調 査 中 ）<http://
www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/tikusan_taiou.html>，
2011.6.30 更新，2011.11.22 参照
16）青森県，岩手県，宮城県，福島県の特用林産物統計資料（市町村別）
17）農林水産省（2009）：海面漁業生産統計 H20 年（都道府県編）
18）林野庁（2010）：森林・林業統計要覧 2010，256pp
19）谷川寛樹（2011）：東日本大震災における「失ったストック」量の推
計－サービス機能を失った建築物・インフラの物質量－，名古屋大学・
谷川寛樹研究室（2011.6.4 版），16pp.
20）農林水産省（2003）：2000 年世界農林業センサス報告書第 1 巻 都道
府県別統計書－林業編－青森，岩手，宮城，福島）
21）国土交通省河川局・国土地理院（2011）：仙台平野における地震に伴
う地盤沈下について（2011.4.28）
22）日本ミネラルウォーター協会（2010）：ミネラルウォーター類国内生
産，輸入の推移
23）東 京 税 関（2011）： 水 と 紙 巻 き た ば こ の 輸 入 の 動 向 に つ い て，
<http://www.customs.go.jp/tokyo/etu/toku2304.pdf>，2011.5 更
新，2011.7.11 参照

68

24）林野庁（2011）：海岸防災林の被災状況，第 2 回東日本大震災に係る
海岸防災林の再生に関する検討会（2011.6.19）配布資料 1
25）廃棄物資源循環学会（2011）：津波堆積物処理指針（案）20 11.7.5，
47pp.
26）環境省（2011）：東日本大震災の災害廃棄物に起因する害虫及び悪臭
への対策について，2011.6.17
27）浄土真宗本願寺派（2011）：｢ 東日本大震災 ｣ の被害状況及び対応に
つ い て 第 11 報，<http://www.hongwanji.or.jp/news/other/11.
html>，2011.5.25 更新，2011.11.22 参照
28）日本交通公社（2011）：東北地方太平洋沖地震後の陸中海岸地域におけ
る観光資源の状況把握調査報告書，<http://www.jtb.or.jp/themes/
content/img/invest/kenkyu/honpen20110714.pdf>，2011.6 更新，
2011.11.22 参照
29）文化庁（2011）：東日本大震災に伴う文化芸術分野の主な被害状況に
ついて，第 11 期文化審議会第 1 回総会（第 54 回）（2011.6.1）配布資
料 7-1
30）文部科学省（2011）東日本大震災による被害情報について（第 170 報），
<http://www.mext.go.jp/component/a_menu/other/detail/__
icsFiles/afieldfile/2011/11/17/1305089_111710.pdf>，2011.11.17 更
新，2011.11.22 参照
31）森林文化協会（2009）：にほんの里 100 選，<http://www.sato00.com/
top.html>，2009.5 更新，2011.7.11 参照
32）環境省（2010）：自然公園等利用者数調，<http://www.env.go.jp/
park/doc/data/#data4>，2011.3 更新，2011.7.10 参照
33）環境省（2011）: 公園事業施設等の被害状況（中央環境審議会自然環境
部会（懇談会）2011.9.5 開催，資料 3-2），<http://www.env.go.jp/
council/12nature/y120-kondan01/mat03_2.pdf>，2011.9.5 更新，
2011.11.22 参照
34）文部科学省（2010）：学校基本調査 平成 22 年度（2010 年 12 月 22
日公表）
35）福島県教育委員会（2011）：東日本大震災及び原発事故に伴う教職員
加配の活用状況と今後の見通し，公立義務教育諸学校の学級規模及び
教職員配置の適正化に関する検討会議資料，2011.8.19
36）青森，宮城，福島の９つの潮干狩り場（むつ市芦崎湾潮干狩り，気仙
沼岩井崎潮干狩り，波津々浦漁場，鳥の海潮干狩場，折立潮干狩り場，
万石浦潮干狩場，朴島・寒風沢潮干狩り場，桂島潮干狩り場，松川浦
潮干狩場）の情報に基づいて集計
37）観光庁（2011）：
【ピーク調査】ゴールデンウィークにおける観光旅行
の動向，<http://www.mlit.go.jp/kankocho/news02_000097.html>，
2011.6.8 更新，2011.11.22 参照
38）観光庁（2011）:【ピーク調査】お盆期間における観光旅行の動向，
<http://www.mlit.go.jp/common/000170985.pdf>，2011.10.28 更
新，2011.11.22 参照
39）農 林 水 産 省（2011）： 諸 外 国・ 地 域 の 規 制 措 置，<http://www.
maff.go.jp/j/export/e_info/pdf/kensa_1122.pdf>，2011.11.22 更
新，2011.11.22 参照
40）毎日新聞，朝日新聞，読売新聞，東京新聞：2011 年 3 月 11 日から 11
月 26 日，引用した記事の新聞名と日付は，本文中，表－ 1 及び表－
2 内に明記した。
41）厚生労働省食品安全部（2011）：日本における食品中の放射性物質の
規制値について，<http://documents.eu-japan.eu/seminars/japan/
trade_investment/radioactivity_seminar_18102011_presentation_
mhlw_ja.pdf>，2011.10.17 更新，2011.11.27 参照
42）環境省（2011）：「三陸復興国立公園（仮称）」構想について（2011.7.11.
中 央 環 境 審 議 会 ），<http://www.env.go.jp/jishin/park-sanriku/
attach/council_mat/sanriku_110711.pdf>，2011.7.11 更新，2011.11.
22 参照
43）福島県（2011）：ふくしま生物多様性推進計画，113pp，2011.3.
44）国連大学高等研究所日本の里山・里海評価委員会 編（2012）：里山・
里海─自然の恵みと人々の暮らし─，朝倉書店，216pp.
45）加我宏之，長濱伸貴，藤原宣夫（2011）：平野部海外地域の津波被害
及び丘陵部地域の宅地被害：宮城県仙台市，ランドスケープ研究，75
（3），218-219.
46）武内和彦（2011）：ランドスケープの再生を通じた震災復興，ランド
スケープ研究，75（3），172-173.
47）武田重昭，嶽山洋志（2011）：景観再生と復興プログラムの手掛かり：
宮城県海岸都市，ランドスケープ研究，75（3），216-217.

（2011.12.21 受付，2012.6.11 受理）

ランドスケープ研究（オンライン論文集）Vol. 5（2012）

