
⽯石巻市における復復興計画と⼤大学の取り組み

情報管理理・社会連携部⾨門  
災害復復興実践学分野  
助⼿手 　⼩小林林  徹平



1.⽯石巻市における復復興計画  
2.復復興計画策定体制および⽀支援体制  
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4.まとめ

本⽇日の発表



1.⽯石巻市における復復興計画  
 　▷被害状況  
 　▷復復興計画
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1.⽯石巻市における復復興計画 　▷  被害状況

⽯石巻市資料料



1.⽯石巻市における復復興計画 　▷  復復興計画

・2005年：1市6町が
合併し，現在の石巻
市になる． 
!
!・平野部と半島部を
抱え，広域かつ様々
な被災 
!
!
・半島部(64浜)では
56カ所の高所移転・
県道・防潮堤事業



1.⽯石巻市における復復興計画 　▷  復復興計画



1.⽯石巻市における復復興計画 　▷  復復興計画

発災 震災5年年⽬目

⼯工事完了了
復復興計画  
基本⽅方針

基本設計 実施設計

?

⼯工事着⼯工



2.復復興計画策定体制および⽀支援体制  
 　▷⼤大学における⽀支援体制  
 　▷⽯石巻市復復興計画検討体制



2.復復興計画策定体制 　▷  ⼤大学内部検討体制

准教授　　姥浦  道生

准教授　　平野  勝也 
助手　　　松田  達生

教授　　小野田  泰明 
教育学支援者　栗原広佑

建築

土木

都市計画

小 
林
 
徹 
平



2.復復興計画策定体制 　▷  ⽯石巻市検討体制



3.復復興計画⽀支援内容  
 　▷計画策定における課題  
 　▷実践プロジェクト



都市計画 
土木 
建築

多角的なデザイン

住民参加 
!

住民、被災地 
土地所有者との合意形成 
・コラボレーション

持続可能性

縦割り 
横割り

部局間の調整

2.復復興計画⽀支援内容 　▷ 　計画策定における課題

!
自然との共存 

＋ 
高齢化、人口減少 
経済的側面の対応策



2.復復興計画⽀支援内容 　▷ 　災害復復興実践学分野 　プロジェクト



石巻駅

中瀬

石ノ森章太郎美術館

2.復復興計画⽀支援内容 　▷ 　実践プロジェクト  1
▷ 　⽯石巻中⼼心市街地 　11,13・14番再開発および⻄西内海橋検討



石巻絵図：江戸時代

中瀬

川湊としての歴史



災害公営住宅　　　　　　　　

14 ・15 番街区（住宅 /オフィス）　　　　　　　

11 番街区（店舗 /ギャラリー）　　　　　　　　

災害公営住宅　　　　　　　　

14 ・15 番街区（住宅 /オフィス）　　　　　　　

11 番街区（店舗 /ギャラリー）　　　　　　　　

バスターミナル　　　　　　　　

堤防広場　　　　　　　　

災害公営住宅　　　　　　　　

14 ・15 番街区（住宅 /オフィス）　　　　　　　

11 番街区（店舗 /ギャラリー）　　　　　　　　

バスターミナル　　　　　　　　

堤防広場　　　　　　　　

災害公営住宅　　　　　　　　

14 ・15 番街区（住宅 /オフィス）　　　　　　　

11 番街区（店舗 /ギャラリー）　　　　　　　　

原案：鳥瞰図

実践学案：鳥瞰図 ▷ 　2013.11-‐‑‒

・堤防とまちの関係 
・土地の履歴を反映した　　　 
　建築計画 
・景観検討 
・交通計画



災害公営住宅　　　　　　　　14 ・15 番街区（住宅 /オフィス）　　　　　　　 11 番街区（店舗 /ギャラリー）　　　　　　　　日和山　　　　　　　　

災害公営住宅　　　　　　　　14 ・15 番街区（住宅 /オフィス）　　　　　　　 11 番街区（店舗 /ギャラリー）　　　　　　　　日和山　　　　　　　　

災害公営住宅　　　　　　　　14 ・15 番街区（住宅 /オフィス）　　　　　　　 11 番街区（店舗 /ギャラリー）　　　　　　　　日和山　　　　　　　　

災害公営住宅　　　　　　　　14 ・15 番街区（住宅 /オフィス）　　　　　　　 11 番街区（店舗 /ギャラリー）　　　　　　　　日和山　　　　　　　　

原案：新内海橋からの眺め

実践学案： 新内海橋からの眺め ▷ 　2013.11-‐‑‒



原案：鳥瞰図

実践学案：鳥瞰図

・橋とまちの関係を考慮　 
　した取付道路計画

▷ 　2014.10-‐‑‒



原　案

▷ 　2015.1-‐‑‒



2.復復興計画⽀支援内容 　▷ 　実践プロジェクト  2
▷ 　雄勝町中⼼心部 　⾼高台移転計画および防潮堤計画
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2.復復興計画⽀支援内容 　▷ 　実践プロジェクト  2
▷ 　雄勝地域中⼼心部 　親⽔水防潮堤
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2.復復興計画⽀支援内容 　▷ 　実践プロジェクト  2
▷ 　雄勝地域中⼼心部 　親⽔水防潮堤

▷ 　2013.12-‐‑‒2014年年3⽉月

▷ 　作成：⼟土岐⽂文乃(東北北⼤大学助教)



発生土量：415,000㎥�

標準工事期間：5年�

原案�



発生土量：415,000㎥�

標準工事期間：5年�

発生土量：165,000㎥�

標準工事期間：1年8ヶ月�

大学検討案�



2.復復興計画⽀支援内容 　▷ 　実践プロジェクト  2
▷ 　雄勝地域中⼼心部 　親⽔水防潮堤

▷ 　2014.11-‐‑‒

実践学案



▷ 　2014.11-‐‑‒

▷ 　作成：雄勝スタジオ  
 　 　(冨永美保，東京芸術⼤大学)



2.復復興計画⽀支援内容 　▷ 　実践プロジェクト  3
▷ 　河北北町 　⽯石巻市最⼤大の防集団地

20ha  440世帯の移転団地



▷どういう移転団地にしたいか？  
「⼆二⼦子地区まちづくり協議会」の発⾜足
アドバイザー：  
・中⽥田千彦准教授(宮城⼤大) 　  
・⼩小野⽥田泰明教授  
・平野勝也准教授  
協議会運営：  
・中⽊木亨(宮城⼤大助⼿手)  
・松⽥田達⽣生・⼩小林林徹平





4.まとめ



住民参加

持続可能性

部局間の調整

多角的なデザイン

新内海橋（県）

東内海橋（市）

河川堤防（国）

西内海橋（県）

市街地 
再開発等（市）



住民参加 持続可能性部局間の調整 多角的なデザイン

高所移転（市）
防潮堤背後地の 
嵩上げ（市）

復旧 : 防潮堤事業 
(県，漁港）

新設 : 防潮堤事業
(県，漁港）

復旧: 防潮堤事業
(県，運輸港湾）

復興道路（県）



都市計画 
土木 
建築

多角的なデザイン

住民参加 
!

住民、被災地 
土地所有者との合意形成 
・コラボレーション

持続可能性

縦割り 
横割り

部局間の調整

2.復復興計画⽀支援内容 　▷ 　計画策定における課題

!
自然との共存 

＋ 
高齢化、人口減少 
経済的側面の対応策


