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The 2011 Great East Japan Tsunami affected 61 municipalities in six prefectures located along the northeast coast of 
Japan.  Although each affected area devised its own post-tsunami recovery plan according to its situation, some of 
them had faced difficult situation to realize the recovery plan.  Yuriage, Natori City, is one of the most serious areas 
facing problems with residents’ agreement and had taken a long time to determine the final recovery policy.  This 
paper reports how they developed the recovery plan based on literature investigation and interviews to stakeholders in 
order to extract some findings useful for future urban recovery.  
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1. はじめに 
1-1. 研究の背景と目的 

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による津波

は，沿岸部の 6 県 61 市町村に甚大な被害を及ぼした(1)。この震

災以降，防災集団移転促進事業，復興土地区画整理事業，漁業集

落拠点整備事業，災害公営住宅整備事業などの復興手法が導入さ

れ，各被災地ではそれぞれの状況に応じた復興が進められている。

しかし，その進捗には地域による温度差があり，住民との合意形

成が難航し，復興事業が円滑に進まなかった地域も見られる。 
発災から 8 年が経過した現在において，そうした被災地の復

興過程を整理することは重要である。また，復興において合意形

成過程で課題が生じた経緯やその後の復興過程を詳細に整理し

ておくことは，将来的に他地域で発生する災害復興を進めていく

うえで貴重な知見になり得る。本研究では，今回の震災復興で難

航した事例のひとつである名取市閖上地区を取り上げ，震災復興

まちづくり計画策定過程について報告する。 
2013年7月8日の河北新報に「県内の被災自治体で，集団移

転，土地区画整理，災害公営住宅のいずれの工事も未着手なのは

名取市だけ1)」という記事が掲載された。また，その後の9月に

は名取市による現地再建の方針を疑問視する住民によって，［仙

台東部道路の西側などに移転先を増やすよう求める］意見書が

450人分の署名と共に県に提出された。こうした経緯から，名取

市の顔とも言える閖上地区における合意形成の難しさが窺える。 
閖上地区の復興計画作成過程の中で，第二著者（コレスポン

デンス・オーサー）である村尾は「名取市新たな未来会議」の委

員として復興計画策定に関与し，筆頭著者である酒井はまちづく

り協議会に協力支援者として参画した。本報告では，将来的な災

害復興に資するべく，筆者らの視点を通じて名取市閖上地区の復

興まちづくり計画策定過程と課題を整理することを目的とする。 
1-2. 既往研究と研究の方法 
一口に「震災復興」と言っても，その言葉の中には被災者ひ

とりひとりの住宅再建から地域の産業復興など多岐にわたり，復

興に関する研究も多様である。東日本大震災からの復興に関する

ものも多くあるが，以下に本研究と直接関連の深いまちづくり計

画に関する既往研究を以下に挙げる。 
まず，阪神・淡路大震災復興のまちづくり協議会に関するも

のとして，中井ら2)は協議会活動資料の分析を通して復興まちづ

くりの実態を明らかにし，高橋ら3)は土地区画整理事業における

協議会方式の有用性について論じた。そうした研究を経て，松本

ら 4)は東日本大震災においてまちづくり協議会がどのように生

かされたのかを，福島県いわき市豊間地区の復興協議会を事例と

して明らかにしている。園田ら5)は住民意向抽出及び意思決定の

場として，まちづくりWSの重要性について言及している。 
本研究の対象地である名取市に着目した研究としては，まず

高橋・姥浦6)は閖上地区の復興計画策定初動期において形成され

た住民組織の機能を分類・分析し，住民と行政との相互連携の必

要性や世代間の対立の構図を明らかにした。伊藤ら 7)は，復興事

業区域内再建者と転出者の違いを生活復興感という指標により

比較・検証している。日詰ら 8)は，「閖上港朝市」を再建施設事

例として捉え，再建までの経緯および商業活動が生み出す場の地

域貢献について，被災後4年間のアンケート調査により分析して

いる。そして，村尾9)は，被災後3年間の閖上地区復興の経緯を

整理し，合意形成過程の問題を指摘している。 
このように閖上地区の復興に関する各論の研究は存在してい

るものの，震災復興まちづくりの計画策定を包括的に捉えている

わけではない。本研究では村尾による研究9)を更に発展させ，震

災復興まちづくりの計画策定がほぼ収束しつつある2018年3月
時点までの閖上地区の復興まちづくり計画の策定過程を，整理し，

報告するものである。その方法として，新聞や関連報告書など広

範囲にわたる情報源を読み解き，整理し，そしてまちづくり計画

の変遷を当該地区の地図を用いながら考察していくことにする。 
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2. 閖上地区の概要と被害状況 
2-1. 名取市閖上地区の概要 
閖上地区（図-1）は，名取市の河口に発達した集落であり，仙

台の海の玄関口の1つとして栄えた。近年は大都市工業の発展に

よって地区の労力が吸収され漁業従事者が減少，廃船等も目立ち，

漁業は衰退している 10)。近年の閖上地区は，漁業従事者は少な

く，隣接している仙台市に勤務する世帯が多く存在するなど，ベ

ッドタウンとしての側面を持ち合わせている。震災前人口は

7103人（2011年2月末時点）であり，高齢化も進行している。

地区内には幼稚園，小学校，中学校があり基本的に持ち上がりと

なるため，顔見知りが多く，地区内のコミュニティーの結束は強

いと言える。 

 

【図-1】閖上地区の位置図 
2-2. 名取市閖上地区の被害状況 
閖上地区は平野部に位置しており，同市内で被災した下増田地

区と同様に標高は 2～3m ほどである。丘陵地も存在せず，かろ

うじて日和山（標高6.3m，海岸から約800m）が存在していた程

度である。津波痕跡調査によると閖上地区の最大浸水高は約9m
であり，閖上漁港付近に約8.5ｍの津波が到達したとされている。

津波のほとんどは一旦，仙台東部道路で堰き止められたが，一般

道路と交差する開口部分から進入し，道路の西側まで達した11)。

津波による浸水区域は約27km2で，名取市域の約28％にあたる。

津波によって，海岸から約 1km に位置する木造住宅はほぼ流出

した他，小中学校を含め，公共施設の被害も甚大である。閖上地

区内の死者数は753名で，名取市の死者数（923名）の約8割を

占めており，同地区の被害の大きさを表している。 
 
3. 閖上地区における震災復興まちづくり計画策定過程の整理 
3-1. 文献調査とヒアリング調査 
閖上地区における震災復興まちづくり計画策定過程を整理す

るにあたり，文献調査とヒアリング調査を実施した。まず調査に

用いた文献一覧を表-1 に示す。復興の経過を詳細に把握するた

めに名取市が発行している復興に関する委員会，説明会，意向調

査結果，協議会などの資料とともに，社会的な関心を客観的に伝

える地元の新聞として「河北新報」を，また閖上住民の立場に密

着した新聞として「閖上復興だより」を参照した。またこうした

情報を補完するために名取市震災復興部，閖上地区の住民，閖上

地区まちづくり協議会にもヒアリングを複数回行った。 
【表-1】調査に用いた文献一覧 

 

3-2. 閖上地区における復興まちづくりに関わる組織の整理 
表-2に復興まちづくりに関わる組織の比較表を示す。これらは

名取市震災復興部と連携のもと復興計画策定に関わってきた。 
名取市新たな未来会議（以降，未来会議）は，市民の意向を反

映させた復興計画提言を行うために，学識経験者，各種団体の代

表，市長より委嘱された市民代表等で構成され，設置された。ま

た作業部会として検討ワーキングが設置された。同会議では，復

興を集団移転とするか現地再建とするかが主な論点となった。そ

して2011年8月7日開催の第6回会議において，住民委員のみ

で行われた多数決で現地再建が採決され，同23日に復興計画提

言書が提出された。 
閖上復興まちづくり推進協議会は，震災復興計画公表後に土地

区画整理事業による復興まちづくりを検討するために設置され，

町内会，産業団体，住民の代表などから構成された。最終成果と

して2013年8月に「閖上まちなみ形成ガイドライン」が発行さ

れ，9月に解散するとともに閖上地区まちづくり協議会へと引き

継がれた。 
【表-2】閖上地区における復興まちづくりに関わる組織の比較 

 
3-3. 震災復興まちづくり計画策定過程の時系列的整理と分類 
表-3 と表-4 は，名取市閖上地区における発災から 2017 年 12

月までの震災復興まちづくり計画策定過程を「主な出来事（社会

的事象）」「行政の活動」「住民の活動」に分類し，時系列で整理

したものである。本研究ではおよそ発災以降の期間を次のように

3つに分類した。 
①復興計画策定期（2011年3月〜2013年11月） 
発災から復興計画（現地再建案）策定，及び反対住民による陳

情書・意見書の提出，県都市計画審議会の議論を含む期間である。 
閖上地区最初の意向調査は，現地再建方針提言後の 2011 年秋

に実施された。閖上地区に戻りたいとする住民は25.6％に留まり，

現地再建を目指す市と住民間の意識の違いが明らかになった。

文献 備考

河北新報
宮城県紙

※河北新報データベースより入手

閖上復興だより

閖上地区の復興新聞

復興情報の他、地区内イベント情報を掲載

※HPよりダウンロード

名取市新たな未来会議　資料/議事録

閖上復興まちづくり推進協議会　資料/議事録

閖上地区まちづくり協議会　資料/議事録

名取市震災復興計画

復興整備計画

土地利用計画図

意向調査結果

市民100人会議　資料/議事録

復興に関わる説明会　資料/議事録

宮城県都市計画審議会 ※宮城県HPにて公表

土地区画整理事業計画書 ※パシフィックコンサルタンツより提供

復興まちづくりに関する資料

名取市HPにて公表

※土地利用計画図のみ震災復興部より提供

※名取市HPにて公表

復興検討組織の資料・議事録

※名取市HPにて公表

名取市新たな
未来会議

未来会議
検討ワーキング

閖上復興
まちづくり推進協議会

閖上地区
まちづくり協議会

活動期間 2011/5/22  ～  8/23 2011/5/28  ～  8/20 2011/12/9  ～  2013/9/27 2014/5/11  ～

活動履歴 計8回 計13回 計20回

計129回（2017.12月末時点）

月2回程度

（ピーク時：週1回程度）

活動目的 復興計画の素案決定
未来会議補助

具体的専門事項の協議

土地区画整理事業による

復興まちづくりの検討

具体的計画の協議・提案

住民合意形成

構成
学識経験者

国・県の代表者

住民(団体・市民代表)

学識経験者

住民

(町内会、公募委員、

産業団体、まちづくり団体)

名取市(復興まちづくり課)

住民(震災前居住者、自・他薦)

名取市(復興区画整理課)

建設コンサルタント職員

NPO法人(まちづくり)
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【表-3】名取市閖上地区における震災復興まちづくり計画策定過程（1） 

 

年 月 主な出来事 行政の活動 住民の活動

2011年 3月 3/11　東北地方太平洋沖地震発生
4月

5月 「名取市新たな未来会議」発足 名取市新たな未来会議（第1回）
復興計画策定検討WG（懇談会，プレWG，第1回）

住民組織「どうする閖上」発足
住民組織「閖上復興・まちづくりを考える会」発足

6月 富姫主神社、閖上湊神社の「神籬（ひもろぎ）」を建設
津波に流された松の木を使用し、鳥居を建設

名取市新たな未来会議（第2回）
復興計画策定検討WG（第2-5回）

6/5　名取市市民100人会議（第1回）

7月 名取市新たな未来会議（第3-5回）
復興計画策定検討WG（第6-9回）
7/17・18　閖上地区の土地利用に関する意見交換会

7/3　名取市市民100人会議（第2回）
市民4団体との意見交換会
(「どうする閖上」,「閖上復興・まちづくりを考える会」,「新生なと
り市民の会」,「市東部震災復興の会」)

8月 8/23　新たな未来会議：震災復興に関する提言書を答申 名取市新たな未来会議（第6-8回）
復興計画策定検討WG（第10-13回）

「閖上まちカフェ」開設

9月 名取市震災復興に関する市民意向調査実施（9月上旬～下旬）

10月 震災復興計画：市議会で了承

11月 市復興イメージ案提示（「スカイ・ビレッジ」など）
閖上地区被災市街地復興推進地域の都市計画決定

11/28　閖上復興100人会議（第1回）
「閖上復興・まちづくりを考える会(75人)」と「どうする閖上(25人)」
が「こうする閖上」として統合合併

12月 震災後、閖上地区でアカガイ漁が再開 閖上復興まちづくり推進協議会（第1-3回）

2012年 1月 ビジネスプラン公募（計3社）（非居住エリア） 閖上復興まちづくり推進協議会（第4-6回）
2月 意向調査速報：「土地売りたい」33.7%,「まだ決められない」31.4%

「閖上さいかい市場」グランドオープン
閖上復興まちづくり推進協議会（第7-8回）
名取市復興整備協議会の設置・開催

閖上中学校「閖上の復興プラン」発表学習
閖上地区住民意向調査（第1回）開始

3月 土地区画整理事業の都市計画決定
3/11「ゆりあげ港朝市」1年ぶりに1日限定復活
閖上中学校慰霊碑除幕式

閖上復興まちづくり推進協議会（第9-10回）
3/4　閖上地区の復興まちづくりに関する都市計画(案)の説明会開催

4月 閖上復興まちづくり推進協議会（第11回）
名取市サポートセンター「どっと．なとり」を開設
「名取市立閖上小中学校会再建懇談会」（第1回）

北釜地区防災集団移転に関する協議会設立
飯塚地区防災集団移転に関する協議会設立
4/27　閖上復興100人会議（第2回）
めぐみ保育園跡地に「閖上の記憶」が開設

5月 5/7ー5/19　閖上復興地区別説明会 閖上地区土地区画整理事業説明会（全9回）
名取市立閖上小中学校会再建懇談会（第2回）

6月 津波浸水区域宅地嵩上げ等工事助成開始
6/30－7/1　かさ上げモデル地区見学会開催

閖上復興まちづくり推進協議会（第12回） 「閖上地区現地再建区域の一部変更を求める会(14人)」市長に陳情書を
提出
「新生なとり市民の会」公開質問状を提出

7月 名取市長選：佐々木市長再選
「東北を歩こう！閖上～震災を忘れない～」(NPOロシナンテス主催)

閖上復興まちづくり推進協議会（第13回）
災害危険区域の指定にかかる説明会

閖上地区区画整理事業にかかる個別面談（第1回）開始

8月 個別面談調査結果：「閖上地区内再建」34.1%
8月より閖上地区測量調査実施
8/4「なとり夏まつり」＠下増田小学校グラウンド
8/11　東日本大震災慰霊キャンドルナイトin閖上2012
8/23「閖上地区復興まちづくり個別面談」中間報告、名取市HPで公表

閖上復興まちづくり推進協議会（第14回） 「閖上地区現地再建区域の一部変更を求める会」1,615人分の区域変更
署名を添えて陳情書提出

9月 災害危険区域指定：市議会で承認
閖上地区の区画整理と防集事業併用の可能性を示唆
閖上地区まちなみ検討ワーキング（第1・2回）

閖上復興まちづくり個別面談集計結果公表（平成24年9月7日版)

10月 閖上地区：集団移転併用を断念，西側に災害公営住宅を確保
10/10「閖上地区災害復興事業方針」が発表
閖上小中学校再建懇談会から教育長に提言が提出
閖上湊神社例祭　秋祭り
閖上復興いも煮会（第2回）

閖上復興まちづくり推進協議会（第15回）

11月 ドイツ財団が「希望の家」を寄贈
閖上復興計画の計画人口を5,500から3,000に修正

閖上小・中学校再建に関する意見交換会（第1～3回）

12月 民主党から自民党に政権交代

2013年 1月 名取市斎場が本格復旧
「どんと祭」＠多賀神社
「ゆりあげ港朝市」地鎮祭（震災前と同位置再建）

2月 閖上地区：土地区画整理事業と防災集団移転促進事業併用を再表明
嵩上面積を70haから45haに縮小
2/10「閖上さいかい市場」1周年感謝イベントを開催

閖上復興まちづくり推進協議会（第16回） 「閖上復興早期実現の会」342名分の署名とともに陳情書提出

3月 集団移転先を嵩上げ居住区域と表明
3/10「3.11閖上追悼イベント2013」＠閖上中学校グラウンドで開催

閖上復興まちづくり推進協議会（第17回）
3/30　閖上地区復興まちづくり説明会

4月 4月－5月にかけて個別面談 閖上まちづくり個別面談（第2回）

5月 ゆりあげ港朝市再開（復興船出市）、メイプル館完成
個別面談調査結果：「閖上に戻りたい」　25.2%
「富姫主神社・閖上湊神社仮殿」の遷祝祭

閖上復興まちづくり推進協議会（第18回）
名取市災害公営住宅整備計画策定

6月 災害危険区域追加指定
6/12「閖上上町町内会これからのまちづくり意見交換会」
「続・閖上花いっぱい運動」

6/3　閖上小中学校再建推進協議会（25年度第1回）
災害危険区域の追加指定にかかる説明会

7月 嵩上面積を45haから32haに縮小
閖上復興計画の計画人口を3,000から2,400に修正

7/5　閖上小中学校再建推進協議会（25年度第2回）

8月 県に事業計画書を提出
「閖上追悼イベント2013」＠閖上中学校
8/26－9/8「閖上地区復興事業計画」の縦覧期間

8/17　閖上復興まちづくり全体説明会
閖上復興まちづくり推進協議会（第19回）
8/8　閖上小中学校再建推進協議会（25年度第3回）
8/23　閖上小中学校再建推進協議会（25年度第4回）
「防集の大臣認可は9月、区画整理の事業認可は10月」市が公言

閖上地区まちなみ形成ガイドライン発行

9月 防災集団移転事業大臣同意
閖上土地区画整理事業反対署名（450人分）県に提出
特別養護老人ホーム「うらやす」が下余田鹿島に移転しオープン

閖上復興まちづくり推進協議会（第20回） 事業計画に対し、「内陸移転」等を求める16件の意見書提出

10月 県都市計画審議会（第166-167回）：継続審議
応急仮設住宅供与期間延長決定
下増田地区防災集団移転促進事業団地造成工事起工式
県都市計画審議会（第168回）：意見書「不採択」決定

10/31「第168回宮城県都市計画審議会」
10/4　閖上小中学校再建推進協議会（25年度第5回）

閖上地区「まちづくり協議会」拡充の説明会
10/30早期事業化を求める署名簿が提出（1721人分署名）

11月 11/22　宮城県より「土地区画整理事業」事業認可
11/25　土地区画整理事業の事業計画決定

11/5　閖上小中学校再建推進協議会（25年度第6回） 下増田団地地区計画説明会

12月 災害危険区域追加指定
12/1　ゆりあげ港朝市グランドオープン
餅つき＠閖上まちカフェ

12/2　閖上小中学校再建推進協議会（25年度第7回）
12/5「閖上地区復興まちづくり全体説明会」
12/11「土地区画整理事業説明会」
12/18「防災集団移転促進事業説明会」

災害危険区域の追加指定にかかる説明会

2014年 1月 計画人口2,400人から2,150人に縮小 1/22　閖上小中学校再建推進協議会（25年度第8回）
1/27・29,2/21「閖上地区まちづくり協議会」についての意見交換会

閖上地区「新たなまちづくり協議会」説明会

2月 個別面談（第3回）
2/13　災害公営住宅見学会（閖上復興早期実現の会主催）

3月 閖上地区土地区画整理審議会委員の決定公告 「復興区画整理課」を新設
名取市復興交付金事業計画のお知らせ（第8回）

3/4～3/7　閖上地区まちづくり協議会準備世話役会（自薦・他薦）

4月 閖上地区の復興事業に初めて復興交付金が配分 閖上地区被災市街地復興土地区画整理審議会（第1回）

5月 閖上地区まちづくり相談会（仮設住宅集会所にて月1回）
下増田地区防災集団移転促進事業移転先団地（美田園北）造成工事見学
会

閖上地区被災市街地復興土地区画整理審議会（第2回） 5/11　閖上地区まちづくり協議会設立
閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第1～5回）

6月 防災集団移転促進事業　土地買収開始 名取市復興交付金事業計画（第9回）
6/10－7/9　閖上地区土地区画整理事業設計施行一括工事の公募型プロ
ポ募集
名取市復興整備計画（第6回変更）
閖上地区被災市街地復興土地区画整理事業評価委員会（第1回）

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第6～9回）

7月 旧佐々直工場　震災遺構整備の方針決定
下増田地区災害公営住宅建築起工式
TBC夏まつりに「閖上まちカフェ」が出店

閖上地区土地区画整理事業評価委員会（第2回）
名取市復興交付金事業計画のお知らせ（第9回）

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第10～14回）

8月 閖上地区土地区画整理事業設計施行一括型工事の基本協定締結
なとり夏まつりが開催＠下増田小学校グラウンド
8/11　東日本大震災慰霊碑除幕式

8/18－9/30　名取市有地売払公募
名取市復興整備計画（様式第9追加）
閖上地区被災市街地復興土地区画整理審議会（第3回）
閖上小中学校再建推進協議会（26年度第1回）

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第15ー17回）

9月 土地区画整理事業の土地買収開始
埋設物撤去、換地設計開始
9/16～30　災害公営住宅入居者募集（追加募集）

名取市復興整備計画（様式第10追加）
ゆりあげ区画整理通信（創刊号）発行

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第18ー20回）
9/20　閖上地区まちづくり協議会臨時総会（第1回）
9/22　閖上地区まちづくり協議会から第1次提案書提出

10月 閖上地区土地区画整理事業起工式
閖上復興祈願祭、秋の例祭

閖上地区被災市街地復興土地区画整理審議会（第4回）
閖上小中学校再建推進協議会（26年度第2回、3回目は視察）

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第21ー23回）
10/9　災害公営住宅検討部会（第1回）
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【表-4】名取市閖上地区における震災復興まちづくり計画策定過程（2） 

 

年 月 主な出来事 行政の活動等 住民の活動

2014年 11月 名取市立閖上小・中学校再建の基本方針策定（見直し）
閖上小・中一貫校　開校時期1年遅れ（2018年4月開校）
「なとりっぷ2014」ツアー（明治大と尚絅学院が企画）

名取市復興交付金事業計画のお知らせ（第10回）
ゆりあげ区画整理通信（第2号）発行

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第24ー26回）
11/6　災害公営住宅検討部会（第2回）

12月 閖上地区かわまちづくり計画登録（国土交通省）
閖上地区河川防災ステーション承認（国土交通省）
住宅再建相談会

閖上地区被災市街地復興土地区画整理審議会（第5回）
12/17　閖上小中学校再建推進協議会（26年度第4回）

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第27ー28回）
12/4　災害公営住宅検討部会（第3回）
12/20　閖上地区まちづくり協議会臨時総会（第2回）
12/22　閖上地区まちづくり協議会から第2次提案書提出

2015年 1月 1月～3月　閖上地区まちづくり相談会
ゆりあげ港朝市初売り、名取市成人式
下増田地区災害公営住宅（戸建）見学会

1/26　閖上小中学校再建推進協議会（26年度第5回） 閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第29－31回）
1/15　災害公営住宅検討部会（第4回）
1/28　災害公営住宅検討部会　仙台市の災害公営（戸建）視察

2月 住宅再建相談会 名取市復興整備計画（様式第9追加）
名取市復興交付金事業計画のお知らせ（第11回）
閖上地区被災市街地復興土地区画整理審議会（第6回）
2/26　閖上小中学校再建推進協議会（26年度第6回）

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第31ー35回）
2/12　災害公営住宅検討部会（第5回）（協議会）
2/14　災害公営住宅検討部会　岩沼市の災害公営視察
2/22　災害公営住宅検討部会　名取市の災害公営視察

3月 国連世界防災会議閖上視察ツアー
名取市追悼式＠名取市文化会館　市民約1100人参加
旧閖上中学校校舎　追悼の集い
下増田地区復興公営住宅（戸建）鍵引渡（42戸）
美田園北団地における公園（中央部・西側部）の名称決定

ゆりあげ区画整理通信（第3号）発行
閖上地区被災市街地復興土地区画整理審議会（第7回）

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第35ー39回）
3/5　災害公営住宅検討部会（第6回）（協議会）
3/19　災害公営住宅検討部会（第7回）（協議会）

4月 閖上さいかい市場振興会が「がんばる商店街30選」に選定
4/9、20－22　閖上地区復興土地区画整理事業計画　説明会

名取市復興整備計画（第7回変更）
名取市復興交付金事業計画のお知らせ（第10・11回）

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第40ー43回）
4/19　閖上地区まちづくり協議会通常総会
4/20　閖上地区まちづくり協議会から第3次提案書提出

5月 下増田地区災害公営住宅（戸建）の追加募集
下増田地区災害公営住宅（追加募集）入居者抽選会

復興推進計画について（復興特区）のお知らせ 閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第44ー46回）

6月 6/19　閖上上町在住者説明会＠閖上まちカフェ 宮城県都市計画審議会
6/24　閖上小中学校再建推進協議会（27年度第1回）

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第47ー51回）
6/2　災害公営住宅検討部会　仙台市の災害公営視察

7月 7/11　安倍首相が閖上地区を視察 閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第52ー55回）

8月 震災メモリアル公園市民シンポジウム
「閖上思い出返却会」

名取市復興交付金事業計画のお知らせ（第12回）
8/24　閖上小中学校再建推進協議会（27年度第2回）

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第56回）
8/1　閖上地区まちづくり協議会臨時総会
8/3　閖上地区まちづくり協議会から第4次提案書提出

9月 閖上地区被災市街地復興土地区画整理審議会（第9回）
震災メモリアル公園基本計画策定ワークショップ（第1・2回）

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第57ー60回）

10月 下増田地区の防災集団移転促進事業まちびらき
閖上水産加工団地事業者決定
生活再建に関する現況調査実施

10/16　水辺を活かしたまちづくり検討会（第1回） 閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第61ー64回）

11月 杉崎晴夫さん（閖上地区出身）の個展　愛島東部団地集会所で開催
閖上地区土地区画整理事業住民向け見学会

ゆりあげ区画整理通信（第5号）発行
閖上地区被災市街地復興土地区画整理審議会（第10回）
名取かわまちづくり検討部会・防災拠点検討部会（第1回）

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第65ー66回）

12月 高木毅復興相（当時）が名取市を視察 12/24　閖上小中学校再建推進協議会（27年度第3回）
かわまちづくり検討部会・名取市防災拠点検討部会（第2回）

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第67ー69回）

2016年 1月 閖上地区被災市街地復興土地区画整理審議会（第11回）
名取市復興交付金事業計画のお知らせ（第13回）
1/26　水辺を活かしたまちづくり検討会（第2回）

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第70ー71回）

2月 「チビッコ丸」が移設撤去 2/10　閖上小中学校再建推進協議会（27年度第4回）
2/19　名取市防災拠点検討部会（第3回）
2/22　名取市かわまちづくり検討部会（第3回）

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第72ー74回）

3月 閖上震災を伝える会　写真集第2弾を発行
名取市追悼式＠名取市文化会館　市民約900人が参加

閖上地区被災市街地復興土地区画整理審議会（第12回）
名取市復興交付金事業計画のお知らせ（第14回）
3/17　水辺を活かしたまちづくり検討会（第3回）

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第75ー77回）

4月 震災関連事業費101億7599万円（一般会計の27.8％）
4/14　熊本地震発生

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第78ー81回）

5月 閖上地区災害公営住宅（1期集合）安全祈願祭・起工式
閖上地区水産加工団地（第1期）完成記念式典

5/26　閖上小中学校再建推進協議会（28年度第1回） 閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第82ー83回）
5/14　閖上地区まちづくり協議会通常総会（第2回）
5/18　閖上地区まちづくり協議会から第5次提案書提出

6月 閖上地区資料廃棄　住民監査請求を市委員が却下
名取市被災者生活再建推進プログラムを策定

ゆりあげ区画整理通信（第6号）発行
閖上地区被災市街地復興土地区画整理審議会（第13回）

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第84ー86回）

7月 閖上地区小・中一貫校　安全祈願祭・起工式
チビッコ丸が閖上7丁目仮設グラウンドに移動
7/10　市長選で山田司朗が現職（佐々木一十郎）を破り当選

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第87ー89回）

8月 山元有二農相が名取市を視察
8/12　横綱土俵入り＠閖上慰霊碑前

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第90ー92回）

9月 閖上の「さぐば」復元、進水式 閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第93ー95回）
9/18　公園緑地部会（協議会）第1回開催

10月 閖上地区津波訴訟問題　機構理事長が検証資料破棄を認める
復興整備協議会、閖上地区土地区画整理事業の計画変更承認
炊き出し訓練 de 地域交流＠新閖上公民館

ゆりあげ区画整理通信（第7号）発行
閖上地区被災市街地復興土地区画整理審議会（第14回）
名取市復興交付金事業計画のお知らせ（第15回）
閖上地区かわまちづくり推進ワーキンググループ（第1回）
閖上地区土地区画整理事業住民向け見学会開催（第2回）

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第96ー97回）
10/22　公園緑地部会（協議会）第2回開催

11月 市復興工業団地にて「工場出来立て生産まつり」が開催
民進党岡田前代表が閖上地区を視察

閖上地区かわまちづくり推進ワーキンググループ（第2回） 閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第98ー100回）
11/12　公園緑地部会（協議会）第3回開催

12月 餅付き大会＠閖上まちカフェ（事業に伴い解体されるため最後の開催） 閖上地区被災市街地復興土地区画整理審議会（第15回）
12/21　閖上小中学校再建推進協議会（28年度第2回）

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第100ー103回）
12/10　公園緑地部会（協議会）第4回開催

2017年 1月 災害公営住宅内陸整備案を名取市議会が否決
高柳地区災害公営住宅の鍵引き渡し開始
名取市閖上観音寺の墓地が再建

名取市復興交付金事業計画のお知らせ（第16回） 閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第104ー105回）

2月 閖上地区被災市街地復興土地区画整理審議会（第16回）
2/13　閖上小中学校再建推進協議会（28年度第3回）

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第106ー107回）
2/18　公園緑地部会（協議会）第5回開催

3月 東北地方整備局分の防潮堤29キロ完成
チャリティーウォーク2017が名取市沿岸部で開催
東日本大震災の復興推進会議（議長：安倍晋三）を開催
閖上サイクルスポーツセンターの整備費の一部をCFで賄う方針を決定

ゆりあげ区画整理通信（第8号）発行
名取市復興交付金事業計画のお知らせ（第17回）

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第108ー109回）

4月 今村復興相（当時）が閖上地区災害公営住宅を見学
名取市閖上　宮城学院女子大学と協定を結ぶ
名取市震災復興計画を改定

復興まちづくり課の業務の一部を移設、「復興調整課」を新設
閖上東地区土地区画整理事業 設計・施工一括型工事に係る評価結果お
よび契約者公表

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第110ー112回）

5月 舟運事業の事業者募集
水産加工団地「海祥」工場完成
名取市で津波シンポジウム開催、市民約3000人が参加

H29年度　貞山運河舟運事業の事業者を募集
閖上地区かわまちづくり推進ワーキンググループ（第3回）

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第113ー114回）
5/21　閖上地区まちづくり協議会通常総会（第3回）
5/31　閖上地区まちづくり協議会から第6次提案書提出

6月 名取市高柳で植栽活動、元閖上地区住民と町内会が主催
閖上地区災害公営住宅整備戸数計画修正　55戸減（→468戸）
名取市閖上東地区土地区画整理事業起工式

名取市復興交付金事業計画のお知らせ（第18回）
閖上地区被災市街地復興土地区画整理審議会（第17回）
6/2　閖上小中学校再建推進協議会（29年度第1回）

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第115ー116回）

7月 加工施設「ゆりあげファクトリー」が完成・操業（名取市閖上）
名取市内最大の災害公営住宅完成（名取市閖上、6階建て、140戸）
閖上中央団地4棟の鍵引き渡し式終了
名取市閖上で舟運の体験乗船イベント開催

名取市復興交付金事業計画の進捗状況のお知らせ 閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第117ー119回）

8月 サイクルスポーツセンター温泉施設整備費をCFで出資募集
「さんま祭り」＠ゆりあげ港朝市

ゆりあげ区画整理通信（第8号）発行 閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第120回）
箱塚桜団地で最後の夏祭りが開催
美田園第一仮設団地で最後の夏祭りが開催

9月 「名取閖上津波訴訟」仙台地裁が現地視察
「閖上しらす祭り」開催＠閖上湊朝市
「東北・みやぎ復興マラソン2017」開催

名取市復興整備計画公表（様式第9追加） 閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第121ー122回）

10月 歩道橋(五差路)の撤去開始
10/23　台風21号により道路冠水、県内で土砂崩れが発生
10/28　土地区画整理事業住民向け見学会（にぎわい拠点他）

㈱かわまちてらす閖上、出店者の追加募集
閖上地区被災市街地復興土地区画整理審議会（第18回）

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第123ー125回）
10/9　公園緑地部会開催

11月 閖上さいかい市場「第6回 鍋まつり」
11/1　皇太子夫妻宮城訪問、閖上地区の災害公営住宅など
名取ふるさと秋まつり
閖上公民館祭＠下増田公民館

復興公営住宅の一時避難場所としての開放について（名取市HP）
名取市閖上貞山運河舟運事業の運航事業者の募集
住まいに関する相談会開催＠仮設住宅
11/13　閖上小中学校再建推進協議会（29年度第2回）
名取市閖上地区定住促進事業住宅取得補助金のお知らせ

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第126ー127回）

12月 名取川河口河川堤防かさ上げ工事完成、記念式典 閖上小中学校　入学説明会のアンケートについて（回答）
被災者対象の市有地（愛の杜）譲渡の公募
「名取市都市計画審議会」の市民委員を募集
名取市復興交付金事業計画のお知らせ（第19回）
閖上地区の防災集団移転先団地の追加募集

閖上地区まちづくり協議会定例世話役会（第128ー129回）
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その後，市は個別面談等を行い，土地区画整理事業区域の居

住面積縮小や防災集団移転促進事業導入などの対応を行ったが，

より西側に移転したいという住民の意向により事業計画への意

見書提出に至った。事業計画案（案）に対する意見書の審議は，

県都市計画審議会にて行われたが，制度・法律的な制約から意見

書採択には至らず，付帯意見・建議という法的拘束力のない対応

となった。 
②復興事業確立期（2013年11月〜2014年4月） 
土地区画整理事業の事業認可から，事業計画説明会開催を含

む閖上地区まちづくり協議会が設立されるまでの期間である。 
2013年11月に土地区画整理事業が認可され，市による住民に

対する全体説明会，事業ごとの説明会が実施され，事業認可の経

緯，今後のまちづくりの進め方，土地の買い取りスケジュールの

他，新たな「まちづくり協議会」の設立についても説明された。 
③復興事業・まちづくり推進期（2014年5月〜） 
土地区画整理事業の推進を目的とした「まちづくり協議会」

の活動開始以降，復興事業とまちづくりについて検討・提案，そ

して建設が行われている期間である。 
2014年5月に名取市文化会館で「閖上地区まちづくり協議会」

が設立された。また同年12月には，「閖上地区かわまちづくり」

計画の登録と河川防災ステーション計画の承認が行われた。これ

らは国土交通省の事業であり，閖上地区の魅力ある復興，防災機

能の強化を推進するものであった。2015 年度は，土地区画整理

事業区域内のまちづくりに関する会議，閖上小・中学校再建協議

会，震災メモリアル公園基本計画策定ワークショップ，閖上水産

加工団地事業者の決定，水辺を活かしたまちづくり検討会，名取

市防災拠点検討部会などより具体的な計画策定の会合が多く設

けられた。そして，2016 年 5 月には集合住宅型の災害公営住宅

第1期工事が着工し，災害危険区域に位置する水産加工団地の第

1期が完成するなど，具体的な街が形となって現れてきた。2019
年5月26日に，集合・戸建を合わせた災害公営住宅整備がほぼ

完了し，閖上地区まちびらきも開催された。 
 

4. 震災復興まちづくり計画の変遷 
こうした一連の経緯の中で震災復興まちづくりの空間的な計

画も推移してきた。本研究の最後に震災復興まちづくり計画の変

化を，計画規模と施設および土地利用の視点から分析していく。 
4-1. 計画規模の変遷 
図-2 に閖上地区の人口フレームの修正に伴う嵩上げ区域の変

化（平面と断面）を，表-5 に計画規模の変化示す。復興計画策

定当初は震災前人口 5,500 人を想定し，対象地区全体のおよそ

122haを居住区域としていた。しかし，2012年の個別面談結果を

受け，将来人口フレームが3,000人に修正され，2013年2月には

貞山運河西側の嵩上げ地区は45haに縮小された。また2013年4
月に第2回個別面談が行われ，現地再建希望者がさらに減ったた

め，人口フレーム2,400人となり居住区域がさらに減少した。そ

の後，意向調査結果の誤りが発覚し，最終的な人口フレームは

2,100人まで減っている。 

 

【図-2】人口フレームの修正に伴う嵩上げ区域の変遷 
 

【表-5】人口フレームの修正に伴う嵩上げ区域の変遷 

 
4-2. 施設および土地利用計画の変遷 
津波被災地の復興では，居住のための被害抑止戦略と土地利

用計画が重要な要素となる。未来会議では最終的に居住地範囲と

戸建・集合住宅の組み合わせによる3つの土地利用イメージが提

案された 12)。ここでは，現在の復興まちづくりの原案となって

いるC案を初期案として，図に示している。 
まず図-3 に集合住宅型災害公営住宅の配置の変遷を示す。現

地再建を進めるにあたり，将来の津波被害軽減策が検討され，区

画整理事業による嵩上げと共に海側に集合住宅を配置して，より

内陸側にある小・中学校や居住地を護るという案が採用された。

そして，2016年11月に最終的な配置が固まった。海に近い最も

東側に配置するという方針は変わっていない。 
次に沿岸部の土地利用計画（産業等）の変遷を図-4 に示す。

復興計画策定開始時から，事業区域の最も東側を水産業や観光に

利用するという案になっていた。その後，防災集団移転促進事業

導入の決定に伴い，同東側が災害危険区域に指定され，運動公園

としての利用区域が縮小され，利活用未定地区が広がった。また

非居住区域の西側に防災施設が計画された。 
図-5 に公共施設，公園，緑地，オープンスペースの配置計画

の変遷を示す。未来会議が提示した復興計画では居住区域の中心

部に小・中学校をその東側に防災公園が示されていた。その後，

2012 年 2 月の段階で学校用地はより内陸側に移動し，東西を結

ぶ緑道によりオープンスペースが連結される案が示された。これ

は子育て世代の意向を踏まえたものである。最終的にこうした緑

地のネットワークと各種公共施設の配置が具体的に決定された。 
 
5. 章タイトル 
本稿では，文献およびヒアリング調査に基づき，名取市閖上

地区の震災復興まちづくりの計画策定過程を詳細に整理し，人口

フレームの修正が嵩上げ区域の変更に大きな影響を与えたこと，

災害危険区域面積の増加により利活用未定地区が広がっている

ことなどについて，まちづくり計画の変遷とともに報告した。

区画整理

(居住)

区画整理

(非居住)

嵩上げ

面積

2011 10 121.8ha 70ha 5500 復興計画策定時の計画規模

2012 11 121.8ha 70ha 3000
2012年7月の個別面談(1回目)を受けて、地区外移転の希望者が

多数いたため、将来人口フレームを3000人規模に改めた

2 70ha 52ha 45ha 3000
将来人口フレームと同様、貞山運河西側の嵩上げ区域を45haに縮

小した

7 56.8ha 65ha 32ha 2400
2013年4月に個別面談(2回目)を実施した結果、現地再建を希望す

る世帯がさらに減少したため人口フレームを2400人規模に改めた

2014 1 56.8ha 65ha 32ha 2150 意向調査の集計に誤りがあったため、再集計し2150に修正した

2016 1 56.8ha 65ha 30ha 2100
県道塩釜亘理線の東側嵩上げ区域(約30ha)の人口は約1400、人

口密度は約47人/ha

2013

土地区画整理区域

変更理由・備考年 月
計画

人口
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【図-3】集合住宅型災害公営住宅(耐浪型)の配置の変遷 

 
【図-4】沿岸部の土地利用計画（産業等）の変遷 

 
【図-5】公共施設とオープンスペースの配置計画の変遷 

謝辞 
本稿は，科学研究費補助金基盤研究（A），No.18H03801「東日

本大震災復興の検証と自然災害リスクを考慮した21世紀の都市

誘導施策」（研究代表者：東北大学 村尾修）の研究成果である。 
 
補注 
(1) 自治体の被災の有無については被災レベルの境界の置き方

に応じて変わるため，どこまでを被災自治体の母数にするか

難しいが，ここでは都市計画協会および国土交通省からの情

報に基づき，61市町村とした。 
 
参考文献 
1) 復興遅れる閖上（名取），足報ワイド，河北新報，2013.7.8 
2)中井浩司，小出治，加藤孝明：神戸・区画整理事業地区の復興

まちづくりの実態―「まちづくり提案」に着目した協議会活

動資料の分析を通して―，日本建築学会計画系論文集，No.569，
2003.7 

3)高橋和雄，中村聖三，二宮耕平，藤田高英：神戸市における震

災復興まちづくりの実施に伴う課題の調査と分析，長崎大学

工学部研究報告，第30巻第55号，2000.7 
4)松本暢子，加藤仁美，小川美由紀：東日本大震災における復興

まちづくりのプロセスに関する考察 ―福島県いわき市豊間

地区のふるさと復興協議会の活動とその支援―，都市計画論

文集，Vol.48，No.3，2013.10 

5)園田千佳，坂本慧介，石川幹子：復興まちづくりの計画策定プ

ロセスにおける住民ワークショップの役割に関する研究 ―

宮城県岩沼市における復興まちづくりを通して―，都市計画

論文集，Vol.48，No.3，2013.10 
6)高橋祐紀，姥浦道生：震災復興計画策定初動期における住民組

織の形成とその機能に関する研究 ―名取市閖上地区を対象

として―，都市計画報告集，No.11，2012.8 
7)伊藤圭祐，立木茂雄，牧紀男，佐藤翔輔：名取市の復興事業区

域における自力再建者の特性に関する研究，地域安全学会論

文集，No.30，2017.3 
8)日詰博文，永野聡，山田俊亮：東日本大震災におけるゆりあげ

港朝市の復興過程と地域貢献に関する研究 ―災害危険区域

内の商業活動を構成する施設と組合に関する考察―，日本建

築学会計画系論文集，No.741，2017.11 
9)村尾修：震災復興まちづくりにおける合意形成の課題 ―名取

市閖上の事例を通して―，日本建築学会東日本大震災 3 周年

シンポジウム，2014.3 
10)宮城県教科書供給所（田辺健一監修）：航空大写真集宮城県，

1981 
11) 名取市：東日本大震災名取市の記録， 2014.9 ，

http://www.city.natori.miyagi.jp/soshiki/soumu/311kiroku/index/nator
ishi-kiroku（2017年9月21日閲覧） 

12)名取市：名取市震災復興計画，2011.10 
 

- 63 -




