
平成29年度

釜石市市政懇談会



本日の説明項目について

１ 復興事業の進捗状況について

２ 防災市民憲章について

３ 新市庁舎の建設について

４ ラグビーワールドカップ2019™釜石開催について

1―① 復興事業の概要
1―② フロントプロジェクト３
1―③ 鵜住居まちなか再生計画の概要
1―④ 新市民体育館の建設
1―⑤ 鵜住居地区祈りのパーク整備の概要
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復興事業の概要

ー復興推進本部ー

説明項目１-①

説明項目１

復興事業の進捗状況について



鵜住居地区

室浜地区

箱崎白浜地区

仮宿地区

箱崎地区

桑の浜地区

両石地区

水海地区

東部地区

嬉石・松原地区

平田地区

尾崎白浜地区

佐須地区

花露辺地区

大石地区

本郷地区

唐丹（小白浜）地区

唐丹（片岸）地区

荒川地区

片岸町地区

根浜地区

地区 事業名

区画整理事業、
津波復興拠点整備事業

防災集団移転促進事業

漁業集落防災機能強化
事業

※防災集団移転促進事業には漁業集落防
災機能強化事業を合わせて実施する地区を
含む
※津波復興拠点整備事業は東部、鵜住居
地区のみ
※水海地区は都市公園事業のみ

被災21地区の

主な復興交付金事業

1）被災地区の復興進捗状況
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被災世帯に対する意向調査

調査日 H26.10.31 H27.3.31 H28.10.31 H29.6.30

自立再建 約１，８５０世帯 約１，８００世帯 約１，８４０世帯 約１，８２０世帯

復興住宅 約１，１００世帯 約１，１００世帯 約１，０３０世帯 約１，０６０世帯

補修・賃借等 約 ７００世帯 約 ９００世帯 約１，０９０世帯 約１，１１６世帯

未定 約 ３５０世帯 約 ２００世帯 約 ４０世帯 ４世帯

【課題】再建の時期を決めかねている人への対応

□再建意向未定者の意向把握のための調査
□被災世帯 約4,000世帯

1）被災地区の復興進捗状況

5



計画区画数 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

1,231 0 0 62 108 430 1,142 1,231

0.0% 0.0% 5.0% 8.8% 34.9% 92.8% 100.0%

211 0 4 4 87 146 211 211

0.0% 1.9% 1.9% 41.2% 69.2% 100.0% 100.0%

1,442 0 4 66 195 576 1,353 1,442

0.0% 0.3% 4.6% 13.5% 39.9% 93.8% 100.0%

※年度末の件数

宅地造成の進捗状況

市街地部

漁業集落部

全　体
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都市再生区画整理事業

・都市計画区域内の地域で、道路・公園などの公共施
設や皆さんの土地を安全で利便性の高いものにするため
に、公共施設の整備改善や土地の区画形質の変更・集
約化を行う。

概
要

イ

メ

ー
ジ

図

市街地部
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津波復興拠点整備事業

今後津波が発生した場合においても、都市機能が停止することが
ないよう防災機能・居住機能を有した市街地を整備する事業です。

造成前に用地を市が一度買収し、造成終了後に再分譲または借
地を行います。

津波復興拠点整備事業イメージ

市街地部

住宅・公益系 業務系
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防災集団移転促進事業
漁業集落防災機能強化事業

・災害の危険の恐れがある地域
から住宅を移転するために、高台
や造成地などの住宅団地を整備。
・移転元の土地は住宅地として
は利用不可。

・漁業集落において、安全安心な
居住環境を確保するための地盤か
さ上げ、生活基盤や防災安全施
設の整備等を実施。

防災集団移転促進事業 漁業集落防災機能強化事業

防
潮
堤

海

防
潮
堤

海

概
要

イ

メ

ー
ジ

図

ほとんどの集落で両事業を組み合わせて整備

漁業集落部
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計画戸数 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

1,127 54 212 368 398 876 1,074 1,127

4.8% 18.8% 32.7% 35.3% 77.7% 95.3% 100.0%

189 0 25 34 64 140 140 189

0.0% 13.2% 18.0% 33.9% 74.1% 74.1% 100.0%

1,316 54 237 402 462 1,016 1,214 1,316

4.1% 18.0% 30.5% 35.1% 77.2% 92.2% 100.0%

※年度末の件数

復興公営住宅の進捗状況

市街地部

漁業集落部

全　体
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上中島地区　Ⅰ期 市 54 H24.10月 H25.03月

野田地区 市 32 H24.11月 H25.11月

花露辺地区 市 13 H24.12月 H25.12月

大石地区 市 3 H25.07月 H25.12月

平田地区 県 126 H25.02月 H26.02月

箱崎白浜地区 市 9 H25.08月 H26.03月

上中島地区　Ⅱ期 市 156 H25.03月 H27.02月

尾崎白浜地区 市 5 H26.08月 H27.03月

唐丹町片岸地区 市 4 H26.08月 H27.03月

小白浜地区（長屋） 市 3 H26.11月 H27.07月

鵜住居地区（日向） 市 30 H26.09月 H27.08月

小白浜地区（集合） 市 27 H26.11月 H27.09月

復　興　公　営　住　宅　整　備　計　画　一　覧

地区名 管理 区分 整備戸数 発注時期 完成時期

※平成29年7月31日現在

緑：未完成、青文字：戸建、赤文字：岩手県施工

県施工（タカヤ・東野建設工業JV、樋下建設）

県施工（八幡建設・小松組JV)

建物提案型買取（積水ハウス）

民間買取（新日鉄興和不動産）

市施工（小松組、佐々忠建設）

民間買取（新日鉄興和不動産）

市施工（小松組）

市施工（遊佐工務店、佐々忠建設）

建物提案型買取（積水ハウス）

県施工（八幡建設）

ＵＲ買取(株木建設)

市施工（日本住宅）
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荒川地区 市 8 H26.12月 H28.04月

本郷地区 市 12 H26.12月 H28.04月

室浜地区 市 7 H26.12月 H28.06月

箱崎地区（横瀬） 市 4 H26.12月 H28.08月

箱崎地区（上前） 市 10 H26.12月 H28.10月
鵜住居中心部（集合１号） 市 32 H27.02月 H28.11月

　　　〃　　（戸建①） 市 14 H27.08月 H28.11月
箱崎地区（野川前・前田） 市 17 H26.12月 H28.12月

片岸町地区（集合） 県 17 H27.03月 H29.02月

根浜地区 市 10 H26.12月 H29.02月

桑ノ浜地区 市 8 H26.12月 H29.03月

松原地区 県 60 H27.10月 H29.03月
鵜住居中心部（集合２号） 市 43 H27.08月 H29.04月
　　　〃　　（戸建②-1） 市 22 H27.12月 H29.06月

嬉石第一 県 52 H27.10月 H29.07月

嬉石第二 県 32 H27.10月 H29.07月

片岸町地区（戸建） 市 18 H28.01月 H29.08月
鵜住居中心部（戸建②-2） 市 9 H27.12月 H29.08月

両石地区（集合） 県 24 H27.12月 H30.04月

両石地区（戸建①） 市 13 H26.12月 H30.05月

両石地区（戸建②） 市 12 H26.12月 H30.10月

建物提案型買取（住友林業）

建物提案型買取（住友林業）

ＵＲ買取（大和ハウス）

ＵＲ買取（大和ハウス）

ＵＲ買取（住友林業）⑤～⑦Bブロック

建物提案型買取（積水ハウス）

建物提案型買取（平野組・佐々忠建設JV）

建物提案型買取（積水ハウス）

ＵＲ買取（東北ミサワホーム）

県施工（木村設計Ａ・Ｔ/宮城建設）

建物提案型買取（積水ハウス）

建物提案型買取（積水ハウス）

県施工（木村設計Ａ・Ｔ/樋下建設）

建物提案型買取（平野組・佐々忠建設JV）

県施工（平野建築事務所・樋下建設企業連合）

県施工（渡辺設計事務所/八幡建設・小松組JV）

ＵＲ買取（東照建設）①～④Aブロック

ＵＲ買取（住友林業）⑧～⑨Cブロック

建物提案型買取（平野組・佐々忠建設JV）

建物提案型買取（平野組・佐々忠建設JV）

県施工（三衡設計・日本住宅企業連合）
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東部地区（大町１号） 市 44 H26.03月 H28.04月

東部地区（只越３号） 市 19 H27.01月 H28.04月

東部地区（天神町） 市 52 H26.06月 H28.05月

東部地区（大只越１号） 市 14 H26.07月 H28.06月

東部地区（只越１号） 市 33 H26.06月 H28.07月

東部地区（大渡） 市 27 H26.06月 H28.07月

東部地区（只越４号） 市 27 H27.01月 H28.07月

東部地区（只越２号） 市 11 H26.07月 H28.09月

東部地区（大町４号） 市 41 H26.10月 H28.09月

東部地区（大町２号） 市 29 H27.01月 H28.10月

東部地区（大町３号） 市 34 H27.01月 H29.03月

東部地区（大町５号） 市 24 H26.10月 H29.03月

東部地区（大只越２号） 市 22 H28.02月 H29.08月

東部地区（只越5号） 市 22 H28.12月 H30.05月

東部地区（浜町） 市 31 H29.07月 H30.12月

（東部地区小計） 430 

合計 1,316 （うち市管理1,005）

建物提案型買取（大和ハウス）

建物提案型買取（大和ハウス）

建物提案型買取（大和ハウス）

建物提案型買取（タカヤ）

敷地提案型買取（大和ハウス）

建物提案型買取（タカヤ）

建物提案型買取（タカヤ）

建物提案型買取（パナホーム）

敷地提案型買取（大和ハウス）

建物提案型買取（パナホーム）

建物提案型買取（積水ハウス）

建物提案型買取（パナホーム）

敷地提案型買取（タカヤ）

敷地提案型買取（大和ハウス）

建物提案型買取（タカヤ）
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〔平成21年経済センサス浸水範囲概況〕
□震災前の事業者数 2,396 □被災した事業者数 1,382（全体の57.7％）

調査年月 H25.4 H27.6 H28.6 H29.4

再建済み ４０６事業者 ４８０事業者 ５２４事業者 ５４５事業者

休業・廃業済み ９４事業者 １８７事業者 ３０６事業者 ３１３事業者

再建予定 ２６事業者 ３４事業者 ３２事業者

不 明 ３２１事業者 １７１事業者 ０事業者 ０事業者

仮設店舗営業中 ２１４事業者 １７１事業者 １７１事業者 １４５事業者

【課題】仮設商店街に最後まで残った商業者への対応
※平成26年経済センサス（H26.7） 1,898事業者 21％減

上記のうち半壊以上の1,035事業者を調査

年度
平成２５年度
（1次～9次）

平成２６年度
（1次～12次）

平成２７年度
（1次～15次）

平成２８年度
（1次～17次）

グループ補助金
累計交付決定数
※（ ）内は完工分

３１グループ ３２グループ ３４グループ ３８グループ

２３９事業者 ２４０事業者
２４３事業者
（181事業者）

２５２事業者
（184事業者）

参考）

事業者の推移
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中番庫地区へ
のアクセス道

新魚市場

魚のにぎわい機能
ＦＰ３（フロントプロジェクト3）

商業とにぎわいの拠点
ＦＰ１（フロントプロジェクト1）

グリーンベルト
標高8m

水門
標高6.1m

防潮堤
かさ上げ
標高6.1m

湾口防波堤の復旧

新市庁舎
ＦＰ２(フロントプロジェクト2)

東部地区の復興計画（ＦＰ1、ＦＰ2、ＦＰ3）
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市民ホール

情報交流センター

市民広場公共駐車場

イオンタウン釜石

ＦＰ１の施設配置計画とスケジュール

フロントプロジェクト１について

57

タウンポート大町

飲食店街

市民ホール
平成29年10月完成予定

大町広場
平成27年７月供用開始

タウンポート大町
平成26年12月供用開始

釜石情報交流センター
平成27年12月供用開始

大町復興住宅
供用開始：平成28年10月

平成29年４月

釜石大町駐車場
平成26年３月供用開始

釜石漁火酒場かまりば
平成29年１月オープン

大町復興住宅
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釜石市民ホールの外観パース

17



2）各地区の復興進捗状況

18

片岸町

鵜住居町



２）各地区の復興進捗状況

19

嬉石・松原町

平田



２）各地区の復興進捗状況

20

東部地区



２）各地区の復興進捗状況

21

室浜

箱崎

根浜

箱崎白浜



２）各地区の復興進捗状況

22

仮宿

両石

桑の浜



水海地区 土地利用計画図

都市公園事業

現在、都市公園事業の計画見直しについて調整中です。
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２）各地区の復興進捗状況

24

尾崎白浜

花露辺

佐須

本郷



２）各地区の復興進捗状況

25

小白浜



２）各地区の復興進捗状況
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唐丹町片岸

大石

荒川



フロントプロジェクト３

ー産業振興部ー

説明項目１ー②



フロントプロジェクト３ 水産業支援にぎわい創出施設の整備

震災前に釜石湾内に点在していた「海員会館」「港湾会館」「観光船発着所」の機能を縮小統合のうえ公共施設とし

て整備し、隣接する新釜石魚市場や背後地の水産加工施設と連携した取組により、魚河岸地区の賑わいと市外から

の来訪者による経済効果を創出するプロジェクトです。

現場写真

新釜石魚市場

デッキ（約260㎡）

施設イメージ

魚河岸地区周辺のゾーニング
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フロントプロジェクト３ 水産業支援にぎわい創出施設の整備

会議室 地域活動や地元で水揚げされる魚介類などの学習の拠点

エントランス 地元で水揚げされる魚介類の紹介や各種展示コーナーを兼ねる

展示室 市内で生産される水産加工品や虎舞の歴史を展示、貸館への対応

テラス 釜石港、釜石魚市場一望できるテラス。

観光船発着所 将来的な観光船の発着場所として想定

広場 施設駐車場を兼ね、朝市や季節ごとのイベントを開催。

テナント 海鮮レストランや休憩所を兼ねた飲食提供施設、商業テナントスペースを設置

施設概要

施設の構成

建物構造 事業者の提案による
敷地面積 約3,870㎡
延床面積 （建 物）約1,200㎡、（デッキ）約260㎡を上限とする
施設構成 下記のとおり
建設工事 5億円を上限として設計を行う
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鵜住居まちなか再生計画の概要

ー産業振興部ー

説明項目１-③



〔まちなか再生計画の構成〕

◇再生の基本方針・区域設定

◇テナント配置計画

◇土地利用、公共施設の配置計画

◇基本計画図、概算見積

◇商圏の現状分析、今後の動向

◇まちの賑わい再生・強化の方策

◇自動車・歩行者導線計画

◇事業主体及び管理運営スキーム検討 等

〔鵜住居地区まちなか再生計画〕

・鵜住居地区全体を俯瞰しながら整備方針を決定し、将来を見据えた復興まちづ

くりを行う必要があるため、各種土地利用、公共施設、民間商業施設等の整備

、配置計画を総合する上位の計画として、鵜住居地区まちなか再生計画を策定。

鵜住居まちなか再生計画の概要
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◆商業施設◆

共同店舗により商業施設を整備。
平成31年3月開業予定

◆ 沿道商業ゾーン◆

地元商業者が再建するエリア

◆祈りのパーク◆

鵜住居地区防災センター跡地に、
祈念公園を整備。
平成31年3月供用開始予定

◆津波伝承施設◆

東日本大震災の記録と記憶
を継承する施設を整備。
平成31年3月供用開始予定

◆観光交流施設◆

海産物や農産物の直売施設
や飲食施設を整備。
平成31年3月供用開始予定

◆市民体育館◆

被災した釜石市民体育館を
再建。
平成31年9月供用開始予定◆鵜住居駅◆

被災した鵜住居駅を復旧。
平成31年3月供用開始予定

鵜住居地区施設配置計画
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新市民体育館の建設

ー市民生活部ー

説明項目１-④



新市民体育館の建設について

１．概要

東日本大震災で被災した市民体育館を、鵜住居まちづくり拠点のスポーツ・健康交流ゾーンと

して、ラグビーワールドカップ2019の開催に合わせて鵜住居駅前に整備する。

２．これまでの経過

東日本大震災により、旧市民体育館が安全な利用に耐えないことという評価を受けた。また、

高規格幹線道路の代替地となり、元の場所での原型復旧が不可能となり、平成25年に旧市民体

育館を解体した。

○H25.1～3 釜石市民体育館解体

○H25.3 鵜住居地区スポーツレクリエーション拠点整備基本計画策定

○H26.1.16 鵜住居地区スポーツ施設整備検討委員会が第1次提言書を提出

○H26.9. 9 公立社会教育施設災害復旧費補助金内定

○H27.4.28 鵜住居地区スポーツ施設整備検討委員会が最終提言を提出

○H29.5.17 体育協会理事会で従前規模での復旧を提案

○H29.5.23 第1回スポーツ推進審議会で従前規模での復旧を提案（承認）

○H29.6. 6 体育協会定期総会で従前規模での復旧を提案（承認）

○H29.7. 3 釜石市議会東日本大震災復興対策特別委員会で従前規模での復旧を説明
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新市民体育館の建設について

３．建設予定地

35

場所：
JR山田線鵜住居駅西側

（仮換地番号38）

広さ：
○敷地面積 約6,700㎡

市民体育館
（従前規模）



新市民体育館の建設について

４．整備内容
（１）施設規模 ○アリーナ ：バレーボール2面、バスケットボール2面、

バドミントン8面、卓球16面

○観客席 ：1,000席程度

○その他設備：空調、会議室、ロッカールーム、シャワー室、用具室

※コート数、観客席等は旧市民体育館と同程度

（２）スケジュール H29年7月 ～ 基本設計・実施設計

※釜石市体育協会加盟の各競技団体の意見を可能な範囲で反

映させる

H30年6月頃～ 着工

H31年8月 竣工

（３）財 源 ○公立社会教育施設災害復旧費補助金（内示）

○震災特別交付税
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鵜住居地区祈りのパーク整備の概要

ー総務企画部ー

説明項目１-⑤



鵜住居地区祈りのパーク整備の概要について

○基本理念

震災メモリアルパークは、上記の基本理念のもと、以下の５つの機能（目的）を果たします。
・「悼む」……犠牲者を慰霊、追悼、鎮魂し、生きることの大切さ、素晴らしさ等を感じる場
・「伝える」…震災の経験、記憶、教訓、震災時の市民の行動、復興への軌跡を次世代へ継承
・「学ぶ」……防災意識の向上・情報発信、防災学習の推進
・「集う」……地域住民の日常的な憩い・交流ができるスペース
・「防ぐ」……安全な場所に整備し、いざという時は緊急避難できる避難路を確保

○経 過
・平成24年12月、釜石市震災メモリアルパーク整備検討委員会設置（全６回開催）
・平成26年３月、「釜石市震災メモリアルパーク整備基本構想」策定
・平成26年９月、釜石市震災メモリアルパーク整備基本計画策定委員会設置（全７回開催）
・平成27年７月、「釜石市震災メモリアルパーク整備基本計画」策定
・平成29年２月、鵜住居地区祈りのパーク整備推進委員会設置（８/４現在、６回開催）
・平成29年６月、鵜住居地区祈りのパークのレイアウト決定
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○施設整備の目的と基本方針

鵜住居地区祈りのパーク（平成31年２月整備完了予定）

目的 東日本大震災の犠牲者を「悼む」場とし、次の津波犠牲者ゼロの願いを込めた、釜石らしさ
のある、市全体の施設とする。

場所 市内で最も津波の被害が大きかった鵜住居地区、かつ、多くの市民の理解が得られる鵜住
居地区防災センター跡地を含む位置とする。

津波伝承施設（鵜住居地区）
目的 東日本大震災の記憶・経験を継承し、

防災学習や防災意識の向上に役立て
る。

場所 市の中で最も多くの犠牲者が出た鵜
住居地区。駅前の各種施設と併せて
整備

釜石東部地区の祈りのパーク
目的 身元不明の犠牲者を市として供養するための合葬墓地
場所 景観に優れ、慰霊の地、供養の場として望ましい大平墓地公園

《各施設の受け持つ機能（目的）》

祈りのパークは鵜住居
地区に整備し、それを
補完する施設を釜石東
部地区に整備

防災学習施設は、伝
える内容の異なる２
つの施設を、２箇所
に整備

総合的な防災学習施設（釜石東部地区）
目的 釜石の先人が経験した幾多の災害と復興の全体像を物語り、市内外へ情

報発信
場所 過去の災害の全体像を扱う性格から、市の中心部である釜石東部地区
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○祈りのパークレイアウト
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○祈りのパーク整備イメージ（模型）

慰霊の場

津波のモニュメント

祈りの場
小中学校側

鵜住居駅側
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○祈りのパーク整備イメージ（模型）

慰霊の場

津
波
伝
承
施
設

慰霊の場への通路
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○祈りのパーク整備イメージ（模型）

慰霊の場

慰霊碑（犠牲者の名前を記した
芳名板）、献花台を設置

すり鉢状の盛土と自然に囲まれた
静かな空間として整備

43



○祈りのパーク整備イメージ（模型）

慰霊の場

盛土とモニュメントの高さで津波高を表す

祈りのモニュメント（今後策定予定
の「防災市民憲章」を記す）

祈りの場
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○祈りのパーク整備イメージ（模型）

丘の頂上、祈りの場
へ続くスロープ

広場（ベンチや祈りのパーク
の案内板等を設置予定）
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○祈りのパーク整備イメージ（模型）

バリアフリーに配慮した緩やかな
傾斜のスロープを整備予定

祈りの場

津波のモニュメント
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【整備検討結果報告（要旨）】

（１）鵜住居地区祈りのパークレイアウトについて
⇒ 「防災センター跡地」であることを記すモニュメントを設置する。

⇒ 基本計画（Ａ案）がいいという少数意見もあった。

（２）犠牲者のお名前を記す範囲等について

（３）今後の市追悼施設・追悼品の取り扱いについて

⇒ 現市追悼施設は、常楽寺敷地内において引き続き追悼の場としての利用を継続する。

⇒ 防災センターの一部構造物・備品・供物は、祈りのパーク、津波伝承施設で利用・展示・保管する。

（４）祈りのパークの名称選定の進め方について

⇒ 祈りのパークの名称は、今後、公募して決定する。

（５）祈りのパークの管理運営について

⇒ 地域住民の意見を反映し、運営管理に参加する調整をする。

⇒ 周辺施設の運営の在り方も合わせて検討する。
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