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釜石市復興推進本部 

 

本郷本郷本郷本郷地区地区地区地区復興復興復興復興まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり協議会協議会協議会協議会・・・・地権者連絡会地権者連絡会地権者連絡会地権者連絡会    議事要旨議事要旨議事要旨議事要旨    

 

記 

 

� 日時 平成 26年 9月 4日（木）18時 30 分～19時 35 分 

� 場所 本郷地区コミュニティ消防センター 

� 次第 

1. 市長からの挨拶 

2. これまでの経緯 

3. 土地利用計画 

4. 今後のスケジュール 

5. 唐丹さくらトンネル止水対策 

6. 意見交換 

さくらトンネル止水対策の第 3案の土手は、どのぐらいの高さで計画しているのか？ 

� さくらトンネルから来た水を大曽根川横の造成地側に設ける土手で防ぎ、川に落

として流す第 3案ですが、この案で良ければ今後どのぐらいの高さにするかを詳

細に詰めたいと思います。 

川の横に土手を造った場合、現在川幅があまりないが、広くするのか？ 

� 川幅は広くしないですが、川の外側に地権者のご協力をいただき、土手を造るイ

メージです。 

橋から少し段になり、ブロックが低くなっている。トンネルから来た水をそこで止め

ることはできない。だから、少し丈夫にして、そこで一旦水を抑えて、あとは市が造

る避難路で避難できるようにしたほうがよい。 

� ここの道路が今少し高いため、道路に向かって護岸がすり付いていると思いま

す。その護岸は変えずに、今の護岸に築堤で少し高くして水を下ろすこちらの造

成団地の擁壁は、ブロック積みで補強することを検討しています。 
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整備する土手の耐震性、津波に対する強さは、単に盛土をして重機で固めるものでは

十分でないはず。例えば振動のローラーでならし、さらに防潮堤のように盛土の上を

コンクリート化するとか、また盛土の前に鉄柵の杭を使うなどすれば強力な構造にな

るのではないか？ 少なくとも東日本大震災の津波に耐えられる構造にしてほしい。 

� 今考えている築堤は、普通の管理用通路を設ける形の構造での整備とし、ある程

度の地ならし、締め固めを行います。例えばコンクリートで表面を覆うことなど

は、現在検討中です。また構造をどのくらいまで補強できるかは今後の検討課題

です。どこの場所でも、ある程度は今回の津波の被害を受けても土手等が残って

いることを踏まえて築提の構造を検討し、皆様とお話ししたいと思います。 

トンネルから造成地側に土手を造る第 3案は川を越えて造るので、津波の強さを抑え、

川に流す効果はあると思う。ただ、その堤防をずっと上まで長くしなければ、上側に

津波が及ぶ可能性もある。ちょっと変わった貯水対策だが、そういう対策はあるのか？ 

また、やっているところは他にあるのか？ 実際、雨が溜まると思う。 

� 整備場所の地盤高さなどを見ながら詳細を詰める中で、堤防を延ばす範囲は決め

たいです。今は左岸にこのような築堤をすると、この河川誘導もできるので、こ

の形で了解いただければ、これで詳細な検討をしたいです。津波ではないものの、

多分河川や遊水池は実際に一関市であります。そのため、津波もポケットのイメ

ージなら遊水池も考えられますが、今土地利用をしている方がおられるので、実

現は無理だと思います。実際、土であり、雨が降って少し溜まりつつ浸透すると

思います。 

防潮堤でも擁壁でも川沿いに整備することで浸水範囲が広くなるのではないか？ 今

回津波でどこまで浸水したかを考えてもこの築堤で大丈夫なのか？ 築堤しても津波

時は水門が閉まるので下流ではなく上流に影響がないかの危惧があり、形状を考えて

ほしい。多分下は危険区域になり家は建たないが、上は危険区域でなく宅地（家）が

増える可能性もあり、川に負荷が掛かり、今よりも浸水範囲が上がるイメージで考え

なければ、「水を海側（下流）に誘導しようとしたら逆方向（上流）に誘導されてしま

った」となって危険である。 

� 津波時は本会場（本郷地区コミュニティ消防センター）付近まで浸水したとお聞

きしており、それも踏まえながら検討したいと思います。 

唐丹さくらトンネルの止水対策は、「第 3 案 堤（土手）造成地側」で盛土を行うとい

うことか？ この第 3 案の計画づくりを行うにあたり、水の流れのシミュレーション

は行ったのか？ 

� これまでこの施設がない場合のシミュレーションは実施しており、この周辺（資

料 P12 参照）で約 50 ㎝冠水する結果でした。今日、第 3 案で整備を了承してい

ただければ、その案を詳細に詰めていき、その中で確認することになります。 
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もう一度、その話し合いが行われることになるのか？ 親切にそのシミュレーション

結果を皆さんに示し、理解をもらう流れが一番よいと思う。どこの座談会でもそうだ

が、図面では理解しにくい部分もあり、できるなら模型等があれば、その目の高さで

などいろいろ比べられるので、用意して説明してほしい。 

� 基本的には、この造成団地に冠水しないシミュレーション結果が出ており、この

築堤をしただけでは造成団地に影響がないと思います。模型は用意に時間等がか

かるところもありますので、少し検討させてください。 

現時点の土地利用計画の図面には、道路幅など細かな記載がない。隣同士の住宅間の

道路は何ｍなのか？ 道路がなければ今建設する新しいまちづくりにならないと思う

が、救急車も入れないところがあるのか？ 

� 今の計画では、造成地内を通る道路は 6ｍ程度、遊歩道的なもので 2ｍ程度を考

えています。なお、全ての住宅と住宅の間に道路をつくることは計画していませ

ん。救急車は表の道路から近寄れますし、どの住宅も必ず道路に面しており、車

の出入りが可能です。 

（副市長）：この区画の公営住宅敷地は 54 坪あります。ここに建つ家は普通 1 階建が 25 坪

ぐらいで、駐車場は 1 台分か 2台分確保できます。そのため、住宅と住宅の境に

道路が必ず必要になるということはありません。隣地との境は境界杭で場所を示

しますので、あとは話し合って境界に生垣や塀を造ることもできます。住宅敷地

は全部道路に面しており、家の前まで救急車が入れないことは絶対にないです。 

各敷地を取り囲む道路がなければ、玄関は道路側にできるので、北側敷地と南側敷地

の玄関は、北側と南側、裏表という格好になるのか？ 54 坪はわかるが、隣の屋敷を

歩いたり、隣の屋敷に車を置くような格好になると大変だと思うのだが？ 

（副市長）：玄関は普通道路に面して作りますが、中には別の作り方をする方もいるかもし

れません。これは公営住宅で皆同じ作りですが、自力再建のため、建物等は皆さ

んが自由に配置を考えればよいのです。「浜のすまいを考える会」でどちらを居

間にするかや朝日、西日をどうするかなど皆さんで話し合い、間取りを決めてい

ただければと思います。54 坪は結構な面積で、現に完成したところでは皆さん

に喜んでもらっています。なお、境界は敷地が区別できるようにします。 

用地交渉はどの程度進み、この事業の期間中に概ね完了する見通しは立っているの

か？ 

� 本郷地区の現在の用地買収状況ですが、全体で 87 筆の土地を買収する計画のう

ち、既に約 7 割の取得が進んでいます。残りの 3割は、造成地周辺の詳細設計後

に土地を分割して買わせていただく方が残っていたり、土地に抵当権が付いてい

る、昔の名義である、相続が発生しているなどの土地になります。そのため、先

ほどのスケジュールどおり、今年 12 月までに土地の買い取りを終わらせたいと

思います。 
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盛土住宅造成地に公営住宅が建つが、生活排水処理をする浄化槽に関して、個々で浄

化槽を設置すべきなのか、それとも今本郷で建設中の下水処理場が間に合い、それと

つなげられるのか？ 個々で家を建てる場合は浄化槽設置の資金が必要になるので、

早めに情報を流し、下水処理場は建設してほしい。 

� 現時点における漁業集落排水の完成時期は、平成 28 年 4 月頃だと思います。そ

のため、公営住宅を建てる頃には下水処理場はできると思います。また、自力再

建される方は、平成 27年 9 月、10月頃から建てれば、下水処理場は間に合うか

どうかです。今後は漁業集落排水を担当する課と調整し、皆様に情報をお伝えし

ます。 

住宅造成地の周囲は当然法面、崖だと思うが、その安全対策、例えば柵やガードレー

ルを付けたりするのか？ 

� 住宅地周りの道路と管理道など外周道路との間にできる高低差に対しては、住宅

地周りの道路へ安全対策を基準に沿って実施します。それがガードレールだけに

なるのか、あと転落防止柵や盛土のような形を造るかは現在検討中です。 

トンネルに近い緑地広場だが、これは単に土地をならして広場とするのか？ 潤いの

ある広場、公園にする計画はないのか？ 例えば植樹したり、花壇や東屋があるよう

な潤いのある広場を整備してほしい。 

� 現時点では広場程度をイメージしていますが、地元で何かを植えたいのであれば、

そのあたりは皆様と協議しながら進めたいと思います。ただ、東屋等の上物を造

ると維持管理等が必要になるので、できれば広場のように整備したいと考えてい

ました。 

宅地造成の完了は平成 27年 9 月なのか？ 先ほどの説明は公営住宅だったが、自力再

建の人たちも造成後すぐに家を建てたい人もいると思う。その場合、同時並行で建設

してもよいのか？ 公営住宅と同時に自力再建もできるのか？ 

� 基本的に来年 8 月の造成工事終了後に、皆様には土地を引渡したいと思います。

造成工事中に建築工事となると、造成工事の影響が出ることもあります。造成工

事が終われば、公営住宅と自力再建は並行して工事できます。 

先ほど会長が「粉塵関係を調停した」という話をしたが、どういう調停をしたのか？ 

（会長）：環境に関わる協定書というのは、仮設の生コンクリート工場建設にあたり、町

内会と国土交通省、前田建設で結んだ協定のことであり、今回の宅地造成に関わ

る工事には協定を結んでいません。 
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今後ダンプカーなどの工事車両が通るが、工事車両と一般車両はどう通るのか？ 区

別するのか、しないのか? 

� 先ほど説明しましたが、撤去工事ではダンプカーはそれほど走りません。造成団

地で重機が作業し集めた撤去物を運ぶため、時折通る程度ですが、本当の造成工

事が始まれば、かなり交通量が増えます。前の道路で狭いところもあり、今皆様

にあまりご迷惑を掛けない工事ルートを確認中で、その結果を皆様と協議しな

がら実施したいと思っています。造成工事に入る前に、またご相談しますので、

もう少しお待ちください。 

工事車両がどこを通るというのはまだ先の話か？ 説明会は行うのか？ 造成するた

めに工事車両、重機を運ぶ車が通るはずだが、その車はどこを通すのか？ まだそれ

は未定なのか？ 

� 今は撤去工事を今年の 9 月から行い、10 月、11 月ぐらいまでに完了させ、その

後造成工事となっており、今スケジュールを詰めています。その中で皆様に影響

があまり出ないよう、どのようにするかを考え、案が固まりましたら工事説明会

で説明したいと思います。 

今回の仮設生コンクリート工事に伴う工事車両の運行を心配している。また、本郷の

防潮堤に関わる土砂の運搬も相当多いと聞いた。あと、花露辺地区の道路法面の土砂

運搬も始まるらしい。小白浜の防潮堤に関わる運搬も本郷のさくらトンネルを通るが、

一般車両も含め、この大曽根のバス停、国道 45 号と市道・県道の交差点が集中して多

いと思う。あそこには信号、横断歩道、食堂があるので出入りがある。誘導員を立た

せたり、標識を設置したりして、交通事故のない対策をお願いする。例えば、工事車

両は県道を通り、一般車両はこの本郷の街道を通るという区別をお願いしたいがどう

か？ また、道路上もそこから工事を行う場所まで待機所が 1 ヶ所しかないにもかか

わらず、大型ダンプが来るが、一般車両が進んだらどこで交差するのか？ そういう

ことも考えて方針を決めてほしい。 

� ご意見を踏まえ、ルートを検討したいと思います。例えば、やむを得ず本郷の街

道側を通らなければならない場合、一番狭いところの前後で交通誘導員などを配

置し、工事車両を誘導する形も少し考えて、できるだけ皆様の希望に添えるよう

な検討をしたいと思います。内容が固まり次第、工事説明会で説明したいと思い

ます。 

 

南ブロック提案体（工事業者）の紹介 

 

 

 

 

業者名 

・竹中土木・吉田測量設計・国土開発センター・山長建設共同提案体 

 



 6

スケジュールだが、これ以上先に延びるとは考えていないか？ 現時点で 2、3ヶ月遅

れている。 

� 現時点では構造物が出たために 2、3 ヶ月の遅れとなっています。ご迷惑をおか

けしており、申し訳ございません。今のところ、このスケジュールでの完成を目

指し、取り組んでいきます。 

スケジュールが遅れると、より多くの消費税がかかってくる。今は 8％だが、平成 27

年 10 月で 10％に上がる計画である。そうなれば、支援金がもらえても消費税を除けば、

それほどもらえた感じがしなくなる。ただ単に遅れるのではなく、必要な住宅整備費

にも増税が関係することを意識してほしい。 

� 住宅に関する消費税は現在 8％ですが、増税に関して別途給付金制度がございま

す。10％になった時には、またそういった給付金制度が用意されます。 

それなら良いが、8％までは国に消費税に係わる支援制度があるものの、10％やそれ以

上となった場合は持たないと聞いたので。また、消費税ばかりではなく、セメントな

どの物価も上がっている。そのため、できるだけ早くお願いしたい。 

� 単純に消費税が上がった分を国が交付金で全額出すのではなく、上限を設け、そ

の範囲内で助成されると考えます。 

国の支援金に関する情報を市も持っていると思うが、消費税が 5％から 8％に上がり、

その補償は当初、新聞等では 92％分と報じられていたが、実際は上がった分（3％）と

の話も聞いている。 

� そういう意味では 5%から 8%になり、差し引き分 3％という意味です。正確に言う

と、5％分は従来の方にも掛かっており、差分である 3％上乗せ分が交付対象にな

ります。そのため、10％になった時には上乗せ 5％分が対象になります。 

（副市長）：今日は熱心なご討論ありがとうございました。今日スケジュールをお見せましたが、

あと 1年後に用地造成を行ない、皆さんに土地を引き渡したいという思いで、今日は

説明を行いました。 

さくらトンネルからの出水対策は、川の土手のかさ上げで対応しますし、水がどのよ

うに広がるかも検討し、全部シミュレーションを行い、災害危険区域をしっかりハザ

ードマップに落とす作業もします。ただ、東日本大震災の津波が広がった場所はご記

憶にあると思いますので、その外まではどんなことがあっても、必ず逃げなければい

けないことを肝に銘じてください。この本郷地区は昭和の三陸津波のときに高台移転

を行い、本当に高いところに逃げた人はみんな助かったまちの典型で、それが全国に

発信され、まちづくりのモデルになっています。したがって、この話も参考にして絶

対浸水しない場所に宅地を造ります。皆さんの不安がどうしても払拭できないとのこ

とであり、津波を弱め、造成地に入ってこないよう、川の土手をかさ上げします。 

またこの工事を行うにあたり、どこから工事車両が入るかなど、しっかりと安全対策

に気をつけ、交通事故等が起きないよう、工事関係者が知恵を出さなければいけない
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ほか、そのために工事が遅れることもないよう調整し、工事報告会は別途皆さんにし

てきたいと思います。 

さらにこれから跡地利用をどうするかの話も皆さんと相談しなければいけません。皆

さんには移転し、造成地に移り住んでいただきますが、移転後の跡地をどうするかも

地域の課題になるので、その議論もしたいと思います。そのとき、造成地にかかる場

所に金石文、遺跡がありますが、その遺跡をどうするかも、町内の皆さんと議論をし

て決めたいと思います。何よりもこの地域の皆さんがこの場に留まることをお願いし

たいと思います。「測量の碑」の建立後、今年で 200 周年です。本当に歴史のある素

晴らしい場所であり、一日も早くまちづくりが進むよう、一生懸命我々も頑張ります。 

市では今、スピードアップをどう図るかという取組を進めています。南ブロックはい

ち早く、皆さんも全て住んでいただくところが決まっており、希望を持って、その間

に新築準備等をしてもらえればと思います。工事の進め方、又は事業スケジュールを

皆さんと協議し、これからも進めますので、どうぞよろしくお願いします。今日はあ

りがとうございました。 

以上 

 


