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本研究は津波災害復興における安全性検討過程の課題を考察することを目的として、東日本大震災後の

災害危険区域指定の指定範囲が防潮堤の設定高さに影響を受けていることを示し、その背景にある国、県

の津波対策方針を整理して岩手県と宮城県の方針の違いを示し、市町村の災害危険区域指定過程と実際の

指定事例を示した。その上で災害危険区域指定の課題として、安全確保の方法の検討が地域再建の検討と

分断して考えられる傾向にあったこと、また、たとえ一緒に考えられたとしても復興事業実施の自由度が

低く実現する方法に乏しかったこと、加えて外力評価を中心に災害危険区域の指定が行われ減災の考え方

と乖離があったことを示した。 
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１．はじめに 

1.1 研究の背景と目的 

被災後の災害対策を考える際、災害対策の方法が

安全側に寄与することは当然として、採用された方

法や手段によって災害で被災した被災者の生活再建

に妨げを生じず、むしろ被災した地域の再建に寄与

することが望まれる。2011年の東日本大震災後、被

害の大きかった東北3県の沿岸市町村では浸水域の

約3割に、建築基準法第39条による災害危険区域の指

定が行われている1)。防災集団移転事業後の移転元地

の買い上げには災害危険区域の指定が必要であるた

め、災害危険区域の指定と住宅移転事業は一体的な

関係にある。仙台湾沿岸の平野部では2線堤の設置に

より災害危険区域を限定し居住地の集約が行われた。

これに対し三陸沿岸部では移転地の確保が難しく大

規模造成が行われ、住宅再建に時間がかかり、むし

ろ居住地は拡散している。 

東日本大震災後、災害による被災を一定程度許容

し、ソフトとハードを組み合わせ、被害の低減を図

る「減災」の考えが示されたはずであった。しかし

現場レベルでは防潮堤による津波防御と、高台造成

による居住地移転というハード整備が先行し、防潮

堤と移転先の間に災害危険区域が広がっている。現

在も東日本大震災の被災地では防潮堤の高さや位置、

移転元地利用に関する議論が継続しており、その見

直しによっては災害危険区域の範囲が左右されるこ

とも考えられる。加えて南海トラフ地震津波の浸水

想定面積は最大で東日本大震災の約1.8倍に上る。実

際に被災した場合の対応を検討する上でも、なぜ復

興の方針と現場の対応に違いが生じたのか、東日本

大震災で生じた課題を明らかにしておく必要がある。 

室﨑2)は、阪神・淡路大震災からの復興を踏まえ、

災害復興における復興都市計画論の必要性を指摘し

ている。平時と災害後は状況が異なり、地域の継続

と安全のあり方の検討方法、事業実施のための財源

確保、必要とされる技術的支援も異なると考えられ

る。加えて各セクターとセクター間において復興方

針や事業として選択した要因と対応する課題がある
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と考えられる。そこで本研究は、国、県、市町村の

対応と、実際の災害危険区域指定事例を通し、東日

本大震災後の災害危険区域指定の制度上のプロセス

を整理し、津波災害復興における安全性検討の課題

を考察することを目的として行う。 

1.2 研究の位置付け 

これまで東日本大震災後の安全の考え方に関する

研究では、北後3)が「減災」の提言が、技術的助言や

県のガイドラインにおいて、より「防災」的考え方

に変化していく過程を示している。また東日本大震

災からの復興事業が決まっていくプロセスの課題に

ついて、加藤4)がL1、L2対応の2段階計画論の束縛性、

復興予算・復興期間の制限等について、山下5)が広域

システムの中央不在と東北の周辺性について示して

いるが、行政による復興方針の提示から実際の事業

実施過程まで踏み込んだ研究は十分とは言えない。 

また災害危険区域の研究として、児玉ら6)は、制度

の設立当初は、指定による被害軽減や地域特性に応

じた指定が期待されていたが、その後災害復興に際

し、国から財政支援が行われることから、自治体に

よる事前規制から災害後の事業実施にかかる指定を

中心とするものとなっていったことを示している。

東日本大震災後の災害危険区域の指定について、荒

木ら1)は浸水面積に対する災害危険区域の指定率が

人的被害より住家被害と相関が高く、宮城県北部で

指定割合が高いことを明らかにしている。松本7)らは、

市町村の指定傾向を分類し、指定には指定によるリ

スク軽減と指定で可能となる移転元地買い上げによ

る被災者支援の2つの側面があること示している。こ

れらの研究は指定の傾向と要因を示しているが、災

害危険区域指定と国・県の方針との関係は示してい

ない。 

以上のように東日本大震災後の復興の方針と災害

危険区域指定に至るまでの背景・経緯に踏み込んだ

研究は十分とは言えない。本研究は、国・県の方針

と市町村の実施レベルまでを整理し、指定事例を用

いて課題を明らかにする点に特徴がある。 

1.3 研究の方法 

研究の方法として、はじめに基礎自治体が指定を

行っている災害危険区域の面積と浸水面積、防潮堤

高さから、浸水域に対する災害危険区域指定割合に

差が生じた要因を示す。次いで国及び県の・復興に

向けて示された方針や手法、またそれらが決まる過

程の文献調査及び2県（岩手県、宮城県）の比較から、

減災の考え方が実現されようとしたプロセスを示す。

加えて災害危険区域の指定者である基礎自治体への 

 

  

図1 浸水域面積に対する災害危

険区域の指定面積 
図2 浸水域に対する災害危険区

域の指定率 
各県,各市町村へ2014年12月に問い合わせを行い、その後のHP更新情報から2017年6月に宮古市、大槌町、陸前

高田市、富岡町への変更・追加確認を行った。 

アンケート、ヒアリング調査から、災害危険区域指

表 1 市町村の東日本大震災による被害と災害危険区域の指定概要 

区分 被害状況 
災害危険区域 

指定状況 

災害危険区域指定

方法 
想定浸水

深 2M 以

下の区域

における

建築 4) 

危険区域内

の緩和 

県 市町村 

浸水面

積概数 1) 

(ha) 

人的被害

率（死亡・

行方不明

者）1) 

被災建

物におけ

る全壊率
1),2) 

災害危

険区域 3) 

(ha) 

浸水地に

対する災

害危険

区域指

定率 

対象区域指

定方法 4) 

区域指

定想定

津波 4) 

区分

指定

の有

無 

避難

ビル

要件

等に

よる

緩和 

岩
手
県 

野田村 200 0.012  0.605  76 0.380  SIM 東日本 想定なし × × 

宮古市 1,000  0.028  0.604  567  0.567  SIM 東日本 緩和 ○ × 

山田町 500  0.066  0.820  228  0.456  SIM 東日本 緩和 ○ 

× 

× 

大槌町 400  0.104  0.797  153  0.383  SIM 東日本 不可 × × 

釜石市 700  0.079  0.629  179  0.256  SIM 東日本 緩和 ○ × 

大船渡市 800  0.022  0.503  771  0.963  SIM 満潮時 緩和 ○ ○ 

陸前高田市 1,300  0.106  0.938  96  0.074  個別指定 － － × × 

小計 4,900  0.062  0.687  2,069  0.422  － － － － － 

宮
城
県
北
部 

気仙沼市 1,800  0.033  0.538  1,390  0.772  SIM 東日本 緩和 ○ ○ 

南三陸町 1,000  0.057  0.695  666  0.666  SIM 満潮時 可 × × 

女川町 300  0.105  0.743  269  0.897  SIM 東日本 緩和 △ ○ 

小計 3,100  0.048  0.601  2,325  0.750  － － － － － 

宮
城
県
中
南
部 

石巻市 7,300  0.033  0.376  1,696  0.232  SIM 東日本 可 × × 

東松島市 3,700  0.032  0.408  1,202  0.325  SIM 東日本 緩和 ○ × 

塩竈市 600  0.002  0.062  13  0.022  SIM 東日本 不可 × × 

七ヶ浜町 500  0.008  0.172  160  0.320  SIM 東日本 可 × △ 

仙台市 5） 5,200  0.023  0.153  1,216  0.233  SIM 満潮時 可 × × 

名取市 2,700  0.078  0.200  769  0.285  SIM 東日本 可 × ○ 

岩沼市 2,900  0.022  0.136  1,056  0.364  SIM 東日本 緩和 ○ × 

亘理町 3,500  0.019  0.428  545  0.156  SIM 満潮時 可 × △ 

山元町 2,400  0.078  0.499  1,945  0.810  SIM 満潮時 緩和 ○ × 

小計 28,800  0.029  0.220  8,602  0.299  － － － － － 

福
島
県 

新地町 1,100  0.021  0.352  56  0.051  被災実績 － － × × 

相馬市 2,900  0.043  0.193  110  0.038  被災実績 － － × × 

南相馬市 3,900  0.047  0.402  1,981  0.508  被災実績 － － × × 

浪江町 600  0.047  不明  495  0.825  不明 不明 － × × 

富岡町 100 0.001 不明 86 0.860 SIM 東日本 － × × 

楢葉町 300  0.001  不明  105  0.350  不明 不明 － × × 

いわき市 1,500  0.010  0.087  19  0.013  被災実績 － 緩和 ○ × 

小計 10,400  0.025  0.141  2,852 0.274  － － － － － 

合 計 47,200  0.037  0.250  15,848 0.336  － － － － － 

1) 総務省統計局, 東日本太平洋岸地域のデータ及び被災関係データ～「社会・人口統計体系（統計でみる都道

府県・市区町村）」より～, 平成 25 年 9月 17日更新版,  

http://www.stat.go.jp/info/shinsai/zuhyou/data0917.xls. （2014-11-30） 

2) 復興庁, 東日本大震災における震災関連死の死者数（平成 25 年 9月 30 日現在調査結果）, 2013 年 12 月 24

日, http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-1/20131224_kanrenshi.pdf, （2014-11-30） 

3) 各県,各市町村へ 2014年 12月に問い合わせを行い、その後の HP更新情報から 2017年 6 月に宮古市、大槌

町、陸前高田市、富岡町への変更・追加確認を行った。 

4） 2014年 7月～12 月に行った、各市町村への問い合わせによる。富岡町は 2017年 6月の問い合わせによる。 

5) 仙台市は津波により被災した、宮城野区、若林区、太白区を対象とした。 
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定時の安全確保の検討状況を示す。また実際の指定

事例から災害危険区域の指定が他の事業の実現性の

影響を受けていることを示す。これらの分析を元に、

「安全性と地域再建の検討は統合して行われたか」、

「復興事業のあり方が災害危険区域指定に影響を与

えたか」、「災害危険区域の指定手法は地域性を反

映できるものだったか」、の3点について考察し課題

を示す。 

 

２．災害危険区域の指定傾向 

東日本大震災の浸水域に対する災害危険区域の指

定は市町村によって行われている。本章では各市町

村の災害危険区域の指定を定量的に示すと共に、災

害危険区域の指定に影響があったと考えられる防潮

堤高さとの関係を示し、加えて浸水域内の土地のか

さ上げによる影響を考察する。 

2.1 浸水域に対する災害危険区域の指定率 

各市町村の災害危険区域指定面積及び浸水域に対

する災害危険区域の指定率を、行政区分と地形特性

を組み合わせた区分別に示す（表1）。また、浸水域

に対する災害危険区域の指定面積（図1）と指定率（図

2）を図に示す。浸水面積自体は石巻市が一番大きく、

次いで仙台市、南相馬市と続き、牡鹿半島以北の三

陸沿岸部に比べ、石巻市平野部以南で大きい。しか

し浸水域に対する災害危険区域の指定率を見ると、

大船渡市、女川町が高く、全体的には三陸沿岸部で

高い。福島県の南相馬市以南でも高くなっているが、

石巻平野部以南では低い傾向にある（図2）。 

先行研究で荒木ら1)は、宮城県北部と岩手県沿岸市

町村の全壊率や可住地割合が近似しているにも関わ

らず、宮城県北部の浸水域に対する災害危険区域の

指定率が岩手県より高くなっていることを示してい

る。またその要因として、防潮堤の建設や土地の嵩

上げに加え、復興事業が完了しておらず災害危険区

域の指定が終了していないことを挙げている。 

本研究ではあらためて2017年3月時点の災害危険

区域面積を調査した（表1）。結果として災害危険区

域の指定面積が目立って増えていたのは宮古市の

11.4haと陸前高田市の281.8haであった(1)。しかしこ

れらを参入しても岩手県沿岸市町村より宮城県北部

のほうが、浸水域に対する災害危険区域の指定率が

高い状況に変化はなかった（図3）。 

2.2 災害危険区域指定率と防潮堤高さの関係 

多くの自治体において災害危険区域は「比較的発

生頻度の高い津波（L1津波）」に対応して設定され

た防潮堤を、「最大クラスの津波（L2津波）」が越

流した場合の浸水範囲を対象として指定が行われて

いる。このため、防潮堤高さが災害危険区域の指定

に影響を与えていると考えられる。そこで岩手県の

地域海岸18ヵ所と宮城県北部の地域海岸10ヵ所の、

東日本大震災による津波痕跡高さと東日本大震災後

の計画防潮堤高さの関係を示す（表2、図4）。 

宮城県北部と岩手県の津波痕跡高さが同程度であ

っても、岩手県の計画防潮堤高さが高くなっている

ことが分かる。また宮城県の津波痕跡高さに対する

計画防潮堤高さの割合は0.563であるのに対し、岩手

県では0.706と高くなっている。これはL1津波として

設定される昭和三陸津波、明治三陸津波による津波

高さの想定が、岩手県でより高くなるためと考えら

れる8), 9), (2)。このように防潮堤の高さと災害危険区

域の指定割合の関係をみると、宮城県北部沿岸部は

岩手県沿岸部と比較して防潮堤の整備高さが低く、

岩手県より高い割合で居住の制限を受けていること

がわかる。 

 

 

表 2 地域海岸の東日本大震災

津波痕跡高さに対する計画防

潮堤高さの割合 

県 地域海岸名 
設計対象 

津波 

津波痕跡高さ

に対する 

計画防潮堤高

さの割合 

岩

手

県 

野田湾 昭和三陸 0.654  

田老海岸 昭和三陸 0.902  

宮古湾 明治三陸 0.897  

重茂海岸 明治三陸 0.647  

山田湾 明治三陸 0.890  

船越湾 明治三陸 0.674  

大槌湾 明治三陸 0.960  

両石湾 昭和三陸 0.531  

釜石湾 

（湾口防潮堤有） 
明治三陸 0.604  

唐丹湾 昭和三陸 0.690  

吉浜湾 想定宮城沖 0.831  

越喜来湾 昭和三陸 0.680  

綾里湾 想定宮城沖 0.332  

大船渡湾外洋 昭和三陸 0.810  

大船渡湾 

（湾口防潮堤有） 
明治三陸 0.692  

大野湾 昭和三陸 0.771  

広田湾外洋 明治三陸 0.842  

広田湾 想定宮城沖 0.683  

小計 0.706  

宮

城

県

北

部 

唐桑半島東部 明治三陸 0.785  

唐桑半島西部① 明治三陸 0.467  

唐桑半島西部② 明治三陸 0.717  

気仙沼湾 明治三陸 0.493  

気仙沼湾奥部 明治三陸 0.562  

大島東部 明治三陸 0.975  

大島西部 明治三陸 0.579  

本吉海岸 明治三陸 0.521  

志津川湾 想定宮城沖 0.424  

女川湾 明治三陸 0.367  

小計 0.563  

国土交通省, 第 3 回海岸における津波対
策検討委員会資料(2011), 被災３県の海岸
堤防高の設定状況, 
http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/
kaigantsunamitaisaku/dai03kai/dai03kai_sir
you2-2.pdf. (2017-06-13)より算出 
 

 

図3 浸水域に対する災害危険区

域の指定率と全壊率 
 

 

図4 東日本大震災津波痕跡高と

震災後の計画防潮堤高 
 

2.3 災害危険区域指定率と土地かさ上げの関係 

国による津波被災市街地復興手法検討調査10)では、

被災した地域の復興の手法を、「移転」、「現地集

約」、「嵩上げ」、「移転・嵩上げ」、「現地復興」

の5つの復興パターンに分け分析を行っている。その

一つとして、市街地の再整備がない場合の想定津波
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最大浸水深（以降、想定浸水深）を7区分し、どの復

興パターンが選択されたか示している。このうち想

定浸水深0~1m、1~2mと低い場合には「現地復興」

の割合が60~70%と高く、それ以上になると「移転」

が増える傾向にあり、最も事例数の多い8~10mでは

「移転」が87%となっている。「嵩上げ」のパター

ンが一番大きな割合を占めているのは4~6mの場合

で40%となっており、「移転＋嵩上げ」を加えると

53%になる。これらから想定浸水深が高い場合には

移転が、低い場合には現地復興が選択され、中間的

な場合に嵩上げが選択される傾向があると言える。 

これらは地区数であり、面積や嵩上げ高さは明ら

かにされていないため、災害危険区域の指定割合と

併せた定量的な評価はできない。しかし防潮堤の整

備高さは宮城県より岩手県のほうが高いことから、

想定浸水深が岩手県でより低くなりかさ上げを選択

する傾向に影響があると考えられる(3)。 

 

３．国の東日本大震災後の安全の考え方 

基本的に防潮堤はL1津波に対し、災害危険区域は

L2津波に対して設定されている。本章ではその考え

の元となった東日本大震災後に示された国の津波対

策の方針と、方針実現のための手法を整理する。 

3.1 復興の基本方針と津波対策の考え方 

政府の東日本大震災復興対策本部より、東日本大

震災からの復興の基本方針11)が2011年7月29日に出

されている。この策定にあたっては、東日本大震災

復興構想会議からの報告12)が基本となり、また今後

の災害への備えとして中央防災会議「東北地方太平

洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門

調査会」中間とりまとめ13)と、社会資本整備審議会・

交通政策審議会交通体系分科会計画部会の緊急提言
14)を踏襲する旨が記載されている。 

 (1) 東日本大震災復興構想会議 

2011年6月25日に出された東日本大震災復興構想

会議の報告において「地域づくりの考え方」として、

『「減災」という考え方』が示されている。この中

では自然災害を完全に封じることには限界があり、

災害時の被害を最小化する「減災」の考え方が示さ

れている。その方法として、これまでの水際の構造

物による防御の考えに対し、「逃げる」ことの重要

性が述べられており、ソフトとハード、直接的（防

護）と間接的（避難）の施策イメージが示されてい

る。さらに「安全・安心な地域づくり」には時間が

かかる一方で被災者の早急な生活再建が求められる

こと、拠点的な市街地を早急に安全な位置に整備す

ることが述べられている。 

また津波に対するに地域類型5つの土地利用と施

策の組み合わせが示されている。この中では、地形

別にモデルが示されているが「住居と都市の中枢機

能」は浸水しないエリアへの移転、若しく人工地盤

や盛り土による嵩上げが示され、平地には土地利

用・建築規制の必要性を示している。また減災の考

え方として「逃げる」ことを地域づくりの前提とす

ると述べられている。 

(2) 中央防災会議専門部会 

2011年6月26日には中央防災会議「東北地方太平洋

沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調

査会」中間とりまとめが出されている。この中で、

今後津波対策を構築するにあたっての想定津波の考

え方として、住民避難を柱とした総合的防災対策を

構築する上で設定する津波（最大クラスの津波）、

防波堤など構造物によって津波の内陸への侵入を防

ぐ海岸保全施設等の建設を行う上で想定する津波

（比較的発生頻度の高い津波）の考え方が示されて

いる。またさらなる津波対策として、土地利用によ

る対策、避難行動による対策、津波に対する防災意

識の向上についても求めている。 

(3) 津波防災まちづくりの考え方 

社会資本整備審議会・交通政策審議会交通体系分

科会計画部会の緊急提言では、土地利用計画、建築

構造規制の必要性も述べられる一方で、高台移転を

行うには移転地が不足するといった困難さも言及し

ている。また建築制限のための災害危険区域指定の

活用に触れる一方で、土砂災害防止法の区域指定を

参考にした新たな制度導入の検討を求めている。し

かしこれらの提言は東日本大震災の復興で踏襲され

たというよりは、今後被災が想定される地域を対象

とした「津波防災地域づくり法」に取り入れられた。 

3.2 津波対策方針実現のための手法の提示 

国から津波対策方針が示されると共に、国の行政

機関より対策検討のための技術的助言等が出された。

これらの組み合わせで、浸水エリアでの居住系施設

の制限、防潮堤高さの設定、浸水想定シミュレーシ

ョンの実施、浸水想定2M以上の居住制限の一連の考

えが示されている(4)。 

(1) 被災後の土地利用 

「津波被災地における民間復興活動の円滑な誘

導・促進のための土地利用調整ガイドライン15)」で

は、開発を誘導・促進するエリア（誘導・促進エリ

ア）の設定が行われ、土地利用の規制誘導、職住分

離を踏まえた居住系土地利用の被災リスク低減とし
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て内陸移転、建築物の対浪性・避難機能の組み合わ

せを示している。結果的には浸水エリアに居住系施

設を設置しないことを前提に対策が提示されている。 

(2) 防潮堤の整備高さの算定 

「設計津波の水位の設定方法について16)」では、

算定のための水位設定として、一定頻度（数十年か

ら百数十年に一度程度）で発生してきた津波の集合

を対象津波群とし，その中で最も高い津波高から海

岸堤防の高さを導出することが示され、中央防災会

議で示された方針を具体的に示している。 

(3) 浸水想定シミュレーションの設定方法 

「平成23年東北地方太平洋沖地震による津波の対

策のための津波浸水シミュレーションの手引き17)」

では、再現シミュレーションの場合は対象津波来襲

時の潮位を、予測シミュレーションの場合は遡望平

均満潮位を用いることが示され、基本的に予測シミ

ュレーションでは最悪を想定した予測を行うことが

求められている。 

(4) 浸水深さと被害 

浸水深さと被害の関係については、東日本大震災

の被災現況調査結果18)がら示されている。浸水深2M

以下で建物の全壊率が下がることが報告されており、

この結果を被災リスク評価に用いることが推奨され

ている。 

 

４．県の東日本大震災後の安全の考え方 

国からは津波に対する方針と手法が提示されてい

るが、主要な防潮堤の設置者は県である。本章では

岩手県、宮城県の、安全に対する方針とその検討過

程を文献調査により示し、比較を行う。 

4.1 岩手県 

岩手県では、2011年4月11日に「東日本大震災津波

からの復興に向けた基本方針19)」を策定し、2011年8

月11日に「岩手県東日本大震災津波復興計画 復興基

本計画」の県議会承認を得ている。復興計画の策定

にあたっては、同年4月11日に岩手県東日本大震災津

波復興委員会が立ち上げられ、復興計画策定直前の

同年8月5日までに計6回の会議が行われている。 

(1) 復興計画における津波対策に関する記述 

岩手県の復興計画20)において、「第3章 復興に向

けたまちづくりのグランドデザイン」の中で、『そ

の地域にふさわしい「海岸保全施設」、「まちづく

り」、「ソフト対策」を適切に組み合わせた多重防

御型まちづくり』を進め「減災」の考えを津波対策

の基本的な考え方とすることが述べられている。ま

たその中の「津波を考慮した土地利用計画」では、

防潮堤等で一定の安全性を確保した上で、津波シミ

ュレーションを参考に、用途別の土地利用や必要に

応じて建築制限を行うことが述べられている。 

「津波防災の分類」として、高台移転を想定した

「回避型」、防潮堤と高台移転、嵩上げを想定した

「分散型」、防潮堤に加え道路等の嵩上げと高台移

転、土地の嵩上げを想定した「抑制型」の3つが挙げ

られている。また、「まちづくりのグランドデザイ

ンのモデル」として「全域被災」、「臨海部被災」

の被災の程度と、「都市型」、「集落型」の土地利

用の形態の組み合わせで「都市再生型」、「都市再

建型」、「集落移動型・集落内再編型」の3つのモデ

ルを示している21)。 

(2) 復興計画の検討過程 

岩手県は復興計画策定に向け提言を行うために2

つの専門委員会を設置している。このうち学識経験

者と県土整備部、農林水産部職員で構成される「岩

手県津波防災技術専門委員会」を2011年4月22日に立

ち上げている。 

国の方針が示される以前に委員会の議論は始まっ

ており(5)、専門委員会には市町村職員の陪席もあり、

また協議の内容は県復興委員会に報告されていた22）。

委員からは議論の初期より、防潮堤の維持の視点か

らの適切な高さへの配慮の必要性、現実的な設計に

向けた判断基準の必要性等が指摘されている。 

専門委員会では、県の示す整備目標の位置付けに

ついても議論されており、県が提示する防潮堤の整

備目標には技術面、まちづくり面の適正性を内包し

た高さであることの確認が委員と県職員との間で行

われている23）。 

専門委員会では整備目標の具体的な判断基準とし

て、2011年7月に「岩手県における海岸保全施設の整

備目標の考え方24)」が議論され、結果が市町村に共

有されている(6)。この「岩手県における海岸保全施

設の整備目標の考え方」の中で、被災前の計画高さ

をH0、既往第2位をH1、既往最大をH2として、整備

目標をタイプA、タイプB（B-1、B-2、B-3）、タイ

プCとし、地域の状況に応じて防潮堤高さが異なる

可能性を示している（図5）。地域性が考慮されたこ

とについては、特に岩手県南部においてH2とH0の高

さの差が大きく、また市街地によっては浸水した土

地も利用せざるを得ないことから、防潮堤高さの設

定を県と市町村で行うとしている25)。 

2011年10月には岩手県より防潮堤高さの提示が行

われているが、復興委員会では市町村が出来るだけ

H2に近い防潮堤高さを望んでいる一方で、地域によ
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っては高さの低減の検討も行われていることが報告

されている26)。 

この他2011年11月24日に、浸水想定シミュレーシ

ョンの設定潮位を、既往最大津波より低い、東日本

大震災津波とすることが示されている27)。次いで

2012年2月には岩手県土木整備部から、シミュレーシ

ョンを含めた土地利用の検討方法として、「復興ま

ちづくり／土地利用の考え方について28)」が公表さ

れている。 
タイプ 要件 整備目標施設高 

タイプＡ 施設高 H２が実現可能と判断され、地域との合意

が図られる場合 H2 

タイプB 施設高 H２が現実的でないと判断される場合  

 B-1 施設高 H１が実現可能と判断されるが、海岸保全

施設の効果が小さく、背後の土地利用に大きな制

約が生じる場合 

H1.5 
（土地利用等との調整を図

りながら、現実的と判断され

る範囲） 

 B-2 施設高 H１が実現可能と判断され、地域との合意

が図られ、既往最大津波に対しても一定の効果が

見られ一体的なまちづくりが可能となる場合 
H1 

 B-3 施設高 H１が現実的でないと判断される場合 H0.5 
タイプC 上記の検討の結果、現施設計画高 H０以上の整備

目標を設定することが困難と判断され、地域との

合意が図られる場合 
H0 

 

図5 岩手県における防潮堤の整備目標の設定区分 
岩手県(2011), 岩手県における海岸保全施設の整備目標の考え方

https://www.pref.iwate.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/006/775/03_02besshi.pdf. 

(2017-06-13) 
 

4.2 宮城県 

宮城県では、2011年4月11日に「宮城県震災復興基

本方針（素案）」が策定され、同8月26日に「宮城県

震災復興計画（案）」が決定し、同10月18日に県議

会で可決している。復興計画の策定に当たっては宮

城県震災復興会議が同4月22日に立ち上げられ同8月

26日まで計4回の会議が行われている29)。 

(1) 復興計画における津波対策に関する記述 

宮城県の復興計画において「災害に強いまちづく

り宮城モデルの構築」の中で、「高台移転」、「職

住分離」、「多重防御」に加え、「安全な避難場所

と避難経路の確保」が挙げられている30)。またその

適用については、仙台湾南部地域の「多重防御」、

石巻・松島地域の「高台移転・職住分離・多重防御」、

三陸地域の「高台移転・職住分離」というイメージ

図が示されており31)、大きくこの3つの考えの組み合

わせで津波に対する安全の確保を打ち出している。 

(2)復興計画の検討過程 

宮城県震災復興会議の中では津波に対する多重防

御機能に加え、浸水域の居住制限の必要性とそのた

めの土地利用の誘導の必要性が述べられている32)。

その一方で委員からは、職住分離について地域性に

応じて対処されるべきといったことや、コミュニテ

ィ分断への懸念が示されていた33)。ただ事務局側は

こういった点への配慮必要性の文言を追加するにと

どまっており34)、高台移転等で生じる課題への対応

は従属的に扱われたと言える。 

また宮城県では県復興計画の策定とあわせて宮城

県土木部が、土木・建築行政分野における部門別計

画として「宮城県社会資本再生・復興計画35)」を2011

年10月に策定している36)。この計画にあたっては「復

興まちづくり検討会」、「公共土木施設構造検討会」、

「復興住宅検討会」の3つの検討会が各部次長並びに

課長、外部有識者で設置されていた37)。それぞれの

検討過程の資料は確認できなかったが、宮城県土木

部が出している発災後1年の記録38)によれば、被災し

た海岸堤防の津波対策として国交省等から出された

「設計津波の水位の設定方法等について」に基づき

検討を行うことが述べられている。海岸堤防の整備

高さについては背後集落や主要幹線道路等の重要施

設がある場合はL1対応とし、重要施設がない場合は

原形復旧で整備することが述べられている39), (7)。 

4.3 岩手県と宮城県の比較 

岩手県は地域性を鑑み、国より示された方法とは

異なる独自の視点を入れながら方針を決めていった。

これに対し宮城県では国によって示された方針を踏

襲していると言える。また岩手県では防潮堤の整備

方針について、市町村との合意を前提に5タイプの対

策の幅が示されていた。これに対し、宮城県は守る

ものとして背後集落や都市施設と規定し、その有る

無しでL1津波に対応する高さの防潮堤を、整備する

かしないかの2元論的に判断する方針が示されてい

たと言える(8)。 

 

５．基礎自治体による災害危険区域の指定プロセス 

東日本大震災の津波浸水地に対して実際に災害危

険区域の指定を行っているのは、市町村の基礎自治

体である。松本ら7)の既往研究では、指定を行ってい

る自治体を区域基準と浸水深基準、ゾーン区分の有

無から分類している。その上で自治体が「将来的な

自然災害リスクの軽減」と「被災者支援」の両側面

を被害状況、住民意向、地形的制約、時期的制約の

中で実行しようとしていることを示している。筆者

らは、安全確保方法としての災害危険区域指定につ

いて調査(9)を行っており、その結果から基礎自治体

の検討過程を示す。 
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5.1 被災前の土地利用規制の困難性 

三陸沿岸部は津波常襲地帯でもあり、東日本大震

災以前から津波ハザードマップの共有や避難訓練の

実施などソフト的な対策は意欲的に行われてきた。

しかし実際に被災を想定した土地利用の検討や規制

を行っていた自治体は1つのみであった。この理由と

してアンケート調査では、東日本大震災規模の津波

が想定されていなかったことが主な理由を占めた。

一方で岩手県の自治体へのヒアリング調査では、実

際に被災していないのに土地利用規制は受け入れら

れにくく、検討を行っていたとしても検討を具体化

する施策展開や、検討されたことを実施する財源確

保といった実現性の課題が指摘された。 

5.2 災害危険区域指定におけるソフト対策の検討 

自治体によっては災害危険区域内において、想定

浸水深に対する居室の床高の確保や構造的要件、避

難経路の確保など、一定の要件を満たせば建築の緩

和を認めている事例がある。そういった緩和要件を

認めている、あるいは今後認めたいと回答したのは3

割であった。その理由として要件を満たせば一定度

の安全性は確保出来るとの回答が7割弱であった。ヒ

アリング調査では採用した理由として、危険区域内

でも残存住宅や産業施設があり、避難ビルとして活

用したいとの考えも聞かれた。 

一方で災害危険区域の指定において避難行動は考

慮されているかというと、指定プロセスそのもので

検討はほとんど行われおらず、アンケート調査で災

害危険区域の指定に当たり考慮したこととして「浸

水区域外の避難場所までの経路や距離」を選択した

のは全回答のうち2%にしか過ぎなかった（図6）。

ヒアリング調査では、まずハード面で安全性を確保

して、それでも対応出来ない場合に避難などのソフ

ト面で考えるといった考えも聞かれた。一方で、東

日本大震災による人的被害の発生傾向を、区域指定

に反映できているとは言い難いとの回答もあった。 

 
 

 
図6 災害危険区域の指定に当たり考慮したこと 

 

5.3 安全確保方法としての災害危険区域指定 

 以上より、津波に対する土地利用規制内容や、

区域特定方法の検討は被災前には出来ていなかっ

たことがわかる。被災後の地域再建、被災者支援

が急がれる中で、既往研究でも示されているが、

説明しやすい方法として浸水想定シミュレーショ

ンが用いられ、災害危険区域指定における避難の

検討は限定的であった。ハードとソフトの組み合

わせの方針が国から示されていても、ハード整備

を前提としてソフト対策をするという考えが優先

されている。ハード対策による復興への影響を低

減するためにソフト対策を採用するという状況は

限定的であった。 

 

６．災害危険区域指定の実施事例 

第4章で見てきたように岩手県は比較的地域状況

を考慮した安全確保方針を示していた。本章では岩

手県下の市町村の2つの事例を用いて、災害後の地域

再建と安全確保の取組を示す。通常は防潮堤高さを

下げると災害危険区域の指定面積が広くなるが、漁

業集落防災機能強化事業を用いて地域特性に対応さ

せた事例をはじめに取り上げる。次いで、自治体の

中心市街地でもなく漁業集落でもないために適応す

る復興事業がなく、結果的に防災集団移転を選択し

た事例を取り上げる。 

6.1 地域特性に対応した事例：釜石市花露辺地区 

岩手県では防潮堤を作らない、或いは被災前の高

さで復旧するという事例がいくつかある。これは4

章で示した岩手県による防潮堤の整備目標に幅があ

ることと合致している。釜石市花露辺地区(10), (11)は

釜石市唐丹町にある被災前68世帯の漁業集落で、海

岸線から集落の上部にある県道まで傾斜が続いてい

る。 

被災後に住民の間で一度は防潮堤の建設も検討さ

れたが、生業である漁業の継続のために防潮堤を作

らないことで釜石市と合意している。津波対策とし

て避難路の整備と共に、東日本大震災で浸水した標

高16mの高さで市道を新設し、その法面で津波を食

い止める構造としている（図7、図8）。さらにその

法面をひな壇状に整備し、低平地と共に漁業の作業

場所の確保を行っている。また車での作業は必須と

なることから未接道地にも道路を接続させ住宅再建

も可能にし、漁業を中心とする生活を再建しながら

安全の確保ができるように合理的に計画している。 

このように多様な取り組みが戦略的に検討され実

現できた背景には、津波への備えと地域再建につい

て行政と住民、住民同士の合意形成が行われたこと 
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図 7 花露辺地区の土地利用計画と災害危険区域 

釜石市(2013)：花露辺地区まちづくり協議会・地権者連絡会資料.に加筆 

 

 
図 8 花露辺地区の土地利用状況 筆者撮影（2015.12）写真.に加筆 

 

 

 
図9 大船渡市中赤崎の初期の

第１種災害危険区域検討範囲

（浸水深２Ｍ以上の範囲） 

図10 大船渡市中赤崎の第１

種災害危険区域指定範囲 

 

 
図11 中赤崎の土地利用状況 筆者撮影（2015.3）写真.に加筆 

 

が挙げられる。これに加え、漁業集落防災機能強化

事業が適用され、事業を実施する財源があったこと

が挙げられる。 

6.2 地域性に対応する事業手法がない事例：大船渡

市中赤崎地区 

前述の漁業集落を対象とした事業に対し、市街地

を対象としたものとして津波復興拠点整備事業があ

る。これは規模的な制約があり、1つの自治体で2カ

所のみが実施可能となっており、被災自治体の中心

的な市街地を想定したものと考えられる。一方で被

災自治体も合併を繰り返しており、合併前の旧市街

地で小地域の拠点機能を担っていた地区もある。 

大船渡市中赤崎地区(12), (13)は旧赤崎町の中心地で

被災前は5地域557世帯で構成されていた。周辺の工

業化が進み、1997年に漁業権を放棄しており漁業集

落には該当しない。被災後に住民組織と市役所間で

地域再建案の協議が行われた。高台への一部移転と

共に、防潮堤と海岸線に並行する県道の嵩上げによ

って、県道より内陸は想定浸水深を2M以下に抑え、

宅地として確保する検討が行われていた（図9：薄い

青色の部分）。  

中赤崎地区には県道からさらに内陸に三陸鉄道の

築堤があり、この築堤が津波の威力を低減した効果

もある。その一方、海側の県道がかさ上げされれば、

県道と築堤の間の土地は窪地となり、道路の連結等

も不便となってしまう。住民らは県道と築堤の間の

土地のかさ上げも求めたが、市からは嵩上げを行う

ための事業メニューがなく、実施できないとの回答

であった。結果的に県道だけかさ上げされても暮ら

しづらい土地となることから、元地での宅地確保は

断念された。このため中赤崎中心部のほぼ全域が災

害危険区域となり、住宅の建築が出来ない第1種区域

となった（図10、図11）。 

県道かさ上げ案の検討では、嵩上げ基壇部が流出

を免れた住宅に掛かることもネックとされたが、元

地での宅地確保を断念後に県道はより内陸部に移す

ことになり、既存住宅の移転の必要はなくなった。

これらの結果、中赤崎地区では、地域性に応じた事

業の柔軟性を欠いただけでなく、連続性・相互調整

を欠く事業決定により、地域住民が描いた現地再建

案は実現しなかった。 

 

７．安全性検討過程の課題考察 

ここまで第2章では災害危険区域の指定の傾向と

防潮堤高さとの関係を示し、第3章で国の、第4章で

県の東日本大震災後に示された安全の考え方を整理

三陸鉄道築堤 
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し、岩手県、宮城県の違いを示した。第5章では災害

危険区域の指定者である基礎自治体の指定過程をア

ンケート調査・ヒアリング調査をもとに示し、第6

章では2つの事例を用いて災害危険区域の指定過程

を示した。本章ではこれらを元に、安全性検討過程

の課題を考察する。 

7.1 安全と地域再建の検討過程の分断 

第4章で記述したように、岩手県は基礎自治体と協

議の上で防潮堤高さを決めるとしていたが、宮城県

は防潮堤の高さは固定する方針を示していた。被災2

県でも津波対策方針が異なり、地域性の考慮という

点で差が見られた。また第5章で記述したように、ハ

ード整備があってソフト整備が行われるという、平

時からのインフラ整備事業を前提とした防災の考え

方が踏襲され、安全確保の方法を含めて地域のあり

方を検討するという減災の視点は薄かったと言える。 

7.2 復興事業の多様性・柔軟性の欠如 

第4章で記述したように、岩手県は地域性を考慮し

たタイプ別による整備目標を示していた。第6章の花

露辺地区の事例のように、地域の復興像を明確にし

た復興計画の検討と計画の実行において、住民の主

体性のもと合意形成が行われ、加えて事業制度的に

も支援されている場合には、安全性確保の検討も柔

軟に組み込まれている。しかし同じく第6章の中赤崎

地区（旧赤崎村）の事例では、同地区が中心市街地

でも漁業集落でもない市町村合併前の旧市街地であ

るため対応する事業メニューがなく、消去法的に集

団移転が選択され、地域一体が災害危険区域に指定

された。 

地域に対応する支援メニューがないということに

ついて、本来地域や自治体が異なれば、それぞれが

選ぶ復興の戦略も異なり、地域の整備の仕方も、実

施のための資源の配分も異なってくると考えられる。

東日本大震災後に復興事業のメニューが明快に示さ

れたことは、わかりやすさという点では優位性があ

ったかもしれないが、自由度という点では課題があ

ったと言える。 

7.3 外力評価依存による災害危険区域指定 

第2章では災害危険区域の指定が防潮堤高さと関

係し、宮城県北部沿岸部では岩手県と東日本大震災

による被害は同程度であったのに、より高い割合で

居住の制限を受けていたことを示した。第3章で示し

た国の方針では、ハードとソフトの組み合わせによ

る減災の考え方が打ち出されていた。しかし同じく

国から示された方針実現のための手法はL1津波に

対する防潮堤、L2津波に対する災害危険区域指定を

誘導するものであった。津波という外力に対し、暴

露量を減らすことは重要である。ただ暴露量自体が

津波到達までの時間や避難行動のしやすさといった

地理的要因で変化することは考慮されていない。 

夜間を含めた避難情報の伝達や、避難の確実性を

上げるための避難訓練の実施など、ソフト対策で変

化するはずだが、国より示されたのは浸水想定シミ

ュレーションの方法と、浸水深と建物被害の関係性

であった。土地利用規制における避難の検証方法に

ついては示されず、第5章で示したように市町村によ

る災害危険区域検討において避難しやすさや困難さ

の検討はほとんど行われておらず、減災の考え方の

中で謳われたソフト面の推進とは言えない状況にあ

ったと言える。 

 

８. まとめ 

本研究では、津波災害復興における安全性検討過

程の課題を考察することを目的として、東日本大震

災後の災害危険区域指定について、災害危険区域の

指定範囲が防潮堤の設定高さによって左右されてい

ることを示し、その背景にある国、県の津波対策方

針を整理し、岩手県と宮城県の方針の違い、市町村

の災害危険区域指定過程と実際の指定事例を示した。

その上で災害危険区域指定の課題として、安全確保

の方法の検討が地域再建の検討と分断して考えられ

る傾向にあったこと、また、たとえ一緒に考えられ

たとしても事業実施の自由度が低く実現する方法に

乏しかったこと、加えて外力評価のみによって災害

危険区域の指定が行われ減災の考え方とは乖離があ

ったことを示した。 

本研究は、災害復興期の地域再建と安全確保の両

立のための課題の一部を示したに過ぎない。今回6

章で示したように、花露辺地区で行われた検討と漁

業集落防災機能強化事業は、漁業生活環境を再建・

改善することが目的であり、防災はその検討項目の

一部となっており、地域の使い勝手の検討に安全性

の向上を組み込んでいる。災害復興において縦割り

の事業メニューから地域再建案を考えるのではなく、

地域特性、地域の復興像に応じた安全確保方法と事

業を検討することが必要ではないか。 

また復興事業の効果に加え、事業の実施に必要な

期間や周辺環境への影響など事業の負の側面も共有

し、復興の主体者同士で協議を行い、安全確保方法

の検討を含めた地域再建方法の判断を行うこと、ま

たそのために技術的に支援することが必要であろう。 

最後に研究上の課題を示す。今回は岩手県の事例
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を用いて考察を行ったが、石巻平野部以南では災害

危険区域の指定に2線堤のあり方が影響を与えてい

ると考えられ、対象地の事例を用いて研究を行う必

要がある。また岩手県と宮城県の比較で方針の違い

が明らかになったが、なぜ違いが出たのか検討プロ

セスの分析が必要である。加えて地域課題に対する

検討プロセスの平時と復興期との比較から、災害復

興期特有の課題も見えてくると考えられる。 
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補注 

(1)宮古市は田老地区の区画整理地区の、陸前高田市は宅地

別に追加の災害危険区域の指定を行っている。 

(2)災害危険区域面積は市町村も地域海岸ごとに把握して

おらず、本研究では地域海岸ごとの分析が出来ていない。 

(3)被災地で大規模な土地のかさ上げが生じる主な事業と

しては防災集団移転促進事業、土地区画整理事業、津波

復興拠点整備事業がある。都市計画事業の実施には適用

要件があり、被災した都市特性から差がでると考えられ

る。津波被災市街地復興手法検討調査でも、都市特性で

は集落より市街地等で嵩上げ、移転・嵩上げの割合が高

い。これらは地区数であり、地区により面積も異なるた

め、引き続き GIS 当を活用した追加の調査が必要である。 

(4)この他「津波防災まちづくりの考え方」補足資料で、津

波避難計画や津波避難ビルに関するガイドライン等の

紹介が行われている。国土交通省(2011), 津波防災まち

づくりの考え方（参考資料）, 

 https://www.mlit.go.jp/common/000149609.pdf 

(2017-06-13) 

(5)岩手県津波防災専門技術委員会において、国の方針が後

から出され、県で決めた事は国の方針とは分けて説明す

る必要があることに言及されている。岩手県(2011), 岩

手県津波防災専門技術委員会・小委員会議事録, pp.2.  

http://www.pref.iwate.jp/dbps_data/_material_/_files/

000/000/023/437/tsunamibousai_syo_06_gijiroku.pdf 

(2017-06-13) 

(6)例えば、釜石市復興まちづくり委員会第 4 回委員会

（2011 年 8 月 12 日）資料 1 として提示され、防潮堤高

さ要望の議論が協議要旨に記載されている。 

http://www.city.kamaishi.iwate.jp/fukko_joho/fukko_

machidukuri/fukko_kihonkeikaku/detail/__icsFiles/af

ieldfile/2015/03/23/20110830-135010.pdf (2017-06-13) 

(7)災害危険区域の指定が行われ居住者がいないのに防潮

堤の建設を行うことは 2重投資ではないかとの指摘もあ

る。宮城県は 2016 年 2 月にも防潮堤後背地が災害危険

区域であっても、商工業施設や緊急輸送道路があること

から引き続き L1 防潮堤で対応することを述べ、後背地

の利活用等がない場合は震災前の高さで復旧すること

を述べている。宮城県土木部河川課(2016), 宮城県沿岸

における海岸堤防高の設定について, 

https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/3445

44.pdf (2017-06-13) 

(8)防潮堤事業開始後も、高さの低減を求める住民と、浸水

想定シミュレーションによる科学的実証性を根拠とし

て高さを維持し、国からの財源拠出があるうちに建設し

ようとする県との間で対立が続いている。河北新報, ＜

みやぎ考・復興の虚実（２）＞防潮堤［下］守るべきも

の 減災の姿 官民にずれ, 2017.09.14, web 版,  

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201709/2017091

4_11012.html (2017-01-21) 

(9)アンケート調査対象者：岩手、宮城、福島県の災害危険

区域指定を行っている 25 市町村の担当者、配布期間：

2014 年 7 月 25 日～11 月 26 日、回収期間：2014 年 8

月 4 日～12 月 25 日、調査票配布方法：電話依頼の上、

電子メールによる送付、調査票回収方法：電子メールま

たは FAX による返送、配布数：25、回収数（回収率）：

23（0.92） 

ヒアリング調査対象者：アンケート回答者のうち 14 自

治体、調査期間：2014 年 8 月 4 日～10 月 31 日 

(10)2014 年 10 月、2015 年 11 月に自治会長に対し地区内

の災害対応及び事業計画についてのヒアリング調査を

行った。 

(11)防潮堤を現況復旧している事例として例えば大槌町

赤浜地区がある。 

(12)2013 年 8 月に、防災集団移転を基本事業とする決定

を行った住民代表組織「中赤崎復興委員会」の代表者と

メンバー計3名に対し当時の状況についてグループイン

タビューを行った。 

(13)合併前の中心地区で適応復旧事業がない事例として

例えば石巻市雄勝地区がある。 
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