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（司会：佐藤靖祥

公害対策・環境保全委員会委員） それでは、定刻になりましたので、

ただいまから、日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会発足 45 周年記念シンポジウム
「災害復興と持続可能性～防潮堤問題から考える～」を開催いたします。本日の司会を務
めます、日弁連公害対策・環境保全委員会委員の佐藤靖祥と申します。つたない司会だと
思いますけれども、一日お付き合いください。よろしくお願いします。
それでは、主催者を代表いたしまして、はじめに日弁連副会長の浅岡美恵から、開会の
ご挨拶を申し上げます。

１

開会挨拶
浅

岡

美

恵（日本弁護士連合会副会長）
（浅岡） 皆様、こんにちは。本日は、お天気のいい土曜日に、
多数お集まりくださいましてありがとうございます。本日のシ
ンポジウムの主催であります日弁連公害対策・環境保全委員会
は設立 45 年を迎えますところ、45 周年の記念のシンポジウム
を開催させていただく運びとなりました。そこで、最初に少し
日弁連の公害対策・環境保全委員会の活動につきまして、お話
しさせていただきたいと思います。
当委員会は、委員会名に「公害対策」という名称が付されて

いますが、公害国会が開かれました 1970 年の前年に設立されました。水俣病が公害とされ
たのが 1968 年であり、国としても公害対策に動き出し、まさに公害元年とも言うべき年に、
日弁連人権擁護委員会から公害対策委員会が独立する形で設立され、活動を始めました。
その後、1992 年に地球サミットが開かれ、日弁連でも、
「公害対策」にとどまらず「環
境保全」という問題関心からの取組がなされてまいりました。当委員会では、環境汚染に
よって人々が命までも失うような事態がもたらされている現状に対し、公害被害の救済並
びにこのような被害を二度と起こさせないために活動してまいりましたが、それだけでな
く、本日のシンポジウムのテーマにも掲げられておりますような、
「環境保全」、
「持続可能
性」といった観点からの取組にも広がっていきました。そこで、委員会の名前に「環境保
全」が追加されたものです。
公害対策・環境保全委員会となりましてから、環境保全とか持続可能性とは何かという
問題意識で議論をし、環境権、景観権のような考え方も提唱してきましたが、2011 年 3 月
11 日に東日本大震災と福島第一原発事故を経験し、現実の問題として、このことが問われ
ることになったといえるのではないかと思っています。とりわけ、被災地で、これからこ
のまちを復興していこうという方々にとっては、今後の町の姿を選択し、意思決定をしな
ければならない現実に直面していることと思います。そこでは、持続可能性や市民参加に
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よる政策形成といった理念の具現が問われているといえるでしょう。本日のシンポジウム
が、まさにそのような時期に被災地の皆様の深刻な問題意識の下に開催されるものであり、
ここ東北の地から議論が深められますことを期待いたしまして、開催の挨拶に代えさせて
いただきます。
（司会）

浅岡副会長、ありがとうございました。続きまして、シンポジウム共催の仙台

弁護士会を代表して、齋藤拓生仙台弁護士会会長から挨拶を頂戴します。齊藤会長、よろ
しくお願いします。

齋

藤

拓

生（仙台弁護士会会長）
（齋藤）

皆様、こんにちは。仙台弁護士会会長の齋藤拓生

でございます。地元会を代表して、一言ご挨拶申し上げます。
日弁連公害対策・環境保全委員会が発足 45 周年を迎えられた
ことを、心からお喜び申し上げます。45 周年を記念する本シ
ンポジウムを、ここ仙台で開催していただいたことを、心か
ら御礼申し上げます。本日は、参議院議員和田政宗様、気仙
沼市長の菅原茂様もご臨席を賜り、また、地元宮城、岩手、
福島はもとより、全国各地から座り切れないほど多数の方々
にご来場いただきましたことを、心より感謝申し上げます。
さて、日弁連公害対策・環境保全委員会は、これまでの 45 年間において、実に様々な問
題に取り組み、我が国の公害・環境問題のオピニオンリーダーとしての役割を果たしてこ
られました。日弁連では、毎年人権擁護大会を開催しておりますが、そのテーマにおいて、
ほぼ毎年のように公害・環境問題がテーマとなっております。1990 年からのテーマを見て
みますと、農薬問題、総合保養地域整備法（リゾート法）、大気汚染、まちづくり、飲料水、
河川行政、野生生物、公共事業、資源循環型社会、エネルギー政策、湿地保全・再生、化
学物質、都市法制、地球温暖化、不法投棄、海岸線の開発・改善の問題、脱原発等々、実
に多岐にわたる問題に取り組まれ、確実に大きな成果を上げておられます。
私たち仙台弁護士会も、この日弁連の公害対策・環境保全委員会の活動に参加するとと
もに、地元において公害・環境問題に熱心に取り組んでまいりました。宮城県では、1991
年に国がスパイクタイヤ粉じん防止法を制定するに先だって、1985 年、スパイクタイヤ対
策条例を制定しましたが、当会も条例制定のために尽力させていただきました。また、東
日本大震災の発災後は、人間の復興という理念に基づく復興・復旧支援活動に、会員が一
丸となって取り組んでおります。当会の活動の詳細につきましては、配布させていただき
ましたレジュメをご参照いただければと思います。
東日本大震災の発災から丸 3 年を経過した現在、被災地では、町の将来の在り方、防災
の在り方が真剣に議論されるとともに、様々な意見の対立も生じております。その象徴例
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が、本日のシンポのテーマである防潮堤問題であります。本日のシンポにおきましては、
被災地の実情を踏まえた上で、人間の復興という理念に即した議論がなされるものと確信
しております。
最後になりましたが、日弁連公害対策・環境保全委員会のますますのご発展とご活躍を
ご祈念申し上げて、地元弁護士会の会長のご挨拶とさせていただきます。ありがとうござ
いました。
（司会）

齋藤会長、ありがとうございました。齋藤会長の挨拶でもありましたとおり、

本日は和田政宗みんなの党参議院議員にご出席いただいておりますので、ご挨拶を頂戴し
たいと思います。和田先生、よろしくお願いします。

２

メッセージ
和

田

政

宗

氏（みんなの党参議院議員）
（和田） ご紹介いただきました、みんなの党の参議院議員
の和田政宗でございます。私は、この巨大防潮堤問題につき
ましては、一貫して見直しの姿勢で戦ってまいりました。そ
のように言いますと、何も造らないようにしようというよう
に思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私は
防潮堤につきましては、必要なところは必要である、必要な
いところは必要ないという考え方でありまして、やはり命を
守るためには、必要な部分もあると思っております。ただ、
いかんせんコンクリートで巨大防潮堤を造るということが、

どうなのか。これは見直しをするべきであるという考え方で、私はいます。
といいますのも、政治も行政も、過去に学んでほしいと思っています。奥尻島の北海道
南西沖地震の津波のあと、巨大防潮堤が造られました。その後どのようになったかといい
ますと、漁業が死に、観光が死に、人口が流失して、更には、メンテナンスの費用がかか
る。それが、20 年後の現実であります。そして、昨日になりますけれども、仙台市の高砂
地区の小・中学生の防潮堤を考える会の皆さんが県庁に行きまして、報告をされましたけ
れども、やはり緑の防潮堤のような考え方で、しっかりと私たちが将来も「この町に住め
てよかったな」と思える防潮堤であれば、受け入れることができる。それは、まさにその
ような考えであるというように思っております。巨大防潮堤は、恐らく万里の長城のよう
なものが、上空から見るとできると思います。海側から見てもできるということに、この
ままではなってしまうということになります。果たしてそれで、子や孫の代にこの三陸を
受け継いでいくのか。これが、大きな課題であると思っております。
このあともパネリストの方々の講演がありますので、予見を与えてしまうといけないと
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思うのですけれども、震災直後というのは、行政の方もいろいろな復興事業の立案という
ことがありましたので、なかなか大変だったところがあると思います。宮城県におきまし
ては、レベル１の津波の高さに、単純にプラス 1ｍで防潮堤を造っていく。例えば、気仙
沼の小泉地区では、13.7ｍのＬ1 の高さに、14.7ｍのコンクリートの構造物で防ぐ。その
ような状況の計画の立案がなされました。総理は 3 月の予算委員会で、防潮堤事業につい
ては見直しを考える必要があると、大きな方針を示されました。これは大きなことである
と思います。いま一度、政治家、行政、そして、住民の方々の意見を結集して、皆さんが
納得できる形の防潮堤にしていかなくてはならないと思っております。
このあとパネリストの方からお話があるかと思いますけれども、住民合意につきまして
も、果たしてそれが住民合意と言えるのか、そのような状況があった地域もございます。
これにつきましては、国の方で、海岸法の改正案というものを出してまいりました。国、
県、更には有識者、地域住民等を入れた協議会を設置することができるという、海岸法の
改正案があります。また、防潮堤につきましても、コンクリートではなく、緑で覆ってい
くといった考えも示されております。いま一度皆様方の英知を結集して、果たしてこのま
ま巨大防潮堤事業を進めるのか、それを本日考えていければと思います。
併せて今月 24 日には、この仙台におきまして、安倍昭恵夫人主催の防潮堤を考えるシン
ポジウムもございます。政権中枢も、私も意見交換をしておりますと、この事業をこのま
ま進めていいのか、そのような大きな疑問を総理は持っていらっしゃいます。いま一度、
繰り返しになりますが、日本人として、そして東北人として、この三陸の沿岸、命を守る
ということも含めてどのようにしていくのか、本日は、一緒に考えさせていただければと
思います。ありがとうございました。
（司会）

和田先生、お忙しい中ご参加いただきまして、誠にありがとうございました。

それでは、まずはじめに、日弁連公害対策・環境保全委員会委員で、地元仙台弁護士会
所属の鶴見聡志から、防潮堤に関する問題提起をさせていただきます。お手元の水色の資
料にあるものと同じものを前のスクリーンの方に映しだしますので、どちらかをご覧いた
だきまして、聞いていただければと思います。それでは、鶴見さん、よろしくお願いしま
す。
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３

問題提起
鶴

見

聡

志（日弁連公害対策・環境保全委員会委員）
（鶴見）

弁護士の鶴見聡志です。それでは、私からは、

今般の防潮堤建設に当たっての問題提起をさせていただき
ます。
始めに、日弁連からということで、日弁連の活動を簡単
にご報告いたします。スライド 2 をご覧ください。日弁連
では、2012 年 10 月の第 55 回人権擁護大会の決議におきま
して、豊かな海を取り戻すための沿岸域の保全・再生の推
進を求める決議を行いました。この決議でも防潮堤の問題
には触れておりまして、そこでは、防潮堤のみによって津
波を阻止するという発想を採るべきではなく、自然環境に配慮しつつ、地域住民の意思を
踏まえて、防潮堤の規模、設置位置などを決めていくべきであると述べております。日弁
連のホームページ等でも公開されておりますので、是非ご覧ください。
また、視察についても、復旧・復興に関連して、被災 3 県を中心に行ってきました。一
部はスライドに載せましたが、2011 年 11 月には岩手県庁や岩手県、宮城県沿岸を訪問し
ながら津波による被災状況を視察し、名取市や気仙沼市等を訪問して、現在も建設中の防
潮堤の状況、地元住民や行政からのヒアリングを行いました。その他、住民の合意形成に
関するシンポジウムや、あるいは公共事業に関する意見書を出すなど、様々な活動を行っ
てきましたが、今回のシンポジウムを踏まえまして、今後も視察等を通じながら、意見書
の提出や政治への働きかけをしていきたいと考えております。
さて、今般問題になっている防潮堤ですが、何が問題になっているのでしょうか。その
前提としまして、まず、被災三県の防潮堤の概要について触れたいと思います。スライド
3 と 4 をご覧ください。中央防災会議の議論では、東日本大震災のような過去最大クラス
の津波を想定して防潮堤を造ることは現実的ではないのですが、数十年から百数十年おき
に発生する津波、これを「Ｌ1 津波」と呼ぶのですが、このＬ1 津波を、防潮堤などによっ
て確実に町を防御するという発想になっております。これが、各県の防潮堤の基本的な復
旧方針となっております。
お手元の資料の該当頁をご覧いただければと思います。同じものをスクリーンに映しだ
しております。例えば、宮城県では、明治三陸津波、昭和三陸津波、チリ地震津波などの、
数十年から百数十年ごとの頻度で起こる津波から、防潮堤へのせり上がりを考慮して、ま
とまりのある海岸ごとに一律にＬ1 レベルの最大津波を想定して、防潮堤の高さを設定し
ております。その高さは、おおむね予想津波高よりも 1ｍ高くなっていることがお分かり
いただけるかと思います。表中の「設計津波の水位」欄の記載が予想される津波高で、防
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潮堤の計画は、この赤い太枠の部分ですね。これに比べて 1ｍ高くなっているということ
が、お分かりになるかと思います。また、既存の防潮堤高と比較しても計画されている防
潮堤は、大幅に高くなっているということがお分かりになるかと思います。また、防潮堤
が高くなる分、粘り強い構造にするということで、土台もその分海側に広がります。
それでは、スライドに戻っていただきまして、どのような問題点があるかについて、環
境面、防災面、住民合意という観点から問題提起をさせていただきます。まずは、環境面
についての問題であります。
スライド 5・6 をご覧ください。そもそも防潮堤の建設地は、リアス式海岸が発達し、生
物多様性にも富んでおり、沿岸漁業も非常に盛んな地域です。沿岸住民と海とのつながり
が非常に強い地域であるということが特徴です。また、宮城県南部も蒲生干潟や鳥の海と
いった汽水域が点在しておりまして、まさに野鳥や魚類、海草の宝庫と言うべき場所です。
スライド 6 の図のように、環境省指定の湿地 500 選でも、当該地域の多くの場所が選ばれ
ていることがお分かりになるかと思います。このような環境的な良さ、生物多様性の豊か
さから、農水省の生物多様性戦略でも、環境の上での配慮が指摘されているわけでありま
す（スライド 7）。
また、景観上も重要と言えます。特に三陸の年間 400 万人といわれる観光客の大部分は、
その勇壮な景観が寄与することも多いと言えます。国土交通省の手引きでも、景観配慮と
いうものが指摘されております。しかし、もしこの防潮堤が、セットバックされずに波打
ち際に建設されてしまうと、どのような問題が起こるでしょうか。例えば、気仙沼市の大
谷海岸なのですが、防潮堤がこの赤い線のような形でなるとどのような問題があるのでし
ょうか（スライド 10）。スライド 9 にありますように、まず一つは、
「エコトーン」と呼ば
れる海と陸の境界域がなくなってしまうのではないか。砂浜の消失や、陸から海に対する
栄養の供給が絶たれてしまう。そのことによる、海の生態系や漁業に対する影響が懸念さ
れます。
もう一つは、環境アセスメントの実施範囲が狭いという問題があります。これだけ環境
への影響が懸念される中で、環境アセスメントが実施されない問題があります。防潮堤事
業が環境アセスメントの対象事業となっていないことに加えて、災害復旧事業である防潮
堤については、原状復旧を原則とする法律上の建前からすれば、その規模にかかわらず環
境アセスメントの対象外になっております。しかし、先ほどの被災 3 県の海岸堤防高の資
料を見ても、その規模は、被災前の原状復旧のレベルをかなり超えております。何らかの
環境影響評価を行う必要があるのではないでしょうか。
次に、防災面からの問題です。スライド 11・12 にありますように、今回の防潮堤建設は、
Ｌ1 レベルの津波から確実に町を防御するというところに特徴があります。Ｌ2 津波はソフ
ト面と組み合わせるということなのですが、しかし、このあと詳しく議論されると思いま
すが、やはりＬ1 津波であるとはいえ、ハード偏重であるという点です。また、詳しくは
後のパネルディスカッションに譲りますが、スライド 13 にあるような問題もあります。
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例えば、最近の事例だと、田老の防潮堤地区の事例があります（スライド 14・15）。こ
の巨大な防潮堤は、セットバックされているなど、環境面への一定の配慮はあります。し
かし、
「岩手日報」の記事などを見ますと、東日本大震災時には、防災上、周辺の住民がこ
の防潮堤を信頼しすぎたために、避難が遅れて多数の犠牲者が出たという点もあると報じ
ております。
その一方で、防潮堤を低くして、ソフト面と組み合わせればよいという意見に対しては、
Ｌ1 の津波の場合には人命は救えても町は救えないのではないかというような指摘があり
ますので、防災の面から見ても、調整しなければならない利益が多数存在するわけです。
また、この 1 年くらいで、防潮堤の建設と住民との関係の報道が、多くなされるように
なってきました。問題となっているのは、住民との合意の関係です（スライド 16）。スラ
イド 17・18 をご覧ください。災害復旧としての防潮堤であろうと、新規事業としての防潮
堤の建設であっても、住民の意思を反映しなければならない法律上の担保がありません。
とはいえ、住民の意向を可及的に反映するということが望ましいため、県や自治体でも住
民説明会をこれまで実施していることは、皆様もご存じのとおりです。
この住民合意に対しては、スライド 19 にありますように、2 月の宮城県知事のインタビ
ューでも、ほぼ合意がなされているという報道がなされております。しかし、防潮堤に関
する考え方も、震災直後から変わっている可能性があります。また、合意といっても、ど
の範囲の人たちを住民として合意の対象にすべきなのか、漁業者は含むのか、環境団体な
どはどうなのか。住民とはどの地域までの人たちを含むのかなど、その範囲だけでも大き
な問題があります（スライド 20）。また、住民説明会といっても、声が大きい人がいれば、
その人の意見が町の意見になるといった問題も指摘されるところであります。例えば、昨
年 12 月の「河北新報」の記事でも、果たして合意形成と言えるのかどうか疑問視する記事
も掲載されております。
ただし、スライド 22 をご覧ください。先ほどの環境アセスメントの問題や、住民合意を
慎重に行えば当然時間を要するということになります。このように時間がかかれば防潮堤
の建設が当然進まないわけで、災害危険区域も確定できない。そのため地域の区画整理も
遅れるなど、
「地域経済に悪影響を及ぼすのではないか」、
「だから早くやらなければいけな
い」というような考え方もあるわけです。この住民の合意の問題と、スピード感ある復興
を行わなければならないという要請を、どのように両立させるかが課題となっております。
最後に、先ほど奥尻島の事例を挙げましたけれども、実際に、奥尻島の津波を経験され
た方も、
「防潮堤の在り方は、後世にまで海との付き合い方に影響を与えるもの。自分たち
の将来、町の将来も含めて、議論を尽くしていただきたいと考えています」と結んでおり
ます。持続性ある復興に向けて、このあとの報告およびパネルディスカッションで有意義
な議論がなされることを期待しまして、私からの問題提起とご報告とさせていただきます。
ご清聴ありがとうございました。
（司会）

鶴見さん、ありがとうございました。続きまして、有識者の方からの報告に移
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らせていただきたいと思います。まず、九州大学大学院工学研究院環境社会部門准教授の
清野聡子様より、生体工学の観点から防潮堤問題をどのように捉えるかについて、ご報告
いただきます。資料といたしましては、本日別添で配布させていただきます、この冊子に
従ってということになります。それでは、清野様、よろしくお願いします。

４

報告
清 野 聡 子 氏（九州大学大学院工学研究院環境社会部門准教授）
［生体工学の視点から考える］
（清野） 九州大学の清野と申します。今日は、青い表紙
のレジュメに入れてあるものと、後からお配りしたものが
ございますが、それとは独立してパワーポイントでご説明
いたします。ちなみに後からお配りしたものは、震災前に
書いたものなのですけれども、その時の震災前の海岸の問
題をそのまま持ち越していて、それが何ら解決されぬまま
今日に至っていることが、かなり大きい問題です。
東北の海岸には九州からきておりますが、海岸の法律や
技術と生態系との関係の研究者はほとんどいません。この

ような海岸の合意形成に関わる事業の現場については、大学人としては一番多くそのよう
な仕事をしている人間だと思います。といいますのは、海岸の問題は非常に大きい社会的
な問題なのですが、今までは割とローカルな反対運動であったり、あるいは今日議論され
るようなことが、巨大災害がないときでも各地で議論されても、どちらかというと批判が
封殺されたまま何十年もきたという分野でございます。そのために、あまり研究者も多く
なく、伸展もなかったということでございますが、皆様が本当に大変な巨大災害の中から
立ち上がって、震災の前から全国的に存在する問題までも抱えて取り組まれているのは、
この分野の研究者といたしましても、本当に申し訳ない気持ちと、感謝と、そして、何ら
かの実践ができればと考えているところでございます。それでは、パワーポイントでご説
明いたします。
気仙沼市の小泉地区が、今、防潮堤の問題の中で一番議論が白熱しているといいますか、
海岸が抱える課題が分かりやすくいろいろなことが起きていまして、それは、自然の海岸
の地形と、それから、社会制度の不整合の問題であると捉えています。海岸の制度と巨大
防潮堤問題といいますのは、元々海岸の制度というものは、パッチワーク的であったり、
対症療法で削れたらブロックする、あるいは砂浜が侵食で削れると分かっていても国土面
積を減らさないためとしてそのままになっているなど、かなり課題山積の状態でございま
す。制度の中でいろいろとうまくいっていなかった部分というのは、海岸を線というとこ
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ろで捉えてしまって、その線を守るのだということで、線が削れたらそこを線で縁取る。
それは、別に砂でも岩でも干潟でもなく、人工建造物でも仕方がないという中で、やって
きたところでございます。
そして、今回の震災で一番顕在化してしまったのが、他の制度との不整合でございます。
制度とのどのような海岸の自然現象と整合を図るのか、うまくいっていないということは、
ここ 30 年間ぐらい海岸法に対してはずっと言われてきたのですけれども、それが改善され
ませんでした。そして、合法的な、全体を見渡すような計画もできないということですが、
いわゆる行政的な縦割りや予算、あるいは学会も含めて対処できていませんでした。災害
復旧のことで今日、議論になるわけですが、復旧の急速な展開、そして、構造物が大きく
なること、それが、環境や景観にうまくそぐわない。その結果、大反対運動が起きて、後
に裁判になったり、摩擦が生じるということは、宮城県や東北ではあまりなかったようで
すけれども、
千葉県や宮崎県などでは起きていまして、ほぼ同じ問題が繰り返されたまま、
うまく解決しないままきたところでございます。
これは、
「いのちを守る津波防災地域づくりのイメージ」ということで、この絵が震災直
後に出されたということで、これを基に行政の中の合意形成が進み、地域づくりというこ
とが語られたわけであります。ところが、見てのとおり、海岸を壁で縁取るということで
あります。しかし、砂浜もなければ川もないということで、かなり自然の地形からすると
おかしい図なのですけれども、やはり人工構造物と住宅、そして、人間の関わっているも
のを、どのように復旧するかということで書かれた中での見解だったのだろうと思います。
実は、ここに書かれていない砂浜や川などは、技術的に一番不得意なところです。制度も
ない、技術的にも厳しいところだったので、苦手なところを避けて作って、これを出した
のです。その結果、事業は進んだのだけれども、やはり最初に避けたところに問題が戻っ
ていってしまっているということでございます。これでいろいろと苦情が出て、砂浜など
も加筆されたのですけれども、依然として川が書かれていません。川の津波処置をどのよ
うにするかということが、特に宮城県での大きい技術的な課題だと思います。
そして、背後の陸地からの浸潤、あるいは雨が降ったときの堤防の内側に溜まる水の排
水ですけれども、これも、やはり福島の原発の汚染水をどのようにするかということで、
陸地から来る水の処理ということで手詰まっているところでございます。
これは、国土交通省の方で震災直後から災害復旧のガイドライン作りがなされまして、
私ども海岸の専門家が意見を聴かれたり、あるいは提案したりという中で作られています。
これはその中の一つの図なのですが、堤防の維持管理、あるいは堤防自体の持続性とい
うことが震災直後は問題になっているので、上の図のように水際に造る場合と、下の図の
ようにそのために堤防の前の用地を合意形成ができる、あるいは譲ってもらうことができ
たなら、堤防をセットバックすることができる場合ということで、日本の土地制度の中で
も非常に画期的な図が、このように出されたわけです。ただ、そのときの条件付きで、堤
防前の土地を調達するのは、地元や、あるいは土地所有者の方の合意によるということで
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ありまして、国としてはこのようなことができるという可能性は示しましたが、そこから
うまく事業化できませんでした。
セットバックというのは堤防を引くということですが、このセットバックの図が出てい
た手引書がこのようなものでありまして、
「河川・海岸構造物の復旧における景観配慮の手
引き」というものです。景観配慮と言っていますが、見た目の表面的な計画だけではなく
て、もう少し大きい意味で堤防の位置や生態系などの全体的な議論をしようとしたのです
けれども、なかなか認められるものが少なかったのです。かつ、どうしても構造物を造る
という前提で議論になりました。これは、そのマニュアルに私の方で絵を提供させていた
だいたものなのですけれども、堤防の位置によってきちんと砂浜も確保できるし、ある程
度人間のテリトリーも両立していきます。これも部分的に使われることになりまして、も
っと平面的に、きちんとこのようなセットバックをするという意見は、なかなか出てこな
かったのです。
仙台では、
昨年の 11 月に、アジア国立公園会議の第 1 回が開催されました。そのときに、
災害リスクの軽減と保護区という提言が出されました。ここでは、防災や減災という問題
と自然保護です。自然保護のためのエリアをきちんと取るということは全く同じ目的なの
だということで、そのような合意文書が、この仙台で昨年の 11 月に英語で書かれて、採択
されています。このエッセンスというのは、まさに今日の議論で、人の命をどうするのか
ということと非常に密接に関係しています。ここで国立公園という文脈で議論をし、来年
1 月の国連防災会議で、自然保護と防災は対立するのか。あるいはそうではなくて、両方
が目的を一緒にしたら、実は両方がよりレベルアップするのかということが議論される予
定です。
今年は、インドネシア、韓国その他で、自然保護と防災は両立するということを議論す
るようなワークショプが国際的にたくさん行われました。その中で、今日議論になってい
るところは、かなり極端な事例として国際的にも関心を集めていまして、壁を建てること
で人類は自分たちを守れるのかということが課題になっています。
これは小泉の海岸ということで、これもよく報道などにも出てきておりますが、このよ
うな湾がありまして、そこに面した河口域があります。そして、そこに砂浜が 200ｍぐら
い、この辺まであったものが、震災で沈下して、浸食もあって後ろの方にいってしまって、
ここの河口に湿地ができているというところになります。これは首都大学東京の横山先生
が作られたＣＧですが、このような巨大な防潮堤によって、ここが野球場をつなげたよう
な、壁で囲われたような空間になってしまうということです。これは、土木技術の人が見
ると「本当に造るんですか」と言われるのですけれども、今のところ、これを造るという
方向で地元の方は考えておられる人も多いようなのですが、本当にこれがどのようになる
のかということが十分説明されているかというと、正直なところ分からないですし、まし
てや図面だけでは分からないと思います。
ざっと見て、このように多くの管理者が関わっておりまして、海岸だけではなくて、森
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や河川、国道、道路、鉄道、環境があります。これは全部役所もばらばらで、このばらば
らの管理の問題がうまく解けないということが日本の海岸と沿岸域の元々の課題です。で
は、これを誰が解くのかと言われてきたかというと、市町村です。市町村が頑張ってこれ
らの人に呼びかけて、お金や法律がばらばらなものをまとめていきます。地元が頑張らな
いと誰もやってくれません。管理者間の縦割りになっているところの調整の原理はそれ以
外ございませんでした。このような図面で地元に提示されても、実際にどのようなものが
できるかということは、土木の専門家であっても難しいと思います。図面をぱっと見せら
れて考えなければいけません。それが震災復興では、被災され、非常に疲れた中で決断さ
れたということでございます。
それに対して、一案でございますが、研究者としても、もう少し流域全体で考えるよう
な復興案や、堤防の位置を見直したらどうかということで、昨年の夏や秋ぐらいから代替
案の議論というものが各地で起きてきました。実現は分かりませんが、このように廣瀬先
生と一緒に図化し、地域の方々のアイデアや大学院生の方々と作っているような図面など、
本当にいろいろな図面が、この小泉だけではなくて、各地で始まっています。このような
代替案を議論する、そして、地元の方と考えること自体が、合意形成のプロセスだと思っ
ています。
先ほど和田議員のお話にもありましたが、海岸管理の見直しが昨年の秋から行われまし
て、国土交通省の水管理・国土保全局の方が幹事になりまして、海岸 4 省庁で議論がなさ
れています。これは、海岸法の改正が 1999 年にあったのですが、そのときに、住民参加や
環境が目的に入りました。繰り返しになりますが、法律に言葉は入ったけれども、なかな
か実質的に進みづらかったというところでございます。この検討委員会に私も環境分野で
参加させていただきまして、いろいろな制度設計を議論しました。3 月 7 日に海岸法の一
部を改正する法律案というものが出まして、国会議員の方々がいろいろと検討いただきな
がら、5 月中に審議されて、通れば夏ぐらいには施行になるだろうと思います。この図面
も国交省や農林水産省から出ておりますが、かなり今までからすると生態系を考えたよう
な、緑の防潮堤などがございますが、これは走りながら考えるというような状態ですので
技術検討を行っていくことが重要だと思います。
海岸法の改正の中で今日の議論に大きく関係するのは、協議会です。これは、新規で本
文に入る、提案がされるということです。協議会というのは、どのような協議をして、誰
がどのように判断するかということが今後大事になるのですが、私が関わってまいりまし
た千葉県や宮崎県などではこのような会を催して、技術情報をきちんと伝えたうえで、海
岸管理者と利害関係者、そして、住民や専門家が連携しながらやってきた事例だと思いま
す。そして、個人で意見を言うだけではなくて、個人というのは少し立場が難しいのです
が、海岸協力団体という立場もございます。ふだんからいろいろな関わりを持っている人
が、管理者と現場で議論を進めながら、どのような海岸づくりをしていくかということを
考える場も存在しております。
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最後のスライドなのですが、今日、いろいろな方々が、いろいろな方面から来てくださ
っていると思います。私がこの問題に取り組み始めて、今までの震災後への現場でも改め
て思いますのは、復興案を行政が作って住民に説明してという、いわゆるパターナリズム
という、親がやるような、親が子供に与えるという立場ではなくて、もっといろいろな世
代と、いろいろな人たちと意見交換をしながら、次の復興を担っていく世代を作っていく
ということが非常に重要だと思います。その語り合う中で次の世代が生きていくことをみ
んなで考えようということで、かなりいろいろな重要な動きが出ておりまして、今日はそ
の関係の方々も来てくださっていますけれども、県の方は、話し合うということは非常に
大変そうで、協議会も「もめると大変だな」と思っているかもしれないのですけれども、
今までそのようなことで災害復旧してきたり、合意形成してきた例が他県でもあります。
地域で始まっているような新しい動きをぜひみんなで育てながら、環境や合意形成などの
問題を解決していければと思っております。それでは、私からのトピックは以上です。ど
うもありがとうございました。
（司会）

清野様、ありがとうございました。それでは次に、神戸大学名誉教授の室崎益

輝様より、防災の観点から防潮堤問題をどのように考えるのか、また、防災におけるソフ
ト面の重要性や、防潮堤を造ることによる弊害について、ご報告いただきます。それでは、
室崎様、よろしくお願いします。資料といたしましては、この青い冊子の 86 分の 31 から
になりますので、よろしくお願いします。

室 崎 益 輝 氏（神戸大学名誉教授，兵庫県立大学防災教育センター長）
［防災の観点から考える］
（室崎） まず最初に、少し大きな話をさせていただきま
す。まず、復興の目標と防災ということが、どのように関
係しているのかということについてです。
結論から先に申し上げますと、復興の目標は、自立と安
全ということ、それに加えて社会の変革の、三つに集約で
きます。このうち、安全というものは、必要条件で最優先
に考えるべきものです。安全がなければ、その他の要件を
満足させても、復興が成功したとは言えません。これは、
明々白々たる真実であります。したがって、安全を決して
おろそかにしてはなりません。ただ、我々は、安全だけで
生きているわけではありません。例えば、京都の町があります。大地震が起きると、京都
は火の海になります。だからといって、京都の町を燃えないようにするために、全部コン
クリートにしなければならないのかというと、そうではないでしょう。
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安全は必要条件ではあるけれど、十分条件ではないのです。安全はきちんと確保しなけ
ればいけないけれども、被災者が逞しく生きていくための自立や、暮らしの豊かさをしっ
かり取り戻すようにしなければなりません。また、災害というのは、その時代、その社会
に起きているひずみを表に出してくるわけです。少子高齢化社会の問題や、あるいは限界
集落の問題、地域の産業の衰退の問題など、そのような問題を表に出してきますから、そ
れをどのように解決していくかという、社会変革が求められます。以上から、安全、自立、
変革という三つを追求することが欠かせません。この三つが成り立つような最適解を求め
ていかなければなりません。
具体事例から考えましょう。1925 年に北但馬地震が起き兵庫県の城崎・豊岡が大きな被
害を受けました。この復興については、いろいろとお話しすることがあります。復興の合
意形成のプロセスで言うと、全町民集会を何度も何度も開き、毎日のように議論して、最
終的に温泉復興という目標を共有することができています。温泉地として再興するために
は、それまで三つの大きな旅館が独占していた温泉の権利を全町民のものに開放すること
が欠かせないという、結論に行き着いています。開放することによって、全町民が一致団
結して温泉街を造ろうという意思統一をしました。その結果として造られたのが、木造 3
階建ての家が並ぶ美しい町並みです。
これが重要なポイントで、火事で大きな被害を受け、木造が非常に危険なものだという
ことを身をもって痛感したわけですけれども、改めて木造の 3 階建ての旅館街を造ること
にしたのです。町のうるおいや、あるいは温泉街客としての景観を意識して、元通りの町
並みの再建を目指すことにしたのです。
しかし、それでは、今度は命が問題になります。そこで、命と景観を両立させる方策を
追求することになります。防火線という、ある程度燃えても必ずここで火を止めることの
できる線を作って、町全体が燃えるのを防ぐという仕掛けを作ります。町民に開放された
浴場や町役場をコンクリートで造って、それらと神社の境内等の空地とをつないで、防火
線を造るのです。ですから、温泉を開放するためのシンボリックな共同浴場が、命を守る
という遮断帯の源になるということです。安全性と未来創造とが融合した回答を引き出し
ています。
結論から言うと、防災だけを考えていくことが答えではなくて、人々の暮らしも考え、
景観も考えなければなりません。では、どのようにやるのかというと答えは必ずしも一つ
ではありません。みんなで知恵を出し合えば、確実に答えは出てくるということです。
二つめの話は、減災という概念についてです。それは、我々の防災の目標をどこに置く
のかというところだろうと思います。減災という言葉は、ある程度のリスクは許容すると
いう考えです。我々の社会は、リスクをある程度許容しています。例えば、自動車ですが、
1 年間に 5,000 人の命を奪います。これは、議論している津波のリスクに比べれば、何倍
も、ひょっとしたら何十倍も高いリスクです。それでも我々は、自動車を許容しています。
それは何かというと、自動車が便利だからですね。そのようなメリットとデメリットを相
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互に考えながら、ある程度リスクを許容している。ただ、命は絶対に守らなければいけな
いので、限りなくゼロにしようとする努力は必要です。しかし、結果論として、絶対にゼ
ロでなければならないのかというと、そのようなことではありません。では、どこまでの
リスクを許容するのでしょうか。福島の放射能の線量についても、当然人命ということを
優先しながら、その許容量をどこまで社会的な合意で認めるかということなのですね。
そうすると、命も財産も守るレベル 1、命だけを守るレベル 2 という、災害制御の目標
のレベルを決める時も、社会的合意を基本とすべきです。災害の強度と頻度、制御の必要
性と可能性の両方を考えて、命だけでなく財産も守る津波の高さは、みんなで決めなけれ
ばなりません。最初から「100 年に 1 回」ありきではありません。地域によっては 50 年に
1 回、地域によっては 200 年に 1 回の津波を、レベル 1 に設定することがありうるのです。
それを社会的合意でしっかり議論して決めないといけません。目標は、与えられるもので
はなくて、自分たちで決めるものだということを強調したいと思います。その代わり、許
容するリスクあるいは覚悟すべきリスクがあるので、それをいかに対処するかの検討も必
要になります。ともかく、減災というのは、合意形成を前提にゼロリスクの立場を取らな
い、という考え方だということです。
少しそれに関連して、私の得意な話をさせていただきます。目標の設定に関わって、備
えの多様性あるいは選択性を認めるという話です。それを私は、減災手段の「8 段階活用」
といっています。古来、大昔から人間は、どのようにして命を守ってきたか、技術の発展
とともに命の守り方は変化をしてきた、という話です。大昔は「諦める」ということでし
た。これは、大昔に限らず今でも、通用します。飛行機に乗るときに、落ちたら諦めるこ
とを覚悟して乗ります。それを「落ちてはいけない」と思えば、飛行機にも乗れなくなり
ます。そこは諦めるという考え方が生きています。その次には、
「祈る」ということをしま
す。なぜ祈るのか。この祈りは、
「神様、親に対してちゃんと孝行します。だから地獄に落
とさないでください」
「神様、毎日毎日安全のためにしっかり務めます。だから、地震がき
て私の家を壊さないでください」という祈りです。祈りというのは、日常的に自らを律す
るという努力を前提としたもので、とても大切なリスクとの向き合い方です。
三つ目は、
「避ける」。これは、危険な場所に近づかないというもので、今回の集団移転
の考え方です。自分の命を守る方法がない場合は、危険な場所に住むことはしませんでし
た。縄文時代には海辺に住むのではなくて、山の上に住みました。それは、高潮や津波か
ら身を守る方法がなかったからです。その次はどうしたかというと、
「逃げる」。逃げるこ
とは、避けることより高度です。逃げるということはリスクを覚悟してそこに住むという
ことで、これは非常に挑戦的な生き方です。株の投資でもそうです。リスクにチャレンジ
する。うまくそのリスクをコントロールできないとわかったときに逃げる。避難というの
は、危険を承知で海辺に住みながら、命を守るために避難をしっかりとするということで
す。
その次に、
「そらす」。これは、田老の防潮堤のようなものです。少し放射状の、丸い円
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弧を描くような防潮堤を造って、大きな波が来れば波を左右に振り分けて、そらすのです。
そらすとその次の「和らげる」は近いのです。防潮林のようなものを造って、津波のエネ
ルギーを和らげる。更に進むと、今度は「耐える」。大きな津波がくるのをぐっと堤防で耐
えて、防ぐ。更にもう少しいくと、津波のエネルギーそのものを弱らせるといいますか、
海の中に消波ブロックなどの細工をしながらエネルギーを弱めて、「抑え込む」。そのよう
にして我々は、備えの手段を発展させてきました。
ただ、それは、耐える、抑え込むということが、進んだ考え方かというとそうではあり
ません。このような様々な手段を上手にうまく組み合わせることによって、トータルとし
て被害の総量を少なくすることが推奨されるのです。
財産について言うと、多少家は流れてもいいのだと。流れても、それは保険でカバーす
るのだというような一つの発想の中で、リスクを受け止めていく。いろいろな対策の手立
てをどのようにうまくつなぎ合わせるのか。ハードだけではなくてソフト、ヒューマンも
組み合わせる。対策の合わせ技、対策の足し算で被害の引き算をするのが、減災というこ
とです。どのように対策をうまく組み合わせれば、トータルとして目標を達成することが
できるのか。ですから、その目標を達成するために、堤防だけが答えではない、というこ
とです。その中で重要なことは、
「公衆衛生」という概念があります。我々が健康であろう
と思ったら、規則正しい生活をする、食事に注意する、ストレスをためないようにする、
夫婦の人間関係をしっかり作る。公衆衛生があってこそ、癌にならない、大病にならない
生活が保障される。防災でも、公衆衛生という世界があります。それはどのようなことか
というと、自然と人間が正しい関係を持つ。あるいは、人と人とのコミュニティーをしっ
かり作るということが、防災で非常に重要なことです。集団移転を図る場合においてもコ
ミュニティーというものをしっかり作り上げなければなりません。うっかりコミュニティ
ーを軽視してしまって、小さい集落を山の上に幾つも作るようなことをしてしまえば、ま
さに人間と人間の絆がなくなってしまう。そのようなことも考えながら、答えを見いだし
ていかなければいけないと思っています。
さて、なぜ多くの命が失われたのかの反省がなければいけません。なぜ多くの命が失わ
れたかというときに、技術の過信というものと、もう一つは自然との乖離を見逃してはな
りません。自然をよく知っていて、自然と結びついていると、自然の怖さも分かる。だか
らこそ「逃げよう」という気持ちになる。あるいは常に海を見ていれば、その変化に気づ
いて、逃げることができる。むしろ、自然と切り離されたために、私たちは非常に弱くな
って、命を失った。だから、自然と切り離すようなものを作ってはいけないし、あるいは
過信を生むようなものを造ってもならない。つまり、巨大な堤防だけで守ろうとするよう
な発想は、必ずしも正しくない。もっと言うと、巨大な堤防では命は守れないということ
を、我々は田老等の被災の結果から学んだのです。ですから、むしろ巨大な堤防だけに依
存するということは、今までの過ちの上塗りをするだけではないでしょうか。そこから我々
は一歩前に出なければいけないということが、非常に大切なことだろうと思います。
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防潮堤を考える上での基本的なポイントは、先ほどの和田議員が言われたことと一緒だ
と思いますけれども、レベル 1 をどう設定するのかということです。私は今、大阪の石油
コンビナート地域の防災対策をしています。ここでは、巨大な堤防で守ろうとしています。
というのは、そこに津波が入ってしまうと、全国で 80％を占めている重要な物質等があっ
て、それがなくなると、日本の経済がストップする。そのような重要なものは守らなけれ
ばいけないときに、その守る方法が、堤防しかないのですね。そのために、このケースで
は堤防が不可欠です。
だけれども、堤防がなくても命だけは守れる場所もあります。家は流されてもいいとい
う選択肢もあり得ます。家が流されてしまった世帯に国が 1 億円くれるということであれ
ば、命だけ守れれば、自分の家が流されるのに拍手喝采で、これで 1 億円で新しい家がで
きるというような発想が成り立ちます。これは社会的合意の問題です。その家の中に、例
えば、おばあちゃんのご位牌があって、流されないようにどうするか考えなければいけな
いかもしれません。堤防をどうするかは、地域の地形とも密接に関わっています。普代村
のように、まさに入り口が 1 か所で、そこさえ守ればいいということであれば、そこに巨
大な堤防を造るということは意味がある。だけれども、大きく開かれた湾に巨大な堤防を
造るということは、造ってもどんどん綻びがあるし、壊れる可能性もあるし、乗り越えて
くるかもしれない。そうしたところでは、堤防だけに依存するということには、問題があ
ります。ケースバイケースで防潮堤の在り方を考えなければいけません。
堤防の是非だけでなく、その形状や設置場所についての再検討も必要です。バッファゾ
ーンといいますか、堤防を内陸側にセットバックさせることを考える必要があります。こ
れは、先ほどの清野先生のご報告のとおりです。形態の問題では、いわゆるコンクリート
にこだわらない。浮上式やフラップ方式を採用すれば、巨大で海が見えなくなるような堤
防でなくても対応出来る。巨大な堤防しか答えがないということではありません。堤防で
も答えは幾つもある。自然の森のような堤防を造るなど、いろいろなものが考えられると
思っています。
ちょうど時間がきました。今までの堤防がいらないという話と矛盾するように聞こえる
かもしれませんが、私が堤防に多少なりとも期待するところがあります。堤防を適切に造
ることによって、その堤防の裏側の地域が安全になることは間違いないのです。そのこと
により、災害危険区域に指定されているところが外せるのであれば、堤防を活用すること
もありえます。災害危険区域というのは、移転する以外に命を守る方法がなくて、多くの
人が死んでしまう場合に、指定されるものです。これは昔、
「伝家の宝刀」と言われました。
居住権を奪ってしまうことなので、軽々しく指定はしなかったのです。人々にとって、住
み慣れた場所に住み続けるということは、人権にもかかわる非常に重要なことです。堤防
を造ることによって災害危険区域を解消できて、そこに再び住み続けることができるので
あれば、歓迎すべきことです。災害危険区域の解消と堤防の関係をしっかり考えながら、
どこまでの堤防をどのような形で造るのかということを、ぜひ考えていただきたいと思っ
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ております。以上でございます。
（司会）

室崎様、ありがとうございました。ここで、皆さんのお手元に、質問と意見の

用紙というものをお配りしていると思います。今でなくてもいいのですけれども、これか
ら順繰りに回ります。また、パネルディスカッションの最中も質問回収箱を持って回りま
すので、ご意見・ご質問等のある方につきましては、適宜質問箱の方に入れていただけれ
ばと思います。
続きまして、関西学院大学総合政策学部教授の長峯純一様から、防潮提計画をめぐる合
意形成の在り方についてご報告いただきます。それでは、長峯様、よろしくお願いします。

長 峯 純 一 氏（関西学院大学総合政策学部教授）
［合意形成の視点から考える］
（長峯） ご紹介いただきました関西学院大学の長峯です。
私には合意形成についての話をして欲しいとのリクエスト
がありました。私も気仙沼の方に継続的に訪問してきまし
たので、そこで感じたことや問題に思ってきたことについ
てお話したいと思います。
先ほどの話にもありましたけれども、防潮堤に関しては、
国が最初に安全基準という形で指針を示し、その後、県、
市町、そして住民という形で、議論が進んできたかと思い
ます。その中で、現在、様々な問題提起がなされ、論点・
争点が出てきているわけです。私自身も気仙沼市出身ということもあり、復興計画の策定
委員会に関わったりもしましたが、現在の市民ではありませんので、市民の立場というよ
りは、一歩引いた外からの観察ということで発言させていただきます。今日は、県と市か
らは市長さんも来られていますので、これまでの議論の流れを説明しますが、間違ってい
るところがありましたら、訂正していただければと思います。
少し議論の流れを確認しますが、
震災が起きた 1 か月半後の 2011 年の 4 月末に内閣府の
中央防災会議、そして、国交省・農水省の委員会の方で、防潮堤の安全基準の議論が始ま
りました。6 月に出された中間報告で、先ほどから何度も出てきておりますレベル 1（L1）、
レベル 2（L2）の指針が出てきました。レベル 1、レベル 2 の説明は、時間がありませんの
で省略しますが、そのあと 7 月に国交省・農水省・水産庁の三省庁の課長通知という形で、
設計津波の水位を計算する方法が指示されました。それを受けて宮城県は、9 月に最初の
防潮堤高、堤防高の整備計画を公表するに至りました。
その頃、私も気仙沼市の復興計画策定委員会で議論しておりましたが、海岸を管理する
県の事業の参考資料という形で、市が一部管理する海岸・港もありますが、初めて防潮堤
計画の情報が出てきました。まだ一般の住民に向けての説明会ということではなく、あく
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まで委員会資料としての最初の情報です。そして、この頃から、「相当に高いじゃないか」
ということで、疑問や批判が出始めました。ただ、絵で描いただけのものでしたから、本
当にこのようなものが造られるのだろうか、という半信半疑のような形で、少しずつ疑問
が膨れ上がっていたという感じだと思います。市の方でも、
「これでは高すぎるのでは」と
いうことで、市長を始め、随分と悩まれたかと思います。
資料には書いておりませんが、この年の秋の第 3 次補正予算で当時 19.5 兆円という大型
の復興予算がつきました。その後、復興予算は 25 兆円まで膨らんでおりますが、いずれに
せよ 2011 年冬から 2012 年初頭にかけて、復興交付金や復興庁などの法制度が整備されて
いきます。この間、しばらく防潮堤に関する県からの動きは止まるわけですが、気仙沼市
では、苦悩の現れかと思いますが、復興まちづくりコンペということで、内湾地区の防潮
堤をどうするかというコンペが行われておりました。
今となっては、このコンペがどのような意味をもったのか、これについては後で市長に
も聞いてみたいところですが、2012 年 5 月になって、防潮堤整備の予算も付いてきたわけ
です。行政の立場からすれば、予算の担保があることで、関係諸機関と協議をし、それを
協議設計と言いますが、それで初めて具体的な整備案を住民に説明できるということにな
るわけです。5 月に、最初にホームページを通じた情報が出されてきたかと思います。こ
のときに何か正式のアナウンスがあったかどうか分かりませんが、何となく 5 月ぐらいか
ら情報が出始めた感じです。
そして、7 月ぐらいから、地元の地区や浜ごとに、住民説明会が行われるようになりま
した。具体的な絵を描いた上での説明ということで、この頃から、
「これはちょっと大変な
ことじゃないか」、結論ありきで住民説明会が行われているのではないか、住民説明会を行
政のアリバイ作りに使われるのではないか、というような不安が高まってきたかと思いま
す。そして、8 月に、
「防潮堤を勉強する会」という市民が発起人となった集会が始まりま
した。一般の市民にとってみれば、難しい問題もありますので、
「Ｌ1 って何だ」というと
ころから始まって、8 月から 10 月ぐらいにかけて、防潮堤に単純に反対ということではな
く、勉強するというスタンスで集中的に勉強会が行われました。
市の方も、元々コンペをやったりで悩んでいたかと思いますが、このような動きが出て
きているということで、県と調整する新しい課を市の組織内に作ったり、地域と市長との
間で意見交換会を行ったり、というような動きが出てきました。この後で、住民に改めて
仕切り直しをしての提案がなされたのが、2013 年秋頃になってからになります。2011 年の
夏に最初の案が出され、最初の住民説明会が始まり、いろいろと反対論も出てきて、市民
の勉強会も始まり、市の方も何とか対応しなければという動きが出てきて、結局 2 年ぐら
いの時間が経ってしまうわけです。
この 2 年ぐらいの間の動きを見て私が感じたことをまとめますと、行政の仕事の進め方
というのは、防潮堤の問題が典型的と思われますが、まずは安全基準が示され、その安全
基準を満たす防潮堤が造られ、安全基準が満たされた後で、次に盛り土をして地盤嵩上げ
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をして、その事業が現在進行中なわけですが、土地区画整理事業という形で広大な土地が
用意される。そして、
「土地は用意したので、皆さんで住んでください。商店街を作ってく
ださい」となり、まちづくりをどうするかという議論は、最後にそこに移り住んだ人たち
が考える、というわけです。行政の考え方や仕事の進め方は、大体そのような進め方で行
われるわけです。
ところが、防潮堤の議論を見ながら、
住民の人たちと話をする中で感じてきたのですが、
住民たちの考え方は全く逆だということです。住民の人たちは、どのような町をそこに作
りたいか、もう一度気仙沼という町を再生するためにどのような町を作りたいか、という
将来像やビジョンをまず考えます。そして、そのために、どこに道路が欲しいか、どこに
商店街が欲しいか、産業はどこに立地させるかなどです。そして、防潮堤の話は最後にな
ります。災害危険区域になってしまっても困るし、そのためには防潮堤で守ってもらわな
ければならないところもある。その場合、どの位の高さであれば許容できるか、そのよう
な議論をするわけです。ですから、議論の思考回路が行政とは全く逆になるために、行政
と住民の話がずっと噛み合わないでここまで来た、と私自身は見ています。
では、どのようにしたら噛み合わない議論を噛み合わせられるか。時間がありましたら
後ほどお話ししたいと思いますが、まずは、私のレジュメの訂正をお願いします。
「人質に
された防潮堤」とありますが、防潮堤が人質にされたのではなくて、その逆になります。
人質にされたのは他の復興事業の方で、防潮堤整備計画を認めないと他の復興事業は進め
られないと。
土地区画整理事業にしても、高台防災集団移転事業にしてもそうなのですが、
防潮堤計画を受け入れないと他のことには進めないと。
「まちづくりをやりたかったら、ま
ず防潮堤計画を認めよ」というような行政の対応だったのではないか、と思うわけです。
時間も残り少なくなってきたので、パワーポイントの資料は最後まではいけないと思い
ます。時間が来ましたら、そこでいったん区切りたいと思います。復興事業は、まずは、
災害復旧ということで急がなければならないことは分かります。通常、災害復旧事業とい
うのは 3 年以内です。今回はさすがに規模が大きいので、5 年という集中復興期間が設け
られ、
「急いで、急いで」と、国、県、市町へと進められてきました。復興計画も非常に急
いで作ったのですが、結果としてみたら、策定後既にもう 2 年半位は経ってしまっており
ます。そうなると、当時、時間がないということで置き去りにされていた将来像や将来ビ
ジョンに関する議論を、やはり時間がかかってもやるべきであったろう、と今では感じて
います。
災害復旧事業というのは、先ほど述べましたように原則 3 年以内ですが、防潮堤事業も
元に戻す原形復旧ということであれば、このスピード、このプロセスでよかったかと思い
ます。ただ、今回は災害復旧事業でも、防潮堤については大きく造り変えることを国が認
めました。国が示した安全基準に従って、県・市町から巨大防潮堤の計画が出てきました。
それは、単に元の形に町を復旧させようという話ではなく、町の構造を根本的に変えてし
まうようなものです。これまで培われてきた地域の財産を全部壊して、町を一から作り直
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すような非常に大きな事業を意味します。そのような大きな事業であれば、災害復旧事業
ではなく、関係者や住民を中心に、行政・政治をも巻き込んで、時間をかけて議論をすべ
きであったと思います。
今となっては、この間の 2 年半は非常にもったいなかった気がします。国が予算や法制
度の議論などをやっている間に、少なくとも市レベルでまちづくりと防潮堤の議論をする
時間はあったわけです。気仙沼市復興計画では「海と生きる」というタイトルだけは作り
ましたが、それを具体化した中身については十分な議論ができなかったのです。復興計画
の策定には時間がなかったけれども、その後でも議論をすればよかったと思います。
それから、行政の人たちの仕事の仕方ということで、先ほど順番が住民とは逆だという
話をしましたけれども、行政としては、防潮堤が典型的なように、やはり安全基準がなけ
れば防潮堤を造る根拠がないということで、国が出してきた指針に沿って粛々とやってい
るところがあります。どうしても行政は、他のいろいろな事業もそうですが、どこかで線
を引かざるをえないところがあります。線を引かざるをえないとなると、Ｌ1 のシミュレ
ーションから出てきたところで「えいや」と災害危険区域の線を引っ張ってしまうわけで
す。
災害危険区域の線引き、これはたかがシミュレーションなのですが、行政にとってはさ
れどシミュレーションなのです。これがあるから自分たちは仕事の責任を持てるし、公平
性も保てるということで、それがないと仕事ができないと言うかもしれません。しかし、
あくまでシミュレーションであり、計算の仮定を少し変えれば、数メートルや数十メート
ルはすぐに変わってくるかと思います。町の姿を大きく変えてしまうような防潮堤事業と
町づくりを、たまたま出てきた計算結果から「えいや」と災害危険区域の線を引いて行う
のではなく、シミュレーションや安全基準は、あくまでガイドラインや指針を与えるもの
に留めてほしかったと思います。災害危険区域であれば何十メートルかの幅を持たせて、
それまでの町並みの形成や地域文化を踏まえて、地域で線引きの合意形成ができるように、
防潮堤であれば、安全基準はあくまで上限を設定するだけにして、その範囲内で予算を出
してあげることにして、あとはまちづくりとの議論をしながら、地域が総合的に判断し選
択できる合意形成の仕方を認めて欲しかったと思います。
時間が来ましたのでここで一旦やめますが、政策決定と合意形成の仕方について大いに
反省すべき点があったということです。どうもありがとうございました。
（司会）

長峯様、ありがとうございました。ここまでは、有識者の方から貴重なお話を

いただいてきましたが、本日は行政の方もお招きしております。まず、宮城県より、土木
部次長の久保田裕様から、宮城県の津波対策事業についてご報告いただきます。それでは、
久保田様、よろしくお願いします。
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久保田
裕 氏（宮城県土木部次長（技術担当））
［行政（宮城県）の立場から考える］
（久保田）

今、ご紹介にあずかりました、宮城県土木

部の久保田です。よろしくお願いしたいと思います。パ
ワーポイントで説明したいと思いますが、67 ページから
になります。話が今までの方と重複するところは省きま
すので、手短にご説明させていただきたいと思います。
では、お願いします。
宮城県の津波の歴史を、まずひととおりおさらいをし
ていきたいと思っています。古文書に残っているのが、
今回もいろいろと話が出ていますけれども、貞観地震の
津波ということで、貞観 11 年、西暦の 869 年に、死者約
1,000 人という記録が残っています。その次に記録で残っていて人的被害が大きかったの
は、慶長 16 年、西暦 1611 年に、このときは死者約 3,000 人というような記録が残ってい
ます。近世になりまして、記録もきちんと残せるという時代になりますと、明治三陸津波
が明治 29 年、1896 年にございました。この地震では、午後 7 時半ぐらいに地震があった
のですけれども、第 1 波が 35 分後ぐらいに来まして、死者約 2 万 2,000 名となっています。
最大津波につきましては 34ｍで、県内の死者につきましては、3,000 人というような記録
が残っているところでございます。このときひどかったのは、ちょうど満潮時期に津波が
来たということで、被害が大きくなったのではないかと思っています。
次に大きな人的被害が出ましたのは、昭和三陸地震です。昭和 8 年 3 月 3 日午前 2 時と
いうことで、今、東日本大震災のあとの地震がアウターライズ地震ではないかとも言われ
ておりますけれども、これは、明治三陸のアウターライズではないかと位置づけられてお
ります。この地震では、死者・行方不明者が 3,000 人ということで、最大津波は約 24ｍ。
県内での死者は、約 300 名となっております。このときに、今、災害危険区域という話が
建築基準法のことで出たのですが、6 月の末に「海嘯（かいしょう）罹災地建築取締規則」
ということで、浸水被害を受けたところには家を建ててはいけないと。建てた方には罰則
規定もあったのですが、その後、戦争になったことなどがあろうかと思いますけれども、
廃止したという記録も残っていないのですけれども、事実上、その附則が運用されなかっ
たのかなという形で思っております。
その次に大きいのが、チリ地震津波。これは、今年の 4 月もありましたし、震災前の平
成 22 年の 2 月にもチリ地震がありました。平成 22 年の年は、気仙沼市をはじめとして床
上・床下浸水が 41 棟で、死者・負傷者はいなかったのですが、昭和 35 年のものにつきま
しては死者が 120 名ということで、今回もそうですが、約 24 時間後に日本に届くという形
になっています。県内では 41 名の死者が出ておりまして、その大半が、昔の志津川町、南
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三陸の志津川地区になっています。
そして、今般の東日本大震災は、死者・行方不明者 2 万 1,000 人ということでございま
す。最大津波につきましては、女川で、遡上高で 34.7ｍでございます。今までの地震につ
きましては、死亡者は岩手県の方が多かったのですけれども、東日本大震災では、宮城県
での死者・行方不明者が一番多いという状況になっているところです。
次をお願いします。
これは、今までＬ1、Ｌ2 レベルのお話がありましたので、それを分かりやすく図と表に
したものです。内容は同じですので、後でご覧いただければと思います。では、次をお願
いいたします。
現在の防潮堤の整備の状況でございますけれども、清野先生からもお話がありましたと
おり、海岸については管理者がいろいろと分かれております。全ての管理者を合わせまし
て、計画箇所が 404 か所ございます。そのうち、着手しているところが 153 か所。21 か所
については、もう既に完成しております。整備する延長につきましては、全所管で約 250km。
そのうち着手したものが約 91km ということで、そのうち完成した延長が、27km となって
おります。管理者別の整備箇所と整備延長については、この棒グラフを見ていただければ
と思いますので、よろしくお願いいたします。
先ほどお話の出ています、景観や環境への配慮ということで、これも繰り返しになりま
すけれども、
国土交通省の方で平成 23 年の 9 月に景観の検討会という組織を立ち上げまし
て、いろいろと検討していただいて、
「河川・海岸構造物の復旧における景観配慮の手引き」
というものが平成 23 年の 11 月に出されたところでございます。それを踏まえまして、東
北地方整備局と宮城県では、宮城県沿岸河口部・海岸施設復旧に係る景観等の検討委員会
というものを同じく 11 月に立ち上げまして、その手引きをより具体的に宮城県バージョン
にしようということで、
宮城県バージョンの手引きを平成 24 年 3 月に作ったところでござ
います。
また、それを踏まえて、各地区にどのように反映していこうかということで、三陸地区
と石巻地区については、北上川下流河川事務所。仙台は、国の方に権限代行でお願いして
おりますので、仙台河川国道さんの方で懇談会を立ち上げまして、学識経験者からアドバ
イスをもらいながら、具体的な施工を進めていくというような形になっております。時系
列的なものは右の表に書いてございまして、これにつきましては、事前、工事中、施工後
ということで、学識経験者から意見をもらうということのシステムになっております。次
をお願いいたします。
これは県独自の環境対策でございますけれども、先ほど来お話があったとおり、環境ア
セスの対象にはなっていないということではございますが、やはり我々としても、自然環
境。これは動植物、昆虫類、魚類も含めてですけれども、いろいろなそのようなことに対
して配慮をしていかなければいけないということで、県内で活動されている専門家にアド
バイザーになっていただきまして、ご指導、ご助言を受けまして、このようなフローで取
り組んでいくというところで進めているところです。県内に 80 か所と書いてあるのですが、
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これはミスプリで、99 か所で事前調査を行ったところです。
次のページをお願いします。気仙沼漁港。これは市長さんからお話があるかと思います
けれども、堤防の高さの考え方ということで、先ほども長峯先生からお話があったとおり、
地元のまちづくり委員会、それから、市、県といろいろとご提案があったものに対して複
数のシミュレーションを検討いたしまして、堤防の高さ・位置などを検討して、ここに書
いているような形で考えています。それから、フラップ形式、しかも地盤を上げることに
よって、海が見えるというような形の対応を取ったところです。
一部、お手元の 70 ページの資料をご覧いただきたいのですけれども、断面図の位置が、
資料の方はＡ断面が東西方向に書いてあるのですけれども、図が間違っていまして、こち
らのパワーポイントの方が正解で、南北方向のこのような形。また、一番右端の平面図に
神明崎という岬が出ているのですけれども、そこの堤防の着色が間違っておりまして、パ
ワーポイントの方が正しくて、内陸側に引っ張っているということが正しいものです。皆
様のお手元の資料がやや間違っておりまして、大変申し訳ございません。私からは、現在
の県の取組状況についてご説明を申し上げました。ありがとうございました。
（司会） 久保田様、ありがとうございました。続きまして、気仙沼市長の菅原茂様から、
気仙沼市の政策についてご報告いただきます。菅原様、よろしくお願いします。

菅 原
茂 氏（気仙沼市長）
［行政（気仙沼市）の立場から考える］
（菅原）

最後になりましたけれども、気仙沼市長の菅原

でございます。本日出席していらっしゃっている皆さん方
には、この 3 年余り、気仙沼市の復旧・復興につきまして、
様々な立場からご支援をいただいておりますこと、心より
御礼を申し上げたいと思います。また、今日は、日本弁護
士連合会の皆様方からお招きをいただきまして、こういう
機会を与えていただきましたこと、改めて感謝申し上げた
いと思います。
当市のパワーポイントですが、締め切りに間に合わなか
ったので、大変職員も仕事に忙しくて、遅れてしまいましてすみません。皆様の手元にあ
りませんので、画面の方を見ていただきながらお話をお聞きいただければと思っておりま
す。それでは、私の方から、相当重複するかもしれませんが、お話をさせていただきたい
と思います。
まずは、当市の復興計画に基本理念と目標というものがあります。平成 23 年 10 月 7 日
に議会の議決を得まして、成案となったものでございますが、基本理念の一番上と 2 番目。
一番上は、今回、史上最大の犠牲者という、二度とこの悲劇を繰り返さないことが大事だ
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ろうということ。もう 1 点は、私たちは今回、自然の大きさを身をもって体験したという
ことで、自然に対する畏怖・畏敬の念を持ちましょうと。結果として、自然と調和する都
市構造と市民生活が大事だということを、確認をしたということでございます。
それに伴いまして、具体的な目標としまして三つ挙げておりますが、そのうちのトップ
としまして、やはり室崎先生もおっしゃいましたが、安全ということで、津波死ゼロのま
ちづくりを目指しましょう。この津波死ゼロのまちづくりというのは、防潮堤だけで津波
死ゼロを達成しようという考えではございません。防潮堤だけではなく、ありとあらゆる
手段を使って津波死ゼロ。では、ゼロに本当にできるのかというと、当市の場合はできる
と思っているのですね。三陸海岸の場合は、地震から津波到達まで必ず時間があります。
そのような意味で、20 分、30 分あれば何とかなるはずだと思っています。ゼロということ
に思いを込めたのは、避難困難者も含めて助ける仕組みを作らなくてはいけない、そのよ
うな思いを込めました。
それから、四つめのところに、
「持続発展可能な産業の再構築」とあります。当市の場合
は、主な産業は水産業ということで、持続的な資源の利用ということがあって初めて町が
成り立つということがありますので、そのことを踏まえてのことであります。そして、下
から 2 番目は、「スローでスマートなまちとくらし」。少し言葉を端折っておりますが、ス
ローライフでスマートシティということでございます。スマートシティというものに各被
災地でいろいろと取り組んでいるのですが、なかなかできていませんが、スローライフと
いう意味では、気仙沼市はこれまでスローフード協会があり、また、今回は、イタリアに
本部がありますスローシティの協会から、
「チッタ・スロー」ということで認証を日本で初
めて受けております。我々の復興に当たっては、このようなポイントを大事にしておりま
す。
津波の関係で、Ｌ1、Ｌ2 につきましては今までお話もありましたし、手元に資料もあり
ますので、その先を少し話してみたいと思います。この図の左側の、青い囲みの白抜きの
下から 2 番目、Ｌ1 防潮堤を越水するＬ2 津波への対応をしなければいけないということ
でございます。そして、その結果として、やはり越水したところについては、災害危険区
域を指定する。防災集団移転促進事業で言えば、これはどの町も同じやり方をとっている
と思いますが、移転促進区域の設定ということで同義語になっています。元々は違う成り
立ちですが、結果として今、宮城県では、各市こういう取組の仕方となっております。
右側の方に行きまして、具体的にそれは何なのだというと、まず、災害危険区域を指定
すると、一般住宅の建築の制限をします。
「ここは危ないですよ」ということでございます。
それが、先ほど室崎先生がおっしゃったように、
防潮堤がなければこれが広がってしまう。
あることによって、これを狭めることによって、まちづくりの選択肢が広がっていく。そ
のような仕組みです。
もう一つ、ここが大事なのですが、2 番目の防災集団移転促進事業。これは、移転促進
区域を決めないとできないのですね。ですから、先ほどの長峯先生の議論も、「そうかな」
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と思うところもありますが、それに時間をかけると防災集団移転の参加集団が結成できな
いということになって、家づくりが遅れてしまう。さらに、今回のことで、実は被災者に
とって大事なことは、被災宅地の買い取りです。そこは危なくて住めないので、その代わ
りその土地を市が買いましょうと。その土地の代金が、次の住宅再建の資金になる。また、
防災集団移転先の土地は、特別買わなくてもいいのですね。52 年間借りられるのです。そ
うすると、被災宅地代金が新しい建物の頭金以上になる。加えて被災した建物が保険に入
っていれば、合わせて新住宅が建つ可能性もないわけではない。そのような非常に大事な
ことなので、災害危険区域を決めないと皆さんが自宅の再建のしかたを今の今まで決めら
れないということもありえたということで、いろいろな改善は必要なのだと思うのですが、
仕事の順番としてはそうせざるをえなかったということが実態ではないかと思いますし、
このことについては、住民にとってもよかったと考えております。
当市は、平成 24 年の 7 月 9 日に災害危険区域を設定しました。これは、宮城県の中で比
較的早い方です。一旦災害危険区域を設定してしまわないと、みんなが住宅再建の仕方を
迷ってしまう。さらに、そこから防災集団移転に参加しない、任意の土地で再建する人が
います。高台でも内陸でもいいのですが、その人にも国の補助制度があります。また、
「が
け地近接等危険住宅移転事業」と全然関係ない名前がついていますが、そのような制度が
あったので、今回、津波にも流用したのですね。金利の補助や引っ越しの費用などで七百
八十何万の補助が出るということになっていますが、それも災害危険区域の人でないとで
きないので、
設定しないと、家を建てるための補助がもらえないという状況だったのです。
したがって、後で修正をする、しないは別として、とりあえずかけないと、住宅再建に相
当ブレーキがかかったと思います。
それから、先ほど室崎先生がおっしゃった、災害危険区域を狭めることによってまちづ
くりが容易になる。ところが、災害危険区域外としてまちづくりが容易になるとしても、
そこで家を失った人がいます。やはり怖いから、そこに住みたくない。また、周りの家が
建つ、店が建つのに時間がかかると、自分は他のところに土地を持っているので、そちら
に早く建てたいという人に何の補助もないのかということになります。災害危険区域の設
定という、先ほど線引きという言葉がありました。その線引きによって、補助あり・なし
という明暗が分かれてしまいました。そこで、私たちは国に掛け合いまして、そのような
人たちに幾らでもいいから少し補助させてくれということで、70 億くらいもらいまして財
源として、今、少しずつ使っていますが、市の独自支援というものをやらせていただいて
います。
そのようなことで、災害危険区域の設定と住宅再建、そのスピード、補助というものが
密接に絡み合っているのが実態ですので、地方自治体として紹介させていただきました。
これが宮城県における堤防高の概略図ということで、宮城県は海岸線を 22 のユニットに
分けましたけれども、中でも気仙沼市は、リアス式海岸が入り組んでいるということで、
八つに分けていただきました。それが十分かというと、分かりません。私は、もう少し分
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けるべきかなという気もしていますけれども、とりあえず八つに分けて、一番低いところ
で T.P.5ｍ。一番高いところで、清野先生からお話がありました中島海岸の 14.7ｍで、こ
れを最初に見たときに、平成 23 年度ですか、「えらいことになったな」と思いました。こ
れで住民の方たちを説得していく、合意形成をしていくときに、相当柔軟にいろいろなこ
とを解釈したり、見なしたりしていかなければならないと思ったのが現地に住んでいる者
の実感でございますが、そのあとなかなかそのようにならなかったということが、今回の
テーマでもあるのかなと思っているところでございます。
これは、当市内の海岸で、Ｌ1 の防潮堤の高さで造るところと、原形の高さで復旧とい
うところを分けました。ただ、これは、
「何とか海岸」と名前がついているところを全部線
を引いてしまったので、長くなっていますが、実際は海岸線全てで造るわけではありませ
ん。要らない場所も幾つか出てきますので、長さはこの何掛けかになるわけですが、青い
ところもあれば赤いところもある。必ずしもＬ1 でやっているわけではないということを
お示しした図です。
それを数字で表したいと思います。これは、気仙沼市で計画されている防潮堤の箇所で
すね。全部で、左の下にあります、87 か所あって、「いろいろなところが所管して」とよ
く言っているのですが、ここにありますように所管が七つに分かれています。七つに分か
れていて、そのうち五つは県が担当して、市が一つ、国が一つということでございます。
このように所管が非常に分かれているというややこしさがあって、かつ、その中で私たち
は何をしたかというと、まずは防潮堤を造らないという浜を決めます。そして、原形復旧
でいいのではないかというところを決めました。あとは、背後の関係から言えばＬ1 で造
るという計画を立てました。ただし、ここには造らないというところの数字はありません。
造らないところは数えられないのです。仮に数えたとしても、人によって数え方が違って
しまうということで、表していませんが、それは相当数ありますし、当然自然海岸もござ
います。
この中で出ましたように、Ｌ1 が 66 か所で、原形が 30 か所。合わせると 96 になってし
まって、87 と合わないというところがありますが、一つの浜の中で、北側は原形でいいけ
れども、南側はＬ1 が必要だという場所がありますので、小まめに切って、同じ浜の中で
もＬ1 に全部合わせるのではなくて、一部は低くしたりしています。当然その中には、造
らないという場所も、同じ浜の中でも出てくるということです。
造るときに、位置はなるべく工夫しましょうということにしました。位置につきまして
は、ここにありますように、前出しと現状と引き堤と、まだ調整中というものもあります。
前出しが比較的、
「そんなに多いのか」と危惧されるかもしれません。海岸直前まで建物が
迫っている、道路が迫っているなど、道路・建物があって、防潮堤があって、ただ、海側
は磯がなくて、海底が砂でも生物はいるわけですが、漁業に影響しないので前側に出すこ
とが合理的だということで、当然地域の皆さんとよく話し合って、
「ここは前に出しましょ
う」と。地域の皆さんは、土地と道路をまず通れるようにしてくれ、道路の幅を広くして
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くれという要望が実際は多いのですね。そのようなことで、前出しも幾らかありますが、
相当数引き堤というものを使っています。
そのような形で合意形成をなるべく図っていきたいと思いますが、
「おおむね合意を」と
いう、これは非常に難しい概念だと思いますが、当市の方でおおむねと思っているのはこ
の数で、着工したものは実際に合意していまして、あとは詳細設計の段階でまた説明に行
きますし、うちの方も実は担当が幾つかに分かれています。私が今、各課に指示をしてい
ますのは、ぎりぎりのところまで小さくする、後ろに引く、景観を大事にするというとこ
ろは、もう 1 回追求しようではないかと。我々もこの 2 年間随分トレーニングしたので、
このような技がある、このような考え方もある、県に対しても少し緩く考えていただけれ
ばということで、そこをもう 1 回見直して、どうなのかということなどを検証しながら進
めていきたいと思っていますし、今、その作業をしているところです。
最後になりますけれども、防潮堤建設において何を重視して考えているのかというポイ
ントでございます。視点としては、先ほどの表を見ていただきたいのですが、気仙沼市は
漁港が多いのですね。気仙沼市は、市が管理している第 1 種漁港が 31 港あります。宮城県
には漁港が 142 港あるのですが、うち気仙沼市に 31 港存在しています。それよりもう少し
大きい漁港、県が管理する第 2 種漁港が、六つございます。それから、みなと気仙沼漁港
と言われる、特定第 3 種漁港が 1 港ありますから、全部で 38 ございます。それだけ海岸が
漁港として使われているということなので、まずは港などが漁業者にとって不便になって
しまっては困る。岸壁が使い勝手が良い、網置き場があるなど、そのようなことをまず大
事にしようということです。
二つめですが、先ほど前出しの話もありましたけれども、前出しではなくて逆に引かな
ければならないのは、このようなところですね。磯根資源。特に春のフノリやヒジキ、気
仙沼特有のマツモなど、非常に大事な磯根資源がございますので、そのようなものを保護
しなければならない。それは、引いていくというポイントでございます。
三つめは、砂浜・海水浴場の再生。このことは、最初から当市としては大事にしていま
す。特に気仙沼には、四つの海水浴場がありますが、まだ一つしか復活していません。海
水浴場の復活は復興計画にも挙げています。先ほどどなたかのパワーポイントで、大谷海
岸の 9.8ｍを造ると、砂浜どころか海まで行ってしまうということがありました。これに
ついては、少し時間をお借りしまして、ご説明をしたいと思います。
あれは、林野庁の所管海岸で、要は防潮林を守るために防潮堤がある。もともと海から
の風が木に当たらないために防潮堤があるというスキームで、国が作ったものです。砂浜
を再生するためには、後ろにある防潮林よりもっと後ろに防潮堤を持っていかなければな
らなくなります。そうなりますと、担当している林野庁は、自分のテリトリーを外れてし
まうのですね。ですから、自分のテリトリーの中で防潮堤を造ろうとすると、前に出すし
かない。そのような単純な絵柄を持ってきたわけです。あの斜めになった、海の中に突き
出た防潮堤の先に砂を盛って砂浜を造るというような発想です。それは、私は、少し難し
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いのではないかと思いましたので、それは、市としては受けられないと話したのです。そ
の図面がいまだに出回っていまして、悪い例となっているのですが、大変有り難いことに、
国交省と県の土木部で、それは土木の方で引き受けようと。要は後ろを使えるような人た
ちが所管すればバックできるのだからと、今、後ろを使えるという前提でいろいろとやっ
ているのですが、途中にＪＲがあったり、国道があったりして、大変難しいパズルでやっ
ているところでございます。
最後ですが、景観への配慮ということで、これも当然のことだと思います。その対応策
として、どのようなことが考えられるかということですが、右側ですが、先ほど言いまし
たように、堤防を造らない。無堤と原形復旧。そして、Ｌ1 からの選択をきちんとしまし
ょう。要らないところはできるだけ造らない。低くていいところは低くていいのではない
かということをしています。我々にとっては、最初からそのように主張していて、後に県
の方で変えていただいたものもあります。例えば、大島の小田の浜海水浴場というところ
は、この間、原形復旧に変えていただきました。
2 番目が、ここが我々のこれからの検討で、いろいろな意味で知恵を出し合うところで
す。Ｌ1 なのですが、Ｌ1 としてその高さが正しいのかということを検証できる浜が、ない
わけでもない。例えば、前提を変える。前に何かを造ることによって新しい、より低いＬ1
が導き出せないかということもあろうかと思いますし、Ｌ1 は、計画堤防高があって、1ｍ
の余裕高を含んでいます。余裕高をその浜に設定する必要が、必ずしもあるのかというこ
とが考えられます。
もう一つ、これは、できるかどうかは分かりません。まだやったことがありませんが、
防潮堤計画高には、せり上がり分が入っています。せり上がりの見方が過剰になっていな
いのかということは、チェックしなければならない。ただ、先ほどの中島海岸のように、
気仙沼で最も被害が大きかったところです、あの辺は。そこのせり上がりが過剰になって
いるとは私は想像していませんけれども、例えばユニット海岸の中で、どの津波も必ずこ
の浜だけ低いという浜もあるのですね。例えば、五つの浜が一つのユニットになっている
けれども、真ん中のこの浜は、どの津波が来ても必ず低いという浜があるのです。そのよ
うなところと、隣の浜とせり上がりが同じでよかったのかというようなところまで議論を
深めていって、住民合意にどれだけ近づけていくか。そのような汗を流していかなくては
ならないと思います。
そして、3 番目の位置・形状の柔軟対応。圧迫感があるとか、ここは道路があるのでま
っすぐにしかできないなど、そのようなことは、柔軟に対応していただくしかないと思っ
ています。今回、
「コンクリート、コンクリート」という話がされていますが、多くの高い
防潮堤の内部は土なのです。土の上にコンクリートを張っただけにすぎないのです。今度
海岸法が変わって、森の防潮堤のようなものもいいということになっていますが、先ほど
出た図を見ていただくと、あれはコンクリートの防潮堤の上に土をはわせただけで、被覆
の上にまた被覆しているのです。そのようなことが景観の見せ方ということなのだと思っ
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ています。
それから、構造への配慮。これは、当市でいろいろな議論の末、何とか県が水産庁から
了解を得ました、フラップ・ゲートです。これは、全国でも初めて大規模に使うことにな
ると思います。実験も、実はできないと思います。模型の実験はできますが、本物の実験
は津波が来ない限りできないので、我々が生きているうちにはそのようなことはないので
はないかと私は思っているのですが、ただ、県がフラップ・ゲートをＯＫした部分という
のは、いわゆる余裕高 1ｍ分だけなのですね。私は、1ｍ分をＯＫするのであれば、自信が
あるからＯＫしているのでしょうと。それであれば、１が 1.5 でも同じではないですか。
1.5 ならだめだけれども、1 であればいいというのは、自信がないという話になってしまわ
ないかということを県とやり取りしましたが、そのことで理解を得る時間よりも、私たち
の方でまちづくりにおいて路盤を高くして、見かけの防潮堤の高さを低くすることの方が
早道だったので、そのようなことを選びましたし、私たちにとってもやったことのないケ
ースです。350ｍ使いますので、お金のこともありますし、実際のリスクも分からない。安
全だということなのですが、経験がないけれども、ここが落としどころかなと思って、住
民の方たちもそのことで合意をしてくださっています。
最後ですが、緑化と見かけの堤防高の緩和ということで、先ほどの中島海岸、清野先生
のあれでも 100ｍの幅とありました。実際は 90ｍなのですが、とてつもない山のようなも
のができるのですね。川の方もそうです。ここが全部コンクリートでは、やはり問題だと
思うのです。そこが全部緑で覆われれば、また別だと思います。ですから、私は、今後、
非常にお願いしたいこと。今日は他に先生もいらっしゃいますし、海岸法の改正もありま
すけれども、緑をどのようにやっていくかということが大事なのだと思います。防潮堤の
見直しをしている間に、防潮堤に必要な予算は随分小さくなっていると思います。見直せ
ば見直すほど小さくなってきているので、思った金額より下がっているはずです。代わり
に緑で被覆する新たな費用が予算節減分をオーバーするほどはかからないはずです。積極
的にやれることはやっていただきたいと思いますし、市の分は意外と小さいので、なかな
か緑をはわせるようななだらかなところはないのですけれども、工夫していきたいと思い
ます。
それから、見かけの堤防高の高さというものは、先ほど言いましたように地盤の方を上
げて、海が見える、または堤防を少なくする。しかし、このときに、私どもが最初やりた
くなかったのは、地盤を上げると逆さ勾配になって、山側に水を雨のときに流すというこ
とで、山側の人はどうするのか。そちら側の家はどうするのかということがあったのです
が、とにかく排水については、ある程度小さいブロックでくくってしまって、そこを一つ
ずつ解決する。なるべく他のブロックにいかないような排水の仕方を採ります。途中でポ
ンプを使いますが、なるべく受ける量を少なくして、排水ブロックの一つの単位を小さく
していくことによって流していくという手法を採ることによって、何とか今回解決できた
と思っています。またパネルディスカッションもありますので、いろいろとご報告させて
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いただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
（司会）

菅原様、ありがとうございました。会場の皆様、報告してくださった方々に改

めて拍手をよろしくお願いします。ありがとうございました。
それでは、ここで一旦休憩を入れさせていただきたいと思います。会場の時計で 3 時か
ら再開したいと思いますので、3 時からということにさせていただきたいと思います。ま
た、ご報告いただいた方々に対する質問用紙については、休み時間については入り口のと
ころに回収箱を置いておきますので、そちらによろしくお願いします。併せまして、冊子
の最後に「アンケート」という簡単なものがありますので、こちらの方もご協力いただい
て、同じ回収箱に入れていただければと思いますので、よろしくお願いします。
それでは、3 時まで休憩させていただきます。
（休
（司会）

憩）

それでは、シンポジウムの後半に入らせていただきたいと思います。シンポジ

ウムの後半では、まず地元住民の方からのご発言をいただいた後に、パネルディスカッシ
ョンという流れにさせていただきたいと思います。
それでは、防潮堤問題が議論されている地元の方のご発言といたしまして、お二人の方
にお話を伺います。まず、気仙沼市「防潮堤を勉強する会」発起人の三浦友幸様、よろし
くお願いします。

５

地元住民の方からの発言
三 浦 友 幸 氏（気仙沼市防潮堤を勉強する会発起人）
［地元住民の立場から考える］
（三浦）

気仙沼から来ました、三浦と申します。あまり時

間がないので、自己紹介は少し省略させていただきたいと思
います。私は、気仙沼市の南の本吉、大谷地区というところ
で生まれ育ちました。そこには、先ほど、市長がお話された
大谷海岸があります。そして、防潮堤を勉強する会という会
が 2012 年の夏に発足されたのですけれども、その発起人の 1
人となっています。
気仙沼の防潮堤を勉強する会をご説明しますと、まず、防
潮堤に対し賛成、反対の議論が非常に激化した時期がありま
して、防潮堤の説明会が始まった 2012 年の夏ですね。そのときに、まずは住民が中立的な
立場で防潮堤計画を勉強するところから始めてみようという思いとして、気仙沼の市民の
有志で結成しました。3 日か 4 日くらいの間隔で勉強会を開いて、2 か月半で 13 回の勉強
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会を開き、各議員の方や行政の方々、専門家の方に来ていただいて、様々なことを勉強し
ました。その勉強の結果が、ホームページに全て議事録や資料も含めて載っていますので、
ご参考にしていただければと思います。13 回で、2,500 人以上の市民の方が参加してくれ
ました。
まず、大谷海岸ですけれども、これは震災前の大谷海岸になりまして、大体 1km ぐらい
の砂浜が広がっていまして、人口 3,500 人ぐらいの地区ですね。このように美しい景観が
ありまして、地域の人達も自分たちのアイデンティティーにしていましたし、外からの観
光客もかなりたくさんの方が訪れていました。津波の影響でかなり景観は変わってしまっ
たのですけれども、ここにも防潮堤の計画がありまして、このような形の防潮堤ですね。
高さが 9.8ｍ、底辺幅が 40ｍもある、断面が台形型の、土を盛って、それをコンクリート
で被覆するというような防潮堤でした。このような形で砂浜が全部埋められてしまうとい
うことで、かなりの住民の人たちや僕も含めてショックを受けました。
そこで、僕たちは署名活動を始めたのですけれども、この地区の中には、防潮堤は欲し
くないという人もたくさんいますけれども、中には防潮堤が欲しい人もいるんですね。で
すので、その署名の内容なのですけれども、防潮堤に反対するものではなくて、一旦この
計画を止めてもらいたいということと、住民の意見を反映させた形に計画を直してもらい
たいという、二つの要件を込めて、気仙沼市長の方に提出させていただきました。
その後、地域の自治会の方で復興計画をまとめて、その中でも、やはり砂浜の上に防潮
堤を造るのはおかしいということで、高さの議論はまだしていなかったのですけれども、
造るのであれば防潮堤をセットバックして造ってもらいたいという要件も含めて、提出し
ました。防潮堤が欲しい人も欲しくない人も、砂浜の上に造らないということは、一致し
ているのですね。僕たちは、偶然なのですけれども、全ての合意形成を 1 回で取ったわけ
ではなくて、合意形成全体ができる部分を切り取ったという形で、うまく進みました。
これは、近くにがれき置き場があったのですけれども、大体 10ｍぐらいの土の壁があっ
たので、このような壁が、もう少しなだらかですけれども、コンクリートによって覆われ
て造られる予定でした。これは、気仙沼市の方で調整して作った図面だと思うのですけれ
ども、先ほど市長が説明されたように、防潮堤がセットバックされて、本来の位置から下
がったところに来ているのですけれども、ＪＲと国道の位置が変えられないことがネック
になっていて、十分な砂浜があまり残っていません。これを住民側は、もう少し砂浜が残
るような形に変えたいと思っています。また、防潮堤を造ったとしても、国道をかさ上げ
して、きちんと景観が保たれるような形にしたいと思っている人が割と多いです。ここは
まだ議論が続いていまして、これからも話し合いが行われていくと思います。
大谷海岸はいろいろと話合いが続いているのですけれども、その他の砂浜や磯場もたく
さんありまして、今の防潮堤の計画では、どうしても埋まってしまう、消えてしまうよう
な浜が、市内だけではなく、県域全体で幾つもあります。例えば、ここは、今、計画があ
るかどうかは分からないのですけれども、ＪＲがすぐ後ろに走っていて、ルール通りだと
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砂浜を埋めなければいけないことになっています。ここは、震災前は防潮堤があったので
すけれども、大きいものではないのですが、それが壊れたら、そこに昔あった砂浜がもう
1 回出てきたところですね。ここも、住民がほとんどいなくなってしまっていて、話合い
の場があまりないので、防潮堤が計画どおり砂浜を埋めて造られることになっています。
ここは、大谷地区の中の一つの海岸なのですけれども、住民合意を得てまた造り始めた
のですが、ここは元々砂浜があったところで、住民側は、できれば砂浜や磯場を残して造
ってもらいたいという要望をしていました。これは人が写っていると思うのですけれども、
比べるものがないと対照が分からないので、大きさがはっきりしないような写真になって
いるのですけれども、近くに寄りますと、かなり大きいものになっています。完成してみ
ると、住民の方々からは、
「こういうイメージじゃなかったんだけどな」という声がかなり
出てきまして、やはりこれだけ大きいものを造るとなると、住民の人たちはあまり想像が
つかないのですね。
そして、更にいろいろと問題もあって、これは防潮堤の上から撮った写真なのですけれ
ども、降り口の階段なのですが、これは上り下りするための階段ではなくて、低いところ
から万が一のときに逃げるための避難の階段ということで、結構角度が急なのですね。現
在、手すりもなくて、この上に立つと足が震えるような、そのような光景になっています。
ここを、震災前のとおりにおばあちゃんたちが磯草を取りに下りていくかというと、かな
り疑問が残りますし、自分たちだけで下りていくのは危ないのではないかと思います。
個人的な意見なのですけれども、この光景が宮城全体の沿岸に続くのかと思うと、かな
りため息が出てしまうのですね。先ほど市長がお話ししたように、何とか見かけ上の工夫
や、環境に対する工夫をしていただきたいと思います。これは、かなり最初の方で合意が
取れてしまったので、まだルールが軟化する前だったのではないかと思います。
再びこれは震災前の大谷海岸の上空図なのですけれども、果たして僕たちの美しい故郷
がどのようになっているのかということは非常に疑問で、ここから防潮堤ができて 10 年、
20 年たったときに、本当に地域が存続しているのだろうか。防潮堤が必要な地区もありま
すけれども、防潮堤ができることによって暮らしが変わったり、そのような地区もたくさ
んあると思うのですね。僕は、震災後にこのようなコミュニティーに関わるような活動を
始めたのですけれども、暮らしや生活・文化というのは、かなり大事だなと。地域のお祭
りなど、それが地域の意思決定の強さになっていたり、志向を生みだしているので、合意
形成する力というのは、そのようなところによるのかなと思います。それが変わっていく
としたら、地域の未来も変わってきてしまうと思います。
また、このような海岸施設をする場合には、やはり環境や利用方法、防災や景観など様々
なことを考慮しないと、本当に地域が残っていかないのではないか。復興バブルが終わっ
たあとの町が、気仙沼だけではないのですけれども、被災地が心配なのですね。ですので、
住民だけではなくて行政の方、専門の方もご協力いただいて、できる限り美しい故郷を取
り戻せるように頑張っていきたいと考えています。以上です。
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（司会）

三浦様、ありがとうございました。続きまして、岩手県弁護士会に所属し、日

弁連災害復興支援委員会幹事をされている瀧上明弁護士より、岩手県における防潮堤の高
さに関する住民の合意形成について、ご発言いただきます。資料といたしましては、冊子
の 86 分の 85、86 となっております。ちなみに、その後ろにはアンケートがありますので、
ぜひこちらにもご協力ください。それでは、瀧上さん、よろしくお願いします。

瀧 上
明（日弁連災害復興支援委員会幹事，岩手弁護士会）
［地元弁護士の立場から考える］
（瀧上）

皆さん、こんにちは。岩手弁護士会の、弁護士の

瀧上と申します。今日は、皆さん宮城の方がご参加されてい
らっしゃいますけれども、私は岩手から参りました。釜石と
いうところで弁護士をしております。震災前、4 年ほど岩手
で弁護士をしていまして、いったん東京に帰ったのですが、
震災が起こったということで、また平成 23 年の 7 月から岩手
に戻って弁護士をしております。私がお話しさせていただく
ことは、防潮堤の高さについて、住民の民意がどの程度反映
されているかということを、私が見聞きした範囲でご報告す
るということです。こちらの資料に従ってお話しさせていた
だきたいと思います。
では、最初の丸のところですけれども、スタート地点として、国が防潮堤を建てる際に、
全国一律の安全基準を求めました。これがスタート地点になると思います。岩手につきま
しては、真ん中あたりにありますけれども、県の津波防災技術専門委員会というところが、
平成 23 年の 10 月頃までに各湾ごとの防潮堤の高さを決定するという、上から降りていっ
たという安全基準です。県や市町村が住民説明会を各地で開き、
「本県では、全地区で建設
の合意を得たとされている」という報道がなされております。岩手では、おおむね全県的
に、23 年の 12 月中に住民の合意が取れたという話になっておりますが、この合意の実際
が問題ではないかと思われるところであります。
この二つめの丸のところですけれども、何を言っているかといいますと、なぜ平成 23
年中に決めなければいけなかったのかという話です。ここに関する報道なのですが、この
ように書いてありますけれども、各市町村の災害復旧事業の国の査定というところですね。
ちなみに釜石の場合ですが、釜石では、平成 23 年の 12 月 22 日にまちづくり基本計画案が
議会承認されております。結局、その時期までに住民の合意を取らなければいけなかった
という、時間的なエンドが先に切られたという事情があるということです。
では、その住民の合意が実際どのようなものだったかということが関心のあるところで
すけれども、釜石の話になりますが、平成 23 年末までに住民合意を得るために、夏ぐらい
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から説明会をいろいろとやってはおりました。最終的に、12 月に、市内を 21 か所に分け
まして、住民懇談会というものをやりました。そこで住民合意が得られたということにな
ったのですが、先ほどの新聞報道を見てもらうと分かるのですけれども、防潮堤の高さが
決まったのは、10 月ぐらいです。2 か月ぐらいしかない。この間に新聞報道のところでは、
14.5m の防潮堤にするという話が出ていたと思いますけれども、そのような感じで、非常
に時間的に余裕がなかった状況でなされた。
この懇談会というのは、では、実際にどのようなものだったのかということが、非常に
大事であります。まず、公民館や体育館のようなところに住民を集めるわけです。もちろ
ん平日にやりますので、来られない人がいるわけですけれども、集めるわけです。1 地区
数十人、百数十人程度ですけれども、説明することは、基本計画の全体にわたるわけです。
防潮堤の高さだけではないわけです。ですから、非常に資料が多いのです。市の職員が、
何人も交替で、このようなプロジェクターに何十枚も資料を出すわけです。先ほどここに
も出ていましたけれども、あのような専門的な図がどんどん出てきます。そして、同じ印
刷したものが住民に資料として配られているのですけれども、これも説明会ごとに内容が
修正されて変わっていますから、その度に読み込まなければならないという感じになる。
ですので、なかなか即座に理解することが難しかったのですけれども、そこで数十分、1
時間とか説明するわけです。
そして、最後に職員の方が、
「それでは、ご質問ある方、手を挙げてください」と言いま
すと、住民の方が幾つか質問したりするわけですけれども、大体、難しいことは分からな
いですから、割と感情的なものが多かった。そして、幾つか質問を受けたあとに職員の方
が、
「他に質問がなければ、この計画で進めようと思います。
賛成の方は拍手してください。
よろしくお願いします」ということを言うわけです。そうすると、住民の方が、何人かパ
チパチということなのですね。
「では、合意ありということで進めます」ということで、こ
の地区はこれで住民の合意が得られたということになります。どのようなことかといいま
すと、実質的な議論や意思確認が、どれだけなされたかという話です。大きなことを言え
ば、民主主義の部分に関わってくると思うのですけれども、議論の過程に問題があったの
ではないかということが、今からすると思われるところです。
資料の 2 頁目に書いてありますが、大体の地域はそのような感じで防潮堤を建設するこ
とになっているのですが、住民の意思によって、行政の提示した高さの防潮堤を造らない
ということにした地域もあります。住民の意思で、低い防潮堤を造る、ないしは新しく高
い防潮堤を造らずに、既存のもので済ませるということを決めた地域があります。少ない
ですけれども、私の知る限りでは、大槌町では赤浜、小枕、浪板海岸の 3 地区ということ
です。
赤浜というところが一番参考になるかと思うのですが、ここは、非常に住民の結束が強
い地域です。生活の場から海が見えることを重視しまして、防潮堤の高さを現況のままに
しました。ここは、漁師さんが多い地域です。景観という話から考えましても、蓬莱島と
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いう島がありまして、
「ひょっこりひょうたん島」というのがあるのですが、井上ひさしさ
んですね。そのモデルになった、このような形の島があります。それが町から見えるとい
うことの意思決定が重視されました。そのようなことで、現況のままにするということを
決めました。
ここは、
「災害に強い人づくり」を掲げる大槌町の赤浜の復興を考える会という住民組織
ができました。大学の先生なども入って、23 年のうちにかなり議論を重ねたようです。そ
して、市や県の方に、ここの地域は低いままでいくということを表明しました。ちなみに、
隣に安渡（あんど）という地域があるのですが、ここも同じように漁師が多い地域なので
すが、ここはそのようなものはなくて、14.5ｍのままになっています。ですから、どのよ
うなことかといいますと、議論の過程がきちんとできたかどうかということがあるかと思
います。小枕は分からないのですが、浪板海岸は観光地です。防潮堤を造ると観光地とし
て成り立たなくなるので、既存のままにすることとしました。
釜石の方では、唐丹町花露辺（けろべ）、根浜という 2 地域が、低いままになっておりま
す。花露辺というところは非常に特殊な地域で非常に結束が強いところで、意見がまとま
りやすかったところです。ここは、釜石でも一番早くから復興が進んでおりまして、高台
移転も、公営住宅も既に終わっております。このような地域ですね。ここは、住民の意思
が早めにまとまりまして、今でも低い防潮堤のままになっています。根浜地区は、これは
観光地です。釜石の残り 20 区は、Ｌ1 対応の高い防潮堤で建設するということになりまし
た。
結論的なお話をしますと、早い時期から住民の意思が明確になっておりまして、平成 23
年中に意見が言えたというところは、住民の意思が反映されて低い防潮堤になった。そし
て、実際上それが難しかった地域です。人口が多い、住民が分散しているなど、いろいろ
とあると思いますけれども、そのような地域は、意思の集約ができなかった結果、行政の
示す防潮堤の高さになったということではなかったかと思います。
最後にまとめですけれども、自治体の方としては、早めに合意を取りつけなければ、防
潮堤の高さを決めなければ、そのあと進んでいかないという観点でしょうから、計画を迅
速に進めたいという意図がどうしても優先するということがありました。これはやむを得
ない事情があるかと思いますが、ただ、先ほど申しましたとおり、防潮堤の高さ 10ｍとい
うのができたのが秋で、12 月に合意を取りつけるという、スケジュールありきな感じが私
はしております。住民の方々も、よく分からないけれども、お上の言うことには従った方
がいいかなという感じで合意したという方が、実際上、多かったのではないか。今思えば、
この時期にもう少し時間をかけて議論しておけば、今になって見直しという話にはならな
かったのではないかという感じがしております。
ただ、岩手は、先ほども申しましたように、防潮堤を考える会のような大きな動きがあ
まり出てきていない。これは、単に県民意識の問題ではないかと思うのですけれども、岩
手では問題が少ないということではないだろうと思います。やはり、住民の意思の形成過
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程が、問題があったということなのではないかと考えております。
（司会）

瀧上さん、ありがとうございました。会場の皆様、ご発言いただきましたお二

方に改めて拍手のほど、よろしくお願いします。
それでは、これからパネルディスカッションを行います。コーディネーターは、日弁連
公害対策・環境保全委員会副委員長の小島延夫、同委員会委員の西島和が務めさせていた
だきます。なお、パネリストへのご質問・ご意見につきましては、パネルディスカッショ
ン中に係の者が先ほどの回収箱をお持ちして回りますので、こちらにおいて回収させてい
ただきたいと思います。それでは、準備ができましたら、コーディネーターの小島さん、
西島さん、よろしくお願いします。パネリストの方は、ご登壇をお願いします。

６

パネルディスカッション
パネリスト
上記報告者（清野氏，室崎氏，長峯氏，久保田氏，菅原氏）
幸 田 雅 治（日弁連公害対策・環境保全委員会委員，元総務省消防庁
国民保護・防災部長）
コーディネーター
小 島 延 夫（日弁連公害対策・環境保全委員会副委員長）
西 島
和（日弁連公害対策・環境保全委員会委員）

（コーディネーター・小島）

大変長くなってきておりますが、これからパネルディスカ

ッションで、今日いろいろと報告された内容を深めていきたいと思います。パネルディス
カッションのコーディネーターを務めさせていただきます、日本弁護士連合会の公害対
策・環境保全委員会の副委員長を務めております、小島延夫と申します。よろしくお願い
いたします。
（コーディネーター・西島）

委員の西島でございます。よろしくお願いいたします。

［環境保全の観点からの議論］
（コーディネーター・小島）

今日のパネルディスカッションでは、大きく三つの柱を考

えてみました。一つの柱については、環境保全、景観等の問題も含めてですけれども、そ
の関係です。二つ目の柱が、防災の観点からの問題です。三つ目が、合意の形成という問
題で考えてみたいと思います。これらの点について、順に意見交換ができればと考えてお
ります。
最初の第 1 の柱が、防潮堤と環境保全という問題であります。報告の中で、防潮堤によ
って海岸の生態系に悪影響が出るのではないか、環境アセスメントがないということにつ
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いての問題点があるのではないか、といった点が指摘されました。清野先生からも、自然
の地形や生態系を生かした河口や海岸づくりというものを、総合的に考えていく必要があ
るのではないかという話が出ました。室崎先生からも、地域等との結びつきというものが
極めて重要であるということも示唆されました。これらの点に関連して、宮城県の方から
は、国が景観等検討委員会を設置して、景観や環境保全の関係の配慮の仕方について検討
している。さらに、環境アドバイザー制度を設けているという紹介がありました。
そこで、環境保全の観点について、久保田さんに最初に伺いたいと思います。1 点目は、
生体系への悪影響を防ぐ、あるいは、清野先生が言われるような自然地形や生態系を生か
す海岸・河口づくりを進めるという点で、具体的に配慮がどのような形で進められている
のか、できれば具体例等を含めて教えていただけないだろうかということが 1 点目です。
2 点目は、環境保全という点では、情報公開や住民参加、あるいは環境アセスメントとい
うものが非常に重要だと思っています。それらの点について、先ほどの久保田さんのお話
の中には、アドバイザー制度と検討委員会での環境配慮の報告がありましたが、住民参加
は触れられていなかったので、どのようにお考えなのか、どのようにされているのか、そ
れらの点についてご報告をいただければと思います。久保田さん、よろしくお願いします。
（久保田）

2 点ございます。まずは、自然地形や生態系に関する海岸・河口ということ

でございますけれども、今、例えば、大谷海岸のところは、砂浜を残してほしいと。特に
海水浴場としての砂浜を多く利用されているところにつきましては、例えば、中島海岸で
す。ここも、サーフィンや、海水浴としても、小泉海水浴場という名前で多く利用されて
いるところでございます。ここについても、砂浜を残すという形の対応をとってございま
す。また、仙台湾から南側につきましても、アドバイザー、学識経験者からは、やはり貴
重種の昆虫や植物等もあるので、そこはいじらないようにということもあって、堤防をセ
ットバックした方がいいというお話もございました。その他にも各海岸、先ほど言ったと
おり 99 か所見ていただいておりますけれども、
いろいろな地区ごとの特性によって提案を
いただいておりまして、それを基本的には生かしてものづくりしていこうという形で、取
り組んでいるところでございます。
2 点目の、情報公開、住民参加と環境アセスという話でございますけれども、環境アセ
ス制度というものは今回は適用されませんが、先ほど言ったとおり、震災直後からいろい
ろな形の大きな取組から具体化されてくるという形で、進めているところでございます。
環境調査についても、平成 23 年の秋から、県管理のところでしたら平成 24 年の秋から、
いろいろな魚類や植生、昆虫類を調べさせていただいているところでございます。
そのようなところに対して、先ほどの話の繰り返しになりますけれども、保護すべきだ
というところについてはそのような形でしておりますが、一方で学識経験者から、そのよ
うな場所については公表しないようにと。人が近づいたり、逆に荒らされたりというとこ
ろもある。また、工事に関しては、やはりそのようなところに直接入らないように、海側
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からではなくて陸側からの施工をしてくださいというご指導を承って、そのようなことを
行っている状況です。簡単ではございますが、報告させていただきます。
（コーディネーター・小島）

ありがとうございました。環境保全という観点では、先ほ

ども触れましたけれども、住民参加、あるいは環境アセスメント。要するに、住民の方が
いろいろな情報を持っていたり、代替案を提案していく中で、それを検討していくという
ことが極めて重要だと思われるのですが、そのような点について、清野さん、ご意見があ
ればぜひお願いしたいと思います。
（清野）

今回、防潮堤だけではなくて、例えば、離岸堤や、河口に建設している導流堤

など川の流れを制限するようなものについても、災害復旧や原形復旧を行っているのです
ね。これは、海岸の技術や砂浜科学の関係者から、このままだと、かなり古い時代の考え
方で造ったものを繰り返し造って、そのままになってしまうのではないかということで、
心配であるという話が出ております。残念ながら制度的な制約と、今、県の方からご紹介
がありました、あるスポットでしか守れない。全体の砂の流れや、長期的な変動などを考
えられない、かなり短期の中で砂浜や海岸を考えなければいけないという状況にございま
す。
それに対して、元々そこはどのような海岸であったのかという情報は、住民の方しか恐
らく持っていないのですね。現在、震災後に、県でも国でもそれなりに集中して調査をし
ていただいたと思うのですけれども、残念ながら、震災前や、長期的にどのように変わっ
てきたかという海岸の特性を表すトレンドは、現在の調査では捉え切れない部分がござい
ます。そうすると、現在、宮城県内の各地区で起こっているような、地元の方の写真や情
報などが大変有力な情報提供になりまして、それも併せて考えてみますと、元々どのよう
な特性があった海岸に、だんだん人間が入ってきて、インパクトがあって変わって、そこ
に震災が来たということが分かってまいります。
そのために、住民参加というだけではなくて、今後の復旧や長期的なトレンドを考える
上で、住民の方の参加なくしては復旧はできません。技術的に情報が足りなさすぎて、そ
こがどのような場所かというシャープな判断が、できないということがございます。です
から、今回の海岸法の改正の中でも協議会や海岸の協力団体というものがありますけれど
も、参加という立場よりも、むしろ行政の海岸管理部と一緒に海岸の特性を明らかにして
いく、一種の地元の技術部隊としての位置付けをしていただくということが、重要だろう
と思います。
このような方法論は、実は、海岸法改正の平成 11 年のあとにも、参加ではなくて、むし
ろパートナーなのだ、先生なのだということが各地の海岸管理者からありました。国土交
通省の河川局、あるいは港湾局、それから、環境省のそれこそ環境影響評価の部局からも、
「住民からの情報提供をきちんといただきましょう」ということがありまして、ガイドラ
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インが作られました。残念ながら、これらの海岸の環境に関するガイドラインは、ガイド
ラインはできたのだけれども、十分活用されるまでの政策的な埋込みと実践という、イン
プリメンテーションというところがすっ飛んでしまったので、うまく実現していませんで
した。これが、震災復興の中で多くの方が海岸を語りだす中で、そのような参加型の方法
論しかありえないということがわかってきました。
環境アセスメントに関しましては、実は、河口域の干潟の問題という、各地の干潟でト
ラブルが多かったために、環境省の環境影響評価の部局が干潟技術のガイドを作りました。
それに私も地形やハビタット、生息地の科学の方から参加させていただいたのですが、な
んとこれが、現在、政府のホームページの中で行方不明になっているということが判明い
たしました。これがもし復刻したら、かなり震災復興にも役立てていただけると思うので
すが、政府のサイトへのサイバー攻撃を防止するための切替え措置で、今、読めない状態
になっています。
一方で、環境省がいろいろな地形データや国土のデータを調べられて、3 年分の情報を
WEB サイトで公開されてきたので、それをそこにずっと住んできた人と一緒に読み解くこ
とによって、海岸のことが分かる。特に、津波痕跡地形は、今まであまり認識していなか
ったものが今回かなり調べられたので、実は河口域の沼がそうだったかもしれないとか、
過去にここまで行ったという地形はこの痕跡かもしれないということは、地元でないと分
からないと思いますので、そのような考え方で進めていくことが重要です。その調査プロ
セス自体が、
合意形成と情報共有と情報公開になるので、宮城県の海岸づくりというのは、
本当に最先端の方法論を作っていっているという前向きの、そのような可能性がある場所
ではないかと考えています。
（コーディネーター・小島）

ある意味、今回の震災の復興の過程において、本来あるべ

き海岸の生態系の作り方をどのようにしていったらいいか、海岸の保全をどのように図っ
ていったらいいか、それが防災に密接に結びついていくのだというお話だったと思います。
非常に貴重なご意見で、しかもそのためには、住民の参加といいますか、協働という、共
に働くという構想ですけれども、そのような形が非常に不可欠だというお話だったと思い
ます。幸田先生、もしこの点についてご意見があればお願いします。
（幸田）

第二東京弁護士会の幸田でございます。災害復興支援委員会にも所属しており

ます。よろしくお願いします。環境保全自身は、私は、専門ではございませんので、防災
や地方自治を専門にやっている者ですけれども、防災に関連して、一言だけお話しさせて
いただきたいと思います。
その地域が持っている景観や風景というのは、そこの人々の暮らしと非常に密接に関係
しております。観光や産業と深く関係しているということの他に、やはり、その地域のア
イデンティティーの基になっている。人々の心に深く根差しているということが言えると
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思います。そのような意味で、津波で流されてしまった。
しかし、その風景を想起して、その美しさを記憶して、そ
れに向けて復興していこうという、そのような力を呼び起
こす大きなエネルギーになっているということを考えなけ
ればいけないのではないかと思います。逆に言えば、自分
たちの今度復興する地域というものが、とてもその地域と
は思えないようなところになってしまうということになり
ますと、人々の「戻りたい」という気持ちが弱くなって、
復興への力が途絶えるということにもなってくるわけであ
ります。
景観・風景の持つ力ということですけれども、地域の美の持つ力と言い換えてもいいの
ではないかと思います。人々の心の深いところとつながっている、そのような想像力の源
泉になっているという重要性は、やはり否定してはいけない。特に、この地域は、海とと
もに生きてきた。そのような沿岸の人々にとって、海が見える、あるいは砂浜があるとい
ったことは、復興面からも大変重要なことではないかと思っています。
（コーディネーター・小島）

今のお話の中で、この地域は海とともに生きてきたという

話がありましたが、まさに気仙沼市は、「海と生きる」という言葉を掲げられております。
ここには、まさに今を生きる世代が、再び海の可能性を信じるというメッセージが掲げら
れていると思います。海の見える風景を大切にしたいと考えられている市民が大勢おられ
る中で、その点について、気仙沼市としてどのように考え、どのように取り組まれている
のか、菅原さん、よろしければお願いします。
（菅原）

ありがとうございます。海の見える風景が大事と考える市民が大勢いる気仙沼

でという話だと思うのですけれども、私は、大勢というよりも、ほとんどの人がそうだと
理解しています。また、防潮堤が景観に与える影響についても、気仙沼の場合は、極めて
関心が高いです。ですから、防潮堤の議論が気仙沼から始まったということは、
「行政にと
っては大変ですね」という言われ方をしますけれども、私は、それでよかったのではない
かと思います。防潮堤を勉強する会ができたことも大変よかったし、私も、3 時間ぐらい
ですか、20 ぐらいの質問をいただいていて、一つ一つ答えさせていただきました。いい経
験をしていると思っています。防潮堤の与える影響については、全くなくしてほしいとい
う人もいれば、少なくしてほしいという人もいるかと思いますけれども、合わせれば 100％
なのだと思います。そのようなことを前提に私たちは、防潮堤問題を考えていますし、考
えていかなければいけないと思っています。
また、当市は、
「海と生きる」ということを副題として復興計画を作ったまちであります
し、委員会で公募して決まったのですけれども、この言葉と防潮堤の関係ということが、
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いろいろと言われているといいますか、皆さん考えを述べられておられます。
「海と生きる」
と防潮堤の関係の捉え方については、非常に幅があると思います。千差万別だと思います。
「これが平均的なのだ」というようなところが、なかなか見い出せないものがあると思い
ます。
例えば、毎日、一日中海に出て仕事をしている人は、特に防潮堤を気にしない人もおり
ます。海が見えなければという人もいれば、毎日海に出ているので、防潮堤のことはあま
り気にしないし、漁師で家は海に面していない人もたくさんいます。極端な話、少し屁理
屈のようなことで申し訳ないのですが、気仙沼の特徴というのは、遠洋漁業の歴史といい
ますか、全世界に船を展開しています。一年中海に出ている男たちもいます。まさしく海
としか生きていない人たちがいるのですが、この人たちにとってみると、東日本大震災が
起きたと船に一報が入ったときに、みんなぞっとしたと思います。
「自分の家は海岸にあっ
て、防潮堤もない」
「自分の家は、よかった、高台にあった」と、そのような意味で捉え方
も様々です。
例えば、私は、家の前が道路で、すぐ目の前が海のところで生まれて育ちました。結構
大きくなるまで、子供のときに、夜、怖い夢を見て目が覚めるという経験が何度かあった
のですが、そのときの夢というのは決まっていまして、近くの海岸から海に落ちる夢だっ
たのです。そのような生活をしてきて、社会人生活の途中から漁船漁業に携わって、ずっ
と海岸と関わる仕事をしてきましたので、私は、市長になる前は、気仙沼湾に停泊してい
る船が今、どこに何丸がいて、この船はどこの造船所で、いつ出来た船で、どこの漁場か
ら帰ってきた船かということが全部頭に入っていました。そのような者にとっては、防潮
堤がある、コンクリートがあるというようなことはあまり関係なく、それがもっと硬い鉄
板だとしても海と生きている実感があるのです。
そのように極端に海と携わっている人たちと、これも極端な例かもしれませんけれども、
都会でコンクリート造りのマンションに住んでいて、自分が住んでいる都道府県ではない、
他の県の原発で作った電気で生活をしている人なのだけれども、防潮堤があると、海と生
きていないのではないかと考える人、端から端までいるのだと思います。先ほど幸田先生
がおっしゃった感じというのは、真ん中ぐらいかなという感じがしていますけれども、こ
の辺は非常に難しいし、そのようなコンクリートに囲まれた人の意見も私たちは受け入れ
ていかなければいけないし、私たちにとっては、正直、大事な観光客なのです。そのよう
なこともありまして、人の考え方については、多様性を認める立場で対応していきたいと
思っています。
（コーディネーター・小島）

どうもありがとうございました。まだ議論を続けたいとこ

ろですが、時間の関係があるので、次のテーマに移りたいと思います。次は、防災の観点
について意見交換していきたいと思います。先ほどもお話しいただきましたけれども、国
の行政で防災行政に関与された経験もあります幸田さんの方から、災害対策として何が重
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要か、あるいは、防潮堤の防災機能についてどのように考えているかということについて、
意見をいただきたいと思います。

［防災の観点からの議論］
（幸田）

最初に、日弁連の考え方を、少し紹介させていただきたいと思います。東日本

大震災の教訓を踏まえまして、平成 24 年 4 月に、防災対策の基本的視点について意見書を
取りまとめております。資料の中にも入れておりますけれども、その中で、防災対策は、
国民の生命さえ助ければよいというのではなくて、人間の尊厳、あるいは人間らしい生活
を災害から守らなければならないと述べているところでございます。また、先ほど室崎先
生からもお話がございましたように、ハード対策だけではなくて、ハード、ソフト、ヒュ
ーマン。そのような観点を組み合わせて、防災というものに取り組んでいくという視点が
大事だと考えております。
また、災害対策基本法は、東日本大震災のあと、平成 24 年、25 年に改正をされたわけ
ですけれども、いわゆる「防ぐ」という意味の防災から、減災という考え方をより一層明
確にしました。災害対策基本法の改正に併せまして、政府では、直ちに逃げるということ
を重視して、ハード、ソフトの様々な対策で被害を最小化するという減災に向けて、行政
だけではなくて、地域・市民・企業レベルの取組を組み合わせていかなければ、万全の対
策は取れないという考え方を表明しているところでございます。ハード、ソフトの両方が
相まって、防災・減災対策ということが実現できる。避難システムの話も今日はございま
したけれども、それとセットで防潮堤についても考えていく必要性があるということでご
ざいます。
また、まちづくりと密接な関係を持つものでございますので、集落や湾単位で、土地利
用をどのようにするか、どのような町をつくっていくかということを一緒に考えていかな
ければならない事柄であると思います。本来、集落を再建するということがまずあって、
その絵を描いていくということから始めるべきであると思います。先ほど長峯先生からも、
順番が逆ではないかというご指摘があったかと思います。
それから、防潮堤と防災の関係ですけれども、高い防潮堤が必ずしも人の命を守ること
につながらないということについては、配布資料の中に入れておりますけれども、中央大
学の谷下先生が、南三陸町における研究論文を発表されています。この研究論文を読みま
すと、海が見える、海に近いところの人よりも、海が見えない、海から遠いところの人の
犠牲者率の方が高いという結果が明らかになっております。この南三陸町の調査は、行政
区単位ごとの調査でヒアリング調査を行っているもので、大変手間のかかるものでござい
ます。南三陸町に続いて石巻市についても行っており、同様の結果を得ておられ、こちら
は近々論文として発表されると聞いております。
東北の沿岸地域は、先ほど菅原市長のお話にもありましたけれども、津波到達までの時
間から考えると、避難すれば全員が助かると言われている地域でございます。万里の長城
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と言われた田老の防潮堤が、今回壊れたり、あるいは越えてきたということで、それを大
丈夫だと過信して堤防の上から見ていた人がいたということで、被害の拡大につながった
と言われております。海が見えないような高い防潮堤を建設することによって、逆に犠牲
者が増える可能性があるということでございます。自然の力に対して、人間の力で完全に
防ぐことができると考えるのは、人間の思い上がりだと思います。
資料に、村井知事の発言録をピックアップして、入れさせていただいております。村井
知事は、「Ｌ1 に対応できる防潮堤を整備するということは譲りません」とか、「基準は変
えないということだ」と。あるいは、
「住民の命を守るには、1ｍの余裕を見て、8.5ｍの高
さが絶対に必要だ」などと言っておりまして、防災がハードとソフトの組合せであるとい
うことを理解していない発言であると思います。防潮堤に関する発言で、ソフト対策につ
いての言及は一切ないわけですが、このようなところについて、防災対策をもっと総合的
に考えていただきたいと考えております。
（コーディネーター・小島）

今、防潮堤が防げる規模の津波については、防潮堤によっ

て人の生命や財産の被害が減少するかもしれないけれども、それを超えるレベルになると、
逆に防潮堤があることで過信して、事故が増える可能性もあるのではないかということを
言われたと思います。先ほど室崎さんの方からも、同じようにハードとソフトの組合せと
いうことを、かなり強調されて言われました。これらの点について、宮城県としてのお考
えを聞かせていただければと思うのですが、久保田さん、いかがでしょうか。
（久保田）

防災対策については、今のお話のとおり、ハードとソフトの組合せというこ

とが大変大切だと思います。ちなみに宮城県で、過去 10 年間でどれだけ津波注意報・津波
警報が出たかといいますと、平成 16 年から 25 年の間に 23 回出ております。平成 23 年の
大震災の年を特例として除いても、残り 9 年間でも、全部で 14 回。つまり、1 年に 1.5 回
は津波注意報以上のものが出るということで、常日頃から大きな地震があったら津波が来
るのだという心構えを、沿岸部にお住まいの方、逆に言うと仕事やレジャーで行かれた方
は、常日頃から頭に入れておかなければいけないと思います。
我々も今回、河川に水門を 14 門、これは遠隔操作としたところでございますけれども、
今回の大震災のときには全て閉まったのですが、それを越える津波が来て、全て壊れてし
まいました。一方、ソフト対策として、旧志津川町の町中で、避難場所に行くための道路
や電柱に「こちらが避難場所です」というものを既に震災前からやっておりまして、それ
に対して町民の方々も参加していただいて、防災訓練をしていたところでございます。そ
れから、防潮堤に車の出入りなどのために隙間が空いているところがあるのですけれども、
使わないときは常に閉めてくださいと。開けたら必ずすぐに閉めるようにということで、
閉め閉め運動と言っていましたけれども、そのようなことを震災前からずっと取り組んで
きたところでございます。
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そのようなことで、やはりハードとソフトという組合せが大切でありまして、人命を守
ることが一番大切でございますので、大きい地震が来たと思ったら、逃げるということを
皆さん第一に考えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
（コーディネーター・小島）

今、ソフトについてのご説明をいただいたのですが、ご説

明いただくと、若干やはり先ほど幸田さんの方から指摘があった点とのバランスの問題が
あって、ソフトの面を強調いただけばいただくほど、逆に言うと、なぜ防潮堤の高さにこ
だわられた発言を知事はされていたのだろうというところが、どうしても解せない話にな
ってくるのですね。なぜその二つが、同時並行的に起きているのだろうか。ソフトで対応
できるのであれば、防潮堤の高さについて、もう少し柔軟な対応がありうるのではないか
という感じがするのですが、そのあたりはいかがですか。
（久保田）

まず、先ほど言ったとおり津波注意報・警報が出ましたけれども、沿岸部の

方々が 100％避難したという事例は、私の知っている限りではございません。やはりその
ような意味では、第一義的には、あるレベルの津波に対してはハードで防ぐ。チリ地震津
波は、先ほど言ったとおり 24 時間ほどかかりますけれども、宮城県沖地震で来る場合です
と、最短で 20 分ぐらいで津波が来ます。三陸沿岸では、30 分から 35 分で津波が到達しま
す。第 1 波が高いか、低いかは、地震が発生してみないと分かりません。やはり逃げる時
間を稼ぐためにも、人命・財産を守るという意味で、レベル 1 といわれる防潮堤は、一番
ハード的には必要な施設かなと考えているところでございます。なお、避難というものが
一番大事なことだと、これは重ねて述べさせていただきたいと思います。
（コーディネーター・小島）

どうもありがとうございました。室崎さん、その点につい

て、何かご意見はありますでしょうか。
（室崎）

ハードとソフトの関係をどのように捉えるかということですが、お互いに補い

合う、補完する関係だということです。例えば、人間で言うと、ハードウェアがまず大切
です。健康な体をしっかり作っておくということがないと、風邪を引いて薬をたくさん飲
んでも、暴飲・暴食をしないように気を配っていても、日頃からトレーニングをして体を
作っておかなければ、健康は維持できないのです。健康な体がハードウェアで、それを補
完するのが気配りや薬の準備といったソフトウェアやヒューマンウェアです。ソフトウェ
アの限界ということでは、人はミスを犯したり、間違ったり、誤ったり、必ずしもパーフ
ェクトではない。人間にはミスがつきものだというところを、まず押さえておかなければ
いけない。そのミスをバックアップする上では、ハードが欠かせない。ハードは、基本的
にきちんと骨格として必要だと私は思っています。
ただ、ハードというのは、柔軟に対応できない。例えば、5ｍの堤防のところに 6ｍの津
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波が来たら、先ほどのフラップ型のような柔軟に対応できるハードも多少あるのですけれ
ども、どうにもならない。不測の事態や思いがけない事態が起こったときに、ハードは限
界があるわけです。ところが、人間が逃げるシステムというのは、柔軟に対応ができる余
地が十分にあるのです。お互いに、限界性を持っている。その限界性を補うためには、ハ
ードもソフトも、どちらも必要だということをまず考えていただく。ハードがなくてもソ
フトだけでできるとか、ハードさえできればソフトは要らないという考え方を取るべきで
はありません。
そのうえで、2 番目に申し上げたいことは、予測の誤差を考えるということです。シミ
ュレーションも、科学が進化すれば、地形や湾の形状など配慮した精度の高い予測が可能
となる。それでも、やはり自然の現象というものは、我々の想像を超えることが起きるの
で、想定外が起きてしまう。そのような想定外に加えて、閘門が閉まらないとか、堤防の
鉄筋の施工がまずくて壊れてしまったということも、当然起きるわけです。
そのような想定外や誤差を、何で吸収するか。今の計画は、堤防の高さに 1ｍの余裕を
取ることによって誤差を吸収しようとしているのです。僕は、その誤差はむしろソフトで
カバーすべきだと考えています。保険や避難などのソフトウェアで誤差を吸収していく方
がいろいろな意味で効率的です。柔軟に対応するという意味では、避難誘導や情報提供な
どを軸とした、まず逃げるという仕組みを作っておくことです。誤差というものは、むし
ろソフトウェアで吸収した方がいい。
3 番目に、ハード、ソフトというだけではなくて、加えて「ヒューマンウェア」が大切
です。堤防があるから大丈夫ではない。避難の情報システムがあり、自治防災組織があっ
ても安全ではない。今回の大震災では、しっかりハードもソフトもあっても、命が奪われ
たのです。つまり、ハードな堤防があるというということで、またソフトな情報を軽視し
たということで、人が逃げなかったです。それは、やはり人間の心理の問題で、そこは教
育や意識啓発といったヒューマンウェアが必要なのです。
その意味で、ヒューマンウェアを本当にしっかりしたものにしようと思ったら、日頃か
ら自然に親しむ。海に行って、海の中につかる。子供の頃の親から受けた教育は、わざと
川に連れていって、溺れさせるというものでした。そのようなことをして川の怖さを知ら
しめ、泳ぐ力や危険を知る力を身に着けさせたのです。ヒューマンウェアというのは、単
に学校でしゃくし定規な授業を受けさせるだけではなくて、自然の中に入っていって、自
然を知るというところにあるのです。まさに自然との共生というところに、人間が強くな
る鍵があるということを知らなければなりません。
結論は、ハード、ソフト、ヒューマンというのは全部必要だということになりますけれ
ども、そのようなものを全て総合的にやることが、津波に強くなるということだろうと思
っています。
（コーディネーター・小島）

どうもありがとうございました。では、気仙沼市としては
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どのようにお考えか、菅原市長に聞いてみたいと思います。
（菅原）

今、避難の話が連続してますけれども、避難を取り巻く環境、避難について考

える環境が、
相当こんがらがってきたかなと実は思っています。今回の実際の津波のこと、
それで防潮堤を造ること、それによって随分こんがらがっているのです。よく考えると、
こんがらがっています。
というのは、私たちだけではなくて、どの町も目指しているのは、Ｌ2 津波のときに就
寝時に助かるまちづくりですから、災害危険区域にもし家を建てても、壊れないように建
ててください。浸水髙よりも上に寝床は造ってください。また、災害危険区域の外に家を
造ってくださいということになりますから、就寝時は、実は、Ｌ2 津波でも実際には守ら
れてしまうのですね。そのために、移転を余儀なくされたり、自主的に移転されたりして
いる人もいるわけです。
そのときに、津波注意報が出ました、警報が出ました。
「逃げてください」と言っても「何
でお前の言うとおりやってるのに、俺が逃げる必要があるんだ」と、このようになってし
まうことを、私は非常に怖れています。室崎先生がおっしゃったように、完璧ではないの
で、当然、不測の事態に備えて逃げてもらう必要があると言っているのですが、どれだけ
説得力があるのでしょうか。避難訓練は、このようなことがありましたから、一生懸命皆
さん来てくれると思います。ただ、実際的には、昼間は職場ですから、Ｌ1 対応のところ
にしかいないので、
「逃げてください」ということもできるかもしれませんが、夜は、実は
説得力を失っているという側面があります。
しかし、やはり逃げてもらわなければいけない。そこで、今日は、全く話に出ていませ
んけれども、私は少し「助かったな」と思っていることがありまして、それは、昨年の前
半だと思いますが、制定されました津波地域づくり法。津波地域づくり法では、防潮堤が
あったとしても、それが壊れるという前提です。また、防潮堤の構造によっては、それを、
例えば、4 分の 1 の力しかないというように計算するような法律です。それによって各県
が、黄色地域や赤地域など、そのようなものを定めていく。
そうすると、今回、私たちが設定している災害危険区域よりも広範にわたって、危険な
色を塗るエリアが出てきます。そのことについて、
「何だよ」という市民も出てくるかもし
れませんが、やはり避難というのは最悪のことを考えますから、
「そういうところは逃げて
ください」ということが言いやすくなったのかなという気がしています。ただ、それでも
色塗りをしないところは、逃げなくてもいいのかというところまでいくと、非常に難しい
状況はどうしても残ってしまうと思っています。避難については、考え方の難しいところ
にいるということを報告させていただきました。
もう１点、先ほどの幸田先生のお話の中で、海が見えないという話なのですが、これも
簡単な問題ではないと思うのです。私たちは、地震が起きます。そして、間もなく津波注
意報や、念のためということがテレビのテロップであっという間に出ると思うのですが、
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最初に広域行政無線で呼びかけるのは何かというと、どの市も同じだと思います。
「海に近
づかないでください」ということが一番なのですね。それが、イロハのイになっているの
です。そのことと、海が見えないと危ないということは、整合性が取れるのかということ
は少し疑問があります。
一方で、今日来てよかったと思うのは、資料の 11 頁に鶴見先生が、問題点（防災面）の
③に、
「普段の事故の発見の遅れ」と書いていただきました。これは、非常に大事なことだ
と思います。浜でみんなが仕事をしている、磯遊びをしている、磯から何か採取している
ところを、なるべく他の人に見ていてもらいたいわけですが、そのことが塞がれるという
ことは、やはり大変危険なのだと思います。津波の見える、見えないということよりも、
こちらの方が大きな課題なのではないかと思いました。そのような側面もあるのだなと思
います。
最後に１点だけ、今日は、防潮堤の話が中心なのでできませんが、我々も悩んでいるの
が、避難路の問題です。住民から一番要望が強いのは避難路です。道路も元々田舎ですか
ら悪いということもありますけれども、避難路が欲しいということです。現在、どのよう
な状況になっているかというと、復興庁が所管する、国交省の事業になっています道路整
備の復興交付金事業につきましては、避難道としての採択という形ではありません。被災
したまちづくりに対する採択をしているのですね。ですから、私のところも、相当道幅は
広くなります。しかし、それは、平成 23 年 3 月の地震の津波で浸水したところまでは道幅
を広げることができる。そのような道路整備なのですね。我々にとっては、避難道整備で
す。一方で、国はそうは言っていない。
しかしながら、平成 24 年の 12 月 7 日に津波警報が出まして、当市は、相当な渋滞が発
生しました。相当、市民からいろいろな提言がありました。しかし、それを地図の上にど
こが渋滞したかを塗ると、全部浸水域の外なのですね。金曜日の夕方の 5 時台だったので、
皆さん、とりあえず家に帰ろうとしていました。しかし、渋滞したのです。それで、
「逃げ
られなかったじゃないか」と、避難道整備も必要だと。私たちは、それもそうだと思うの
で、一生懸命国にその図を使って、こちらの内陸の道路の拡幅も必要だと言っています。
もちろん、内陸部を縦断する道路に突き当たる形で海側から来る人も吸い込まなくてはな
らないのだから、そこに正当性があるのですが、国は口に出しては言っていませんが、結
果として渋滞したところでも安全なところなのだとの対応です。車の中にいて気持ちは焦
っているかもしれないけれども、そこに津波は来ないのではないかと言われると、ちょっ
と厳しいというような側面もございます。
実際に避難道・避難路として整備が確保されているのは、漁業集落です。復興交付金事
業の漁業集落防災機能強化事業の中には避難路というものがあって、
海で働いていた人が、
高台に駆け上がります。又は、駆け上がって本道に行きます。又は、救急車が来てくれる
ところまで上がることができます。そのような道路については、幾つか認められつつあり
ます。いずれにしましても、防潮堤より避難道が大事だとよく言われます。これはどちら
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も大事だと思いますが、避難道については、まだまだいろいろな観点での考察が必要です
し、私たちの実感としては、まだまだ避難路として認めていただける道路があるのではな
いかと思っています。
（幸田）

今、菅原市長から、海が見える、見えないという簡単な問題ではないとおっし

ゃられまして、私もそのとおりだと思います。少し説明を省いてしまって、86 の 75 とい
うところを見ていただきますと、谷下先生の論文からの抜粋ですけれども、犠牲者率が相
対的に高い地域は海から少し離れた行政区でありとあって、そのあとに「チリ津波が来て
おらず、かつ、徒歩 5 分以内で海が見えない行政区である傾向がみられた」と書かれてい
るのですね。
つまり、見える、見えないという簡単な問題ではなくて、むしろ、海とともに生きてい
る、海の怖さを知っている。だから、逃げなければいけないという意識を持っていること
が重要だということでございまして、海から少し離れていて、
「ここには津波は来ないだろ
う」と安心しているところで多く亡くなられたという結果も、別の地域ですけれども、出
ております。そのような意味でございまして、菅原市長がおっしゃるように、見えるから
安全だ、見えないから安全でないということではないということは、おっしゃるとおりだ
と思います。少し説明を省いてしまって、誤解を与えたかもしれませんので、少し補足説
明をさせていただきました。
（コーディネーター・小島）

今、菅原市長の方から出た

話の中の 3 点目のところは、結構重要なポイントだと思い
ます。先ほどから、ソフト、ハード等を組み合わせてとい
う意見があるのですが、どうしても国の予算が、ハードに
は予算がつくけれども、ソフト的なもの、例えば、避難路
の整備というところになると予算がつかないなどといった
形になっていって、実際にはトータルでいろいろな対策が
必要なのに、結果としてバランスがよくなくなってしまう。
その結果として、総合的な対策が十分取れないという問題
があるのでしょう。やはりここのところは、きちんと理解をして、総合的な対策が可能に
なるような仕組みを作っていく必要があるのだろうと思います。
もう一つは、先ほど室崎さんの話の中でも出ましたけれども、海とともに生きることに
よって、人の日常的な生活のなかで、避難に向けた訓練がされていく。今、幸田さんの方
から、海が見える場所にいることによって、避難が実際に進んだということにも結びつく
ところだと思うのですけれども、防潮堤によって海との関係が遮断されることによって、
リスクがかえって出てくるのではないか。要するに、見える、見えないという問題ではな
くて、先ほどから、この第 2 の視点では防災の話をしているのですけれども、防災という
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ものが、直接関係ないようにも見えるかもしれないけれども、環境や景観といった問題と
総合して考えていかなければ、実際には、防災も実現できないのではないかというところ
だと思います。
その点について、先ほど話が出たときに清野さんの方からご意見があったので、清野さ
んのご意見をいただければと思います。
（清野）

防災と環境を分けて考えるという思考習慣は、それはなかなか変わりません。

地域にもう一度入って、どのような暮らしがあったかを聞き直すことが重要なのです。こ
れだけ頻度が高く津波が来る地域で、皆さん、どのように細かい地形を読みながら家を造
り、避難をする申し合わせをしていたか。そういう暮らしが残っていたはずなのですが、
そこをもう一度引き出すということだろうと思います。これは、先ほどの一連の先生方の
お話の中で、国の予算制度も、いわゆる工学という構造物を造るものも、基本的には一律
でということで、ユニバーサルなものを追求してくるということであったわけですけれど
も、それで国やエンジニアリングが世界を構築してきて、予算措置や法律もあるのですが、
その方向の逆から走っていく場合には、かなりローカルな話から考えていくしかないのだ
ろうと思います。
気仙沼の小泉地区や、あるいは七ヶ浜の方々、蒲生で被災された方の、被災されていて
も生き残った方の行動を聞いてみますと、やはり小さい頃から遊んでいて土地感があった
り、いろいろな住民のお話を聞きながら育つ中で、かなり具体的な空間イメージがあった
のです。ふだんは暮らしや環境の活動があったり、そのようなことは意識化されないのだ
ろうと思いますけれども、年 1 回だけ、お祭りなどのときにある場所に必ず行くというこ
とが意識化され、それが、隣サイドの人がパニックのときに、
「ここに逃げるんだ」という
ことを、いきなりスイッチが入ったようなことがございます。
ですから、一連の議論の中で、道路や避難というものが、どうしても数値的なものを求
めてくる。国の制度というものに対して、やはり地元が、行政も民間も個人もなく、個別
に合わせるところの方法論を提示していかない限りは、そこのすれ違いが続くのだろうと
思います。県でも、やはり予算制度というのは防災と環境の二つに分けてしまうのですけ
れども、地元はもっと統合した中で生き残ってきて、先をもっとマウンドにして高めにす
る、浚渫した泥を盛り上げて日和山にするなど、いろいろなことをやってきたと思います
ので、自然地形の中に人間が介在して、少しでも安全に、あるいは利用ができるようにし
てきた痕跡から学ぶべきです。
それは、もっと制度ということから、お金のことから、特に、日弁連の方には、今後、
いろいろとしていっていただきたいのは、法律がよって立つ法理、法の理屈があると思う
のですけれども、それすらも全部縦割りになっていて、横串に刺す作業を被災者自らする
しかないところに追い込まれ、かつ、今日もこれだけの方が来て、近代日本の中で作って
きた様々な制度や基準をゼロから組み直す作業を被災者の方自らされているということの
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感動するような状況というものを受け止めて、それに関わる全ての人がそのような問題の
捉え方をしながら、普遍性と個別性、あるいは地元から立ち上がってくるものと、国や学
者が一般論で説いてきたものを合わせていく作業をしていく必要があると思います。
（コーディネーター・小島）

どうもありがとうございます。だんだん時間がなくなって

きているのですが、今の話は、非常に重要な話だと思うのですね。ある意味、今回の東日
本大震災の復興の中で、今日は、防潮堤という問題を取り上げていますが、単に防災とい
った問題だけではなくて、近代日本がずっと歩んできた、海岸、あるいは生態系、人の暮
らし、それから、それらに対応する行政の在り方、縦割りされた行政といったものが、問
題だったのではないかと。そのような問題が、様々な形で集約して表れていることなので、
そのような問題点を全て解決していかないと、震災復興の在り方の問題が解決していかな
いのではないかというようなところの問題提起だと思うのですね。
そのような中で、合意形成という、第 3 の問題に入っていこうと思うのですが、昨年、
日弁連は、実はこの同じ場所で、
「復興まちづくりと住民合意形成の実態」というシンポジ
ウムを開催しました。先ほど災害復興基本法の提言についても紹介いただきましたけれど
も、合意形成に関係があるので、簡単に災害復興基本法の提言の合意形成についての考え
方を、幸田さんの方から説明いただければと思います。

［合意形成の観点からの議論］
（幸田）

はい。今、お話がございました、昨年、この場所で、日弁連主催で「復興まち

づくりと住民合意形成」というシンポジウムをさせていただきました。復興 3 年目という
ことを冠して、ちょうど 3 年目に入った時期にさせていただいたわけなのですけれども、
その当時、復興がなかなか進まない。それは、非常に問題があるというような、マスコミ
報道等も含めてされていたわけですけれども、住民の合意形成を大事にしなければいけな
いということで、仙台でシンポジウムを開催しました。復興は、まさにまちづくりそのも
のである、したがって、じっくりと住民の合意形成をする必要がある。そこには、時間を
かける必要がある、急いではいけないということが、パネリスト、シンポジウム全体の一
致した意見となりました。
復興については、住民の合意形成はしっかりと時間をかけてやるけれども、決まった計
画は迅速に行っていくことが必要だということでありまして、計画を急いで住民合意形成
なしに作ってしまうということになりますと、まちづくりは、将来のその町そのものの在
り方を決めることですので、それはよくないのだということが、シンポジウムの結論だっ
たと思っております。今、それからさらに 1 年たっているという状況にあるわけですけれ
ども、合意形成についてのいろいろな議論が、もっと早く、時間をかけてやれたのではな
いかという気もしております。
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それから、日弁連が提唱している災害復興基本法については、資料の中に入れておりま
すが、4 項で、「被災者は、復興の在り方を自ら決定する権利を有する。」とあります。11
項では、「復興には、被災地の民意の反映と、少数者への配慮が必要である」、12 項では、
「復興には、被災者および被災地の自立的な意思決定の基礎となる情報が迅速かつ適切に
提供されなければならない」と規定をしておりまして、合意形成の重要性について触れて
いるところでございます。
復興の主体は住民そのものだという意識をしっかり持つということが大事ですが、やや
もすると、行政はそのような意識が希薄になりがちではないか。行政自身が、復興のいろ
いろな事業を進める責任がある、あるいは復興計画について責任があるという意識を持つ
ことは、当然必要なことでございますけれども、様々な復興事業が住民に対してどのよう
な価値を持っているのか、どのような影響を与えるのかということを常に意識して、行政
も進めていかなければならないと思います。また、行政や政治というのは、住民よりも少
し先を行っていると思いがちですけれども、先ほどお話がございましたように、地域に根
差した住民のニーズというものは住民が一番よく分かっています。地域の生活者として住
民が、その町で生きていく、将来の姿をどうするかということを一番真剣に考えているわ
けですので、そのようなことを十分踏まえて行政は行っていく必要があると思います。
その上で、やはりプロセスというものが非常に大事であると思います。今日も何人かの
方からお話がございましたけれども、プロセスを共有する。そのプロセスにおいて、情報
をきちんと開示する。公平で偏らない情報を住民に与えて、住民が自ら考えて、住民に判
断を強制するということがあってはならない。説明会が形式的な形にとどまっているとい
うような事例も幾つか聞くわけですけれども、実質的な議論をきちんと尽くして、合意形
成に至るようにしなければならないということでございます。また、意見をなかなか出し
にくいという住民も多いわけですので、できるだけ意見を出しやすくするということも必
要だと思います。
村井知事の発言録を資料として付けておりますけれども、
「復興交付金が数年でなくなる。
最終的には私の責任で決断する」「私どもは非常に焦っている。年内に合意に至らないと、
気仙沼だけの問題ではなくなる」と言って、時間がない、お金がなくなると、脅すような
ことを言っているわけであります。合意形成をする上で、絶対に言ってはならないことを
言っているわけですね。時間が足りないなら、それを確保するように国なりに働きかける
ことが、むしろ知事の使命ではないかと思うところでございます。また、知事は、
「どんな
に批判があっても」
「頑固だと言われるかもしれないが、私に課せられた使命だ」と言って、
自分が責任を持つから従えというような言い方をしているわけですけれども、住民の合意
形成について、全く分かっていないのではないかと思っております。
そして、合意形成では、先ほど清野先生のお話がありましたように、複数の案を出すと
いうことが大変大事なわけですけれども、宮城県は、それはしていない。皆が納得できる、
オープンな議論の場が用意されているかという点についても、情報が当初、十分開示され
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ていなかったことや、知事の「私の声を直接伝える」という発言に見られるように、情報
を提供して住民に考えてもらうのではなくて、住民を説得するというスタンスに終始して
いるということは、問題があると思います。
先ほど瀧上先生のお話がありましたけれども、問題の基本的な構造は岩手も宮城も同じ
なのですが、柔軟性や、住民あるいは市町村の意見を受け止めてやるという点についての
違いというものは、岩手と宮城で比べるとかなりの違いがある。私も、何回か被災地に来
て、いろいろな意見を聞いておりますし、防災の専門家の方々が実際に被災地で話をして
いるという体験も聞いておりますけれども、岩手県と宮城県では、相当違いがある、宮城
県の対応は硬直的であると私は思っております。
最後に 1 点、復興のまちづくりの合意形成について、ガイダンスを国交省の都市局が作
成されていて、これはいいことだと思っておりますが、都市局はまちづくりを担当されて
いるので、合意形成の重要性が分かっているということでありますけれども、この合意形
成のガイダンスというものを、河川局は作っていない。都市局のガイダンスの中には、長
い文章なのですけれども、去年のシンポジウムのときはそれを題材にしていろいろと活発
な議論を闘わせたのですが、防潮堤の「防」の字も出てきません。防潮堤の高さと高台移
転やまちづくりは密接に関係しているわけですけれども、防潮堤の高さはどこか別のとこ
ろで決まっていて、それを前提に復興まちづくりをするというような、おかしな考え方に
なっている。国の縦割り、局の縦割りと言ってしまえばそれで終わってしまうのですけれ
ども、国全体として、住民の合意形成についての見識を、もっと深めていただく必要があ
るのではないかと思っているところであります。
（コーディネーター・小島）

どうもありがとうございました。先ほど、住民の合意形成

がどのように図られているかという、現場の生々しい話が瀧上さんからもありましたし、
合意形成が図られたところでなければできていないはずの防潮堤を造られたところで、で
きた防潮堤を見て住民の方が、
「こんなものができて大丈夫なのか」という不安を抱いてい
るということが、三浦さんの方からもご紹介いただきました。
（幸田）

今日は、菅原気仙沼市長がいらっしゃるので、申し上げたいのですが、気仙沼

市長である菅原さんは、合意形成については、住民と行政がアイデアを出し合うことが合
意形成だと言っておられます。また、守るべきものは、命、社会基盤、産業基盤が基本だ
けれども、浜によって守るべきものが異なるので、浜ごとに十分議論していきましょうと
おっしゃっておられて、大変素晴らしい合意形成についてのお考えをお持ちであると思っ
ております。
（コーディネーター・小島）

そのような中で、結構形式的に合意形成が図られている部

分もあると思いますし、それがなぜ難しいかという話について、長峯さんが、極めて明快
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にプロセスの違いを話しておられました。この問題がなぜ起きてきたかというところは、
長峯さんの話の中でだいぶ分かりやすい提案をいただいたと思いますが、これをどのよう
にしたらいいのかというところで、長峯さんの方から、もしご意見があれば、お願いいた
します。
（長峯）

はい。資料集の 46 ページぐらいから後ろについては、先ほどお話しできませ

んでしたので、その辺にも触れながら補足したいと思います。
気仙沼市は、「防潮堤を勉強する会」という市民が主体となった住民集会が、2012 年 8
月から始まりました。その少し前に防潮堤に関する住民説明会が、海岸・浜ごとに行われ
ましたが、その後、行政からの情報提供はいったん休止し、2013 年秋ぐらいから、改めて
やり直しの住民説明会が行われてきました。その中で、一部ですが、計画の見直しが行わ
れた海岸・浜もあります。この間、市民たちが主体的に始めた「防潮堤を勉強する会」と
いうものが、素晴らしいという言い方には語弊があるかもしれませんが、市民たちが相当
のエネルギーを使った大変に重要な取組になったと思います。
また、それを気仙沼市の方も、そして市長自身も、元々、日本一魚に詳しい市長を自負
しておりましたが、魚だけではなく防潮堤についても専門家のように非常に詳しくなり、2
年近くの時間をかけて、ようやく見直しが一部で行われたというわけです。その間、気仙
沼市民の防潮堤の知識レベルも上がって、日本一防潮堤に詳しい市民になったように思い
ます。そのような意味では、市民の一体感も強まったし、知識という点でのレベルも高く
なりました。住民参加と言ってよいか分かりませんが、住民が動いて、市がそれに応えて
見直しが少しでも行われた、ということではよかったと思っています。
ただ、見直しが一部で行われたとはいえ、宮城県の方はやはり頑ななままで、Ｌ1 とい
う基準を変えたわけではなく、あくまでＬ1 か原形復旧かのどちらかという態度です。気
仙沼市の方が独自にシミュレーションをして、原形復旧でも行けそうだというところを市
の方から提案をして、そこについては理屈が通れば県の方も動いてくれるという形です。
しかし、私からすれば、Ｌ1 が明治三陸地震津波の高さだということも元々行政サイドの
裁量で決めていることですし、それを基にして防潮堤の高さの指針を出し、シミュレーシ
ョンをかけて災害危険区域の線引きを行っているわけです。災害危険区域に入るか入らな
いかというところに、ある意味で議論が集約してしまっていることは非常に残念に思いま
す。
それよりも、やはりもっと入口の気仙沼という町や港をどのように再興していくのかと
いうまちづくりの議論が行われていれば、ということです。防潮堤反対を言っている人ほ
ど、町に残って、町を再興したいという思いが強い人のように思います。その人たちの議
論や思いを防潮堤計画に反映させる場がなかったことが、非常に残念です。国にしても、
国の指示に従った県にしても、災害復旧事業でなんとなく「行けるんじゃないか」と甘く
思っていたかもしれません。従来型の行政が主体となって計画を作り、住民説明会を開い
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てシャンシャンで終わろうという感じで、進んできたこと
が残念です。結果としては、住民も大いに勉強したかもし
れませんが、その間は失われた 2 年半という感じがしてい
ます。
それからもう一つ、どうしたらいいのかという質問があ
りましたが、これは現行の法制度を超えた話かもしれませ
んが、資料の 51 頁あたりにそのことを書いております。そ
の点については、他のパネリストの先生方も「一律基準は
おかしい」という話をしてくださいました。そこに「分権化定理」という言葉があります。
これは元々、財政学では有名な話なのですが、地域によって人々の好みや選好が違う場合
には、国が一律で政策を決めるよりも、地域ごとの好みに合わせて政策を決めた方が、社
会全体の満足度は必ず高まるという理論です。
地方分権改革を進める一番根拠となる考え方でもありますが、これを環境政策に応用し
たものに分権的環境政策（Environmental Federalism）という考え方があります。これ
は、自然環境を保全するため政策を採る際に、どのレベルの政府が、どの範囲で政策を決
定し実行するのが望ましいか。例えば、地球温暖化の問題であれば、どの位のエリアで政
策を採るのが最適か、といった話です。この場合、森・川・海を対象とした政策とか防潮
堤の政策は、まさに地域ごとに小さなエリアで政策決定すべき、ということになるわけで
す。
先ほどの話であれば、同じ避難道でも地区によって違うのだと。同じ道路でも、あると
ころでは避難道になるかもしれないが、別のところではならない、といった、その地域ご
とにハードとソフトの対策をどのように組み合わせたらよいかを考えるべきと。
さらには、
地域ごとに昔から受け継いできた暗黙知による対策があるかもしれない。私が育ったとこ
ろでも、
「風呂には必ず水を溜めておけ」といったことがありました。地域の暗黙知、分権
的な防災対策と減災対策、ハードとソフトを組み合わせた政策を分権的に選べるような仕
組みが必要ということです。
それに、三陸沿岸域全体で 8,700 億円でしたか、被災地 5 県で大変な予算が付いている
わけですが、誰もコスト意識を感じていないことも問題です。8,700 億円を誰が負担する
のか、と感じている人は誰もいないわけです。今の制度ではすぐには無理かもしれません
が、8,700 億円という予算があれば、防潮堤以外で何ができるかというシミュレーション
をして、その中で住民に「どれを選ぶか」という選択権を与える。そこまで極端なことを
言わないまでも、小泉海岸の防潮堤だけで 230 億円でしたでしょうか、大変な予算が使わ
れるわけです。この 230 億円を使って他に何ができるかというシミュレーションを是非や
って、代替案を議論できるような政策決定の環境を作ることが望まれます。現在のように、
原形復旧かＬ1 か、0 か 1 かという議論だと、住民たちも意見が分かれてしまう。議論の順
番はまちづくりからで、線引きが必要なところには幅を持たせて、最後にＬ1 の具体策と
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いった決め方ができないものか。少し理想的な話をしたかもしれませんが、それぐらいの
議論の仕方を是非して欲しかったし、被災地には住民参加でまちづくりの先進モデルにな
って欲しいと思っています。
（コーディネーター・小島）

どうも、大変ありがとうございました。昔、ドイツに住民

参加の問題で調査に行ったときに、ドイツの場合は、いろいろな計画を作るときに、必ず
複数案を提起して、理由を提示して、その複数案によってどのように影響が異なって、利
点はどのようになるかということを示した上で住民に選択をさせて、住民が意見を出した
ら、行政の側が必ず回答していくというシステムを作っているのです。なぜそのようなシ
ステムを作るかというと、最初の段階でそれをやった方が、結局コストが安く済む。要す
るに、最初に十分住民参加をしないで、一つの案を決めて進めてしまって、後でどうにも
ならないとなった場合の方が、かえってコストが高くなる。手戻りを防ぐためにも、最初
の段階で、十分にそのような選択を行った方がいい。
ある意味、今回のものは、途中まで来てしまっているので、その失敗が起きつつある段
階だとは思うのですけれども、今、長峯先生の方からいただいた話は、むしろもう 1 回原
点に返っていろいろと考え直すという方が、長期的に見るといい結論に導かれることがあ
るのではないかというご意見だと思います。そのようなときに一つの重要なポイントにな
るものとして、国の今の政策なり、進め方の問題があると思うのですが、室崎さんの方で、
その辺について何かご意見はありますでしょうか。
（室崎）

まず、最初に申し上げたいのは、合意形成とはどのようなことか。これは、菅

原市長のお話や三浦さんのお話で説明がついているように思うのですけれども、私は、み
んなが満足できる、あるいは、みんなが納得できる案を作り出すことだと思います。
では、なぜみんなが満足できる案を作り出すのかというと、一つは三浦さんが言ったこ
とで、違った意見といいますか、堤防が要るという人と要らない人。当然、一人一人の立
場を考えると、ありうるわけです。しかし、それを乗り越えて、お互いに理解し合いなが
ら、いわゆる排除の論理ではなくて、包摂の論理でお互いがお互いを理解し合って、なぜ
この人は堤防が要るとか要らないとか言っているのかということを理解して、お互いに問
題解決の糸口を探っていくと、共通の答えが出てくる。お互いを理解し合うプロセスが非
常に重要だということが、1 番目です。
2 番目は、菅原市長が、アイデアを行政と市民が一緒になって出すと言われました。行
政と住民の信頼関係がないと、合意形成はできないわけです。そのような中で、行政がも
っともっと被災者に向き合って、どんどん情報を提供するなど、そのような対策をしっか
りやらなければいけない。住民の方も、行政に反発するだけではなくて、行政と一緒にや
ろうという動きにならないといけない。まさに行政と住民の信頼関係をどのように作るの
かということを、しっかりやらなければいけない。
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3 番目は、それだけでは答えは出てこないです。みんなが賢くならなければいけない。
対立を回避しよう、従来の考え方を乗り越えようとしたら、もっと深く問題を認識し、勉
強会をすることです。みんなで勉強して、新しい知恵や新しいノウハウを獲得する。世界
の知恵や経験を暗黙知も含めて全部持ち寄って、新しい答えを生みだす力をつける。その
ようなことによって初めて合意形成はできるので、手を挙げてシャンシャンと多数決で決
める、そのような合意形成とは全く違うということを理解していただきたいです。
そのうえで、時間がないのですが、私の極めて個人的な主張を最後にさせてください。
私は、災害危険区域は限りなくなくした方がいいという意見を持っています。災害危険区
域が要るという根拠は、夜間にぐっすり寝ていたときに巨大な津波が来たら、死ぬという
ことにあります。だから、そこには住んではいけないという論理なのです。しかし、みん
なぐっすり寝ていても起こす方法があれば、助かる可能性が出てきます。先ほどの暗黙知
ですが、私は子供のときから、枕元に明日着ていく洋服と靴を置いておけと教えられてい
ました。これは、空襲が来るので逃げる用意をしておけということです。空襲は、まさに
Ｌ2 です。空襲が来たときに、夜中に寝ていても逃げなければいけない。空襲以外でも、
山津波も起きるし、山火事も起きるし、土石流もあるし、何が起きるか分からないわけで
す。そのような意味で言うと、夜間でも、いざというときに逃げられる仕組み。枕を高く
して寝られないかもしれませんけれども、そのような文化を作ることによって、夜間でも、
昼よりは 10 分遅れるけれども、逃げるための最大限の準備をしておけば、なんとかなる。
10 分で起こして、安全な場所に逃げることができる地域は、そこに住んでもいい。ただ、
夜間にどうしても逃げ切れない地域があれば、それは災害危険地域で、そこに住んではい
けない。
これは何を言っているかというと、先ほどの「賢くなる」。国が、いろいろと根拠を言う
のですが、それは本当かと疑ってみる。それは、半分は正しいのですけれども、半分は自
分のためにそのような主張をしているだけで、そこの主張を見破って、それを覆す論理で
再考しなければいけない。そのために賢くならなければいけないということで、夜間は本
当に逃げられないのかということを疑ってみる必要がある。私は、海辺にできる限り住ん
でほしいという考え方を持っている、防災学者としてあるまじき態度ですけれども、危険
を正しく認識した上で住むのが人間で、その危険性をクリアするのが防災の技術者の責任
です。技術の進歩によってそれを解決しないといけません。みんな山に逃げられたら、防
災学者の仕事はなくなります。以上です。
（コーディネーター・小島）

久保田さんと菅原市長に一言ずつコメントをいただきたい

と思います。菅原市長、お願いします。
（菅原）

何を言ったらいいかというところですけれども、合意形成ということにつきま

しては、私たちにとっても大変大きな課題であります。先ほど他の方からのお話もありま
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したけれども、鶴見先生の資料の 15 ページの下の方に「慎重論の一方で」ということで、
①、②、③とありますね。③の、初めから合意形成をするつもりがない人や、被害に遭う
可能性がない人は、合意形成から除外せざるを得ないのではないかという考え方も一方で
はあるというお話なのですが、被害に遭う可能性がない人を合意形成から除外せざるを得
ないということは、それはなかなか言えないと思います。景観というものはみんなの共有
物だし、気仙沼に来なくても、気仙沼がいいところだと思っている人は私たちにとっては
大事ですので、その人たちの意見を聞かなくていいということにはならないのではないか
と思っています。
一方で、現実に合意形成をしていく段階で、初めから合意をする気のない人は困るとい
うことが実態だと思います。私は、先ほどの話の中で少し触れましたが、防潮堤を勉強す
る会の最終回のゲストだったのです。それまで勉強会で出てきた全部の質問を並べて、お
答えをするということですが、勉強する会でも合意形成について、同じ質問がありました。
お話をしたのは、
「絶対という話ではないけれども、合意形成をしようとする人が集まって
話せば、必ず合意は形成できるというふうに私は信じています」とお話して、そのときの
最もホットな話題だった気仙沼内湾地区というのは、いろいろな皆さんの努力があって、
実際は合意形成が、最初は全く予想していなかった展開で、結果として出てきました。そ
のような意味で、合意形成をするのだというつもりでその場に望むということが大事なの
ではないかと思っております。
先ほど幸田先生から、期限を盾に取ってはいけないという話もありまして、私もそう思
っていて、朝日新聞に 1 回出ていたことがありましたけれども、私たちの役目というのは、
今、こんなに工事が混んでいる中で、いつまでやらなくてはというよりは、防潮堤が無け
れば、危険かもわかりませんが、今の段階は、比較的安全なところに皆さん住まわれてい
ますので。したがって、期限の方を国、県と話をする方が、私たちにとって大事な仕事だ
と思っています。
もう一点、これを防潮堤建設の説得材料にしてはいけないと思っていることが一つあり
まして、岩手県も宮城県の他市町も素直に皆さん防潮堤を受け入れています。そして、造
られる。では、気仙沼だけ受け入れなかったらどうなるかという話をしてはいけないと思
っています。実際造らなければどうなるかというと、大変な目に遭います。他の市町村に
全部防潮堤ができました。気仙沼だけ防潮堤ができません。津波が来ました。多分、何の
保障もないのです。激甚災害も適用されないなど、されるかもしれませんが、
「気仙沼だけ
何なの」ということになってしまうというようなことは、やはり議論の場では、行政とし
ては非常に危機感を持っているのですけれども、それを前面に出してはいけないのではな
いかと思います。
ただ、一方で、似たような議論で説得力のあることがあります。気仙沼に全国の鰹漁船
が入ってきます。それが気仙沼の糧です。残念ながら市経済の大きな糧なのですね。気仙
沼の港は津波で使えません。大船渡も女川も石巻も津波の被害がありませんでした。漁船
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は、全部そっちの港に行きます。そうしたら、気仙沼はどうなるのかということに関して
は、事業者の方々は「それは困る」とおっしゃいます。ただ、そこまでいかない段階で、
合意の形成はしなければいけないと思っています。
それから、今、私たちが具体的にやっているのは、県の方が地域に入って説明をされる
場合には、必ず前もって市に来てくださいと言っています。そして、毎回、このようなこ
とに時間を使っておりどうかなと思いますが、私も入っております。案を見せてもらって、
「これは受け入れられないと思いますよ」と、いろいろとお話をしています。それで提案
を直してもらったものもあるし、「1 回だけ説明させてくれ」ということで、「分かりまし
た」ということもありましたし、申し訳ないけれども、市の立場としてはその場で反対の
意見を言わせてもらうということもありました。そのようなことを丁寧にやっていかなけ
ればならないと思っています。
それから、もう一つ合意形成の中で、また、住民の意見を汲み取る中で難しいのは、被
災をしていない人、再建のなった人は、比較的先を見られるのです。まちづくりを考えら
れるのです。
しかし、仮設住宅から公営住宅へ行くことだけが今の最大の目標である人は、
たくさんいるのです。気仙沼市には数千人いるのですね。その人たちの判断というのは、
極めて刹那的な判断になってしまう傾向が強いです。その人たちの話が刹那的だから、そ
れを無視していいのかということには、行政としてはなかなかならない。ここは非常に悩
みどころだと思います。
その人たちに切々と、防潮堤がどうだ、何がどうだということを説明することがいいの
か、その人たちのために１日も早く公営住宅を建てることがいいのかということになれば、
間違いなくその人たちの今の苦しみを救ってやらなければいけないということもあって、
住民の意見をどのように我々が見ていくかということも、課題ですし、答えはないと思い
ます。その場、その場でそれをどのように理解していくかということが、私たち行政や政
治に携わる者のやらなければならない責務なのだと思っております。
（コーディネーター・小島）

どうもありがとうございました。この間、今日の話の中で

は、基礎自治体に権限をできるだけ委ねることの意味ということも、まさに共通したテー
マだったりするのですが、なかなか県の方としては、そのあたりでどのように権限を分配
していくかという問題もあると思いますけれども、久保田さん、そのようなことも含めて
最後にコメントをいただけますか。
（久保田）

そうですね。合意形成に関しましては、私どもも地域の方々を見習って、例

えば、そこの市町村以外、県外の方々も参加し、逆にそのような方々の方が多い説明会も
ございます。
いろいろな意見を聞きまして、それをどのように反映できるかということで、
場所によっては、元々の案、皆様からいただいた案という形での説明等も行っているとこ
ろでございます。これからも、まだ合意に至っていないところもございますので、引き続
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き真摯に取り組んでまいりたいと思います。
また、まちづくりと防潮堤と、何となく相反するような形のあれですけれども、我々は、
防潮堤とまちづくりは一体ということで、全ての箇所で県、関係市町と打ち合わせをしな
がら取り組んでいるところでございます。決して防潮堤が先で、まちづくりが後だという
ことではございません。その辺は、ご理解いただきたいと思います。
それから、最後の基礎自治体に委ねるというところでございますけれども、やはり皆様
からも意見が出ましたが、地域には、その地域特性のものがございます。そのようなこと
を特別の形で進められるのが一番でございますが、法律やいろいろな補助金など、そのよ
うな形の関係もありまして、なかなか本来の地方自治というものが、直ちに取り組めない
ということが現状でございます。この辺につきましては、皆様からの意見をいただいて、
いろいろなところで議論していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
（コーディネーター・西島）

会場からご質問・ご意見をいただいておりますので、一部

ですが、紹介させていただきます。防潮堤に関してのご質問で、
「メンテナンスの費用はど
うなのでしょうか。耐用年数はどうなのでしょうか」。あるいは、「最近は人材や資材が不
足し入札が不調になる例が増えていると聞いていますが、計画とどのように関係するので
しょうか」「県の浸水時のシミュレーションのプロセス、条件はどのようになっているか、
環境アドバイザー制度で、アドバイザーの意見やそれに対する対応は公表されるのでしょ
うか」というようなご質問がありますので、今後コミュニケーションしていただいて、宮
城県からご説明していただければと思います。
その他なのですけれども、住民どうしの合意形成が難しい、また、
「被災地域で人々が生
きていこうという社会づくりが大事ではないでしょうか」
というご意見をいただきました。
どうもありがとうございました。
（コーディネーター・小島）本来であれば、会場の皆さんからのご意見を、幾つかいただ
きたいところですが、司会の不手際で、すでに終了予定時間を 25 分経過しておりますが、
最後にご意見ありましたらお願いします。
（和田）

ありがとうございました。菅原市長に確認したいのですが、菅原市長が合意形

成ということでご尽力をされているということは説明から分かったのですが、15 頁の上の
部分にあります、気仙沼の小泉地区。これにつきましては、私、住民の話をよく聞いてお
りますけれども、果たしてこれで住民合意と言えるのかという疑問があります。
地域振興会の会長から、たしか 5 人の方が発言したけれども、そちらからの要望が出て
いるということですが、ここにつきましては、住民説明会に最終的に昨年来たのが 120 人
ということで、地域住民の人口 2,000 人から考えると、なぜこの 120 人しか来なかったの
かということで、ヒアリングしました。厭戦ムードといいますか、そのようなものがあり
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ました。会に来た人も半分ぐらいしか拍手をしていなかったわけですけれども、これで果
たして合意と言えるのか、その点だけ確認をさせていただきたいと思います。
（菅原）

これは県の主催ですから、そこに出席していない気仙沼市長がそこについてお

話をすることは、非常に慎重にしなければいけないと思います。私が報告を受けているこ
とについて言えば、合意形成というものがある程度なされて、そのあとに国の政務三役が
来られたときに、早くしてもらいたいと。早く防潮堤整備を始めてもらいたいというよう
な要望書が、地域の、これは本吉町の場合、振興会という会なのですけれども、関係する
振興会の連名で出されました。
私は、それで決まりなのかなと思っていたら、
もう１回念のために住民説明会を開いて、
そのときに私が聞いたのは、お一人の方がいろいろとご意見をお話ししたけれども、その
方のお話も反対するものではないと断ってのお話だったと聞いております。あとは、賛成
する人が半分なのかは分かりませんが、会場から拍手がされたので、最終的に合意となり
ました、という流れと思います。ところが、和田先生も熱心にヒアリングしていただいて
いるように、いまだに、そこにいる人で、いろいろな問題点を県などに示している人たち
がいるという中で、そのときに出た、
「ここはどうなるの」という何点かの懸念があったと
聞いています。何点かの懸念については、別途県の方で検討会を、住民の皆さんも、いろ
いろなセクターの方もいらっしゃると思いますけれども、入れて検討会を開いて、そこを
クリアにしていくということで最終形としたい状況であると聞いています。
その場所のことだけを言えば、実際とてつもない津波の勢いだったのだと思うのですが、
気仙沼としては全く予測がつかないような、海が全く見えないような、ドッグレッグして
数キロ遡って、当市の本吉病院という市立病院も被災しました。今回、この防潮堤の高さ
によってＬ2 シミュレーションをかけて、ようやくぎりぎり浸水はしないという状況にな
っていますので、何らかの形でそのことはキープしてほしいと思っています。それはいろ
いろなやり方があるのかもしれませんが、その中で、フロントのＬ1 堤防をどうするのか、
二線堤として国道をどうにかできないのかといういろいろな工夫があるのかなと思って、
実は私は、内々に県の方ともそこを詰めました。
詰めたところ、実はセカンドラインになりえるかもしれないと期待をした国道が、高く
すると逆に壁になって、津波の勢いが横に分散して、特養施設、小学校にもＬ2 の場合は
津波が行ってしまうということが分かったので、市として基本的に現計画を支持すること
としました。市として非常に関心があるといいますか、ぜひともと思っているのは、海水
浴場の復活です。その後ろに駐車場や植林などを市の方でさせてもらいたいという動きを、
今、やっています。清野先生のところで絵もありましたけれども、県の方で以前何とか会
議を開いて景観に気をつけると言ったものの、コンクリートのままなのです。そこは、海
岸法も改正されるということなので、後ろが森、山も許されるのであれば、そこに芝を張
るのも可なのではないかと私などは思っていて、そこは、今回の県の検討会の中で、市か
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ら、それをぜひとも条件にしたいのだとお伝えしております。
そのような中で、こういうことは異例だとは思いますけれども、丁寧なプロセスという
意味ではその部分をやっていただいて、合意ができればそれに越したことはないと思いま
す。この小泉地区というのは、中島海岸、小泉川と二十一浜、そして蔵内という漁港があ
りますが、ここは最も気仙沼でも被害が大きいところで、そのような場所なのだと思いま
すので、丁寧なことを県もまたやるということでございますので、お願いしたいと思いま
す。もう一点、そのようなことというのは、他に合意が進んでいると思っている地域、浜
においても、やはり最大限の我々が思っている景観など、様々なことに配慮した防潮堤で
あったのかということを、基本設計から実施設計に移る段階で検証していきたいと思いま
す。私は、そのことによって、申し訳ないけれども、防潮堤の費用に関し、私は 10 億円
減らしました、20 億円減らしましたと。だからどうぞそのお金で避難道を造ってください
と言いたいのです。
（コーディネーター・小島）

どうもありがとうございました。では、終わりにさせてい

ただきたいと思います。今の話にも出てまいりましたように、合意形成ができたと言われ
ているところでも、まだまだ問題が潜んでいるということですので、改めて洗い直して考
えていくことが必要になってくるのだろうと思います。皆さんのご意見を述べていただく
機会がなくなり、申し訳ないと思います。貴重な意見交換ができて、非常によかったと思
います。以上でパネルディスカッションを終了します。
（司会）

パネリストの方々、時間の都合で十分な時間が取れませんでしたが、簡潔かつ

端的にお話しいただきまして、ありがとうございました。パネリストの方々に、盛大な拍
手を再度お願いします。
本日は、会場の皆様からの多数のご質問・ご意見が寄せられました。時間の関係でわず
かしかご紹介できませんでしたが、皆様から寄せられたご意見・ご質問につきましては、
講演者の担当の方にお渡ししておりますので、ご了解いただければと思います。また、ご
発言を希望された方のニーズにも応えることができず、大変申し訳ありませんでした。本
日のシンポジウムは、かなりの人に集まっていただきまして、元々250 部資料を用意して
おりましたけれども、全て配布済みとなっており、250 名以上参加いただきました。こち
らについても、どうもありがとうございました。
それでは最後に、日弁連公害対策・環境保全委員会の委員長、大木一俊より、閉会の挨
拶を申し上げます。
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７

閉会挨拶
大

木

一

俊（日弁連公害対策・環境保全委員会委員長）
（大木） 本日は、日柄も良く、皆さん外に行きたいとい
うのに、長時間にわたって私どものシンポジウムにお付き
合いくださり、どうもありがとうございます。もう時間も
ありませんので、簡単に挨拶させていただきますけれども、
本当はもっと長くやって、皆さんの意見を交えての意見交
換会をしたかったです。しかし、最後に、私どもが一番心
配だった、宮城県知事が地元合意をどうするか、環境の視
点をどうするかという点では、今日は、久保田次長が来て
いただいて、環境も配慮する。それから、できれば持ち帰

って、地元に投げかけるようなことを考えたいということを言っていただいたと思います。
問題は、これをどのように実行していただくかだと思います。これについては、皆さん、
地元に帰って、ぜひ「県はこういうような方針なんだから」ということで、声を上げまし
ょう。なるべくそこに参加していって、市や県や行政とともに、私たちも賢くなって、よ
い防災対策をしていければと思います。
今日は、本当に長い間私どものシンポジウムにお付き合いくださり、どうもありがとう
ございました。
（司会） 以上をもちまして、日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会発足 45 周年記
念シンポジウム「災害復興と持続可能性～防潮堤問題から考える～」を終了いたします。
皆様、お忘れ物のないようご確認のうえ、お気をつけてお帰りください。
どうもありがとうございました。（了）

62

資
料

出演者略歴（登壇順）
鶴見 聡志（つるみ さとし）
弁護士。日弁連公害対策・環境保全委員会委員。
仙台弁護士会公害対策・環境保全委員会委員。
清野 聡子（せいの さとこ）氏
九州大学大学院工学研究院環境社会部門准教授。
東京大学農学部水産学科卒業後，同大学院農学系・総合文化研究科で学ぶ。東京大学総
合文化研究科助手，助教を経て，農学修士（水産学）
，2010 年より現職。博士（工学）
。
河川法や海岸法の改正を契機に，多くの国，自治体の海岸保全・再生計画，事業，合意
形成会議に参加。現地調査をもとに実務・制度を環境や市民参加の点で拡充し，現場を
改善する目標にむけ，学際的な海岸研究に取り組んでいる。
専門は，沿岸・流域環境保全学，水生生物学，生態工学。特に，砂浜や干潟の生態系保
全，漁場の開発と保全の調整・合意形成，希少生物生息地の保全や再生，地域住民や市
民の沿岸管理への参加，水関係の環境計画や法制度，地域の知恵や科学を活かした海洋
保護区の研究等を行っている。海岸や沿岸域管理に関する国や自治体の制度の検討会，
合意形成会議に多く参加している。
学会活動は，日本海洋学会評議員，同沿岸海洋部会委員，沿岸環境関連学会連絡協議会
委員，日本水産学会水産環境保全委員等。
海岸関係の受賞は，土木学会デザイン賞グランプリ（青森県木野部海岸の再生事業）
，日
本沿岸域学会出版文化賞（
『川と海―流域圏の科学』
，
『
「里海」としての沿岸域の新たな
利用』
）
。
室崎 益輝（むろさき よしてる）氏
神戸大学名誉教授。兵庫県立大学防災教育センター長。
ひょうご震災記念 21 世紀研究機構・副理事長。
1967 年京都大学工学部建築学科卒業。神戸大学都市安全研究センター教授，独立行政法
人消防研究所理事長，消防庁消防研究センター所長，関西学院大学災害復興制度研究所
長を経て，2013 年より兵庫県立大学防災教育センター長。
日本火災学会賞，日本建築学会賞，都市住宅学会賞，防災功労者内閣総理大臣表彰など
を受賞。京都大学防災研究所客員教授，日本火災学会会長，日本災害復興学会会長，消
防審議会会長，中央防災会議専門委員，人と防災未来センター上級研究員，海外災害援
助市民センター副代表，ひょうごボランタリープラザ所長などを歴任。
著書に，地域計画と防火，危険都市の証言，建築防災・安全，大震災以後など。
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１

長峯 純一（ながみね じゅんいち）氏
関西学院大学総合政策学部教授。
1958 年宮城県気仙沼市出身。慶應義塾大学大学院経済学研究科博士課程単位取得満期退
学。博士（経済学，関西学院大学）。専門は財政学・公共選択論。
1986 年追手門学院大学経済学部専任講師，1991 年同助教授を経て，1995 年関西学院大
学総合政策学部助教授，1997 年同教授。公共財の研究からスタートし，地方分権や行政
改革や政策評価へと展開。近年，森林・河川・都市・港湾をつなぐ政策連携の必要性を
感じ，流域マネジメントや流域ガバナンスの研究にも着手。公共選択学会理事・日本公
共政策学会理事等。
震災関係では，気仙沼市の震災復興会議・震災復興推進フォーラムの委員を務め，気仙
沼大島を支援する研究者グループ「気仙沼大島みらいチーム」の代表として活動。主な
著作に，『公共選択と地方分権』（勁草書房，1998 年），『公共投資と道路政策』（共
編著，勁草書房，2001 年），『比較環境ガバナンス』（編著，ミネルヴァ書房，2011
年），『費用対効果』（ミネルヴァ書房，2014 年）など。
久保田 裕（くぼた ひろし）氏
宮城県土木部次長（技術担当）
。
1979 年新潟大学土木工学科卒，
宮城県庁入庁。
2008 年北部土木事務所栗原地域事務所長，
2010 年土木部河川課長，2011 年大河原土木事務所長，2013 年 4 月から現職。宮城県仙
台市出身，58 歳。
菅原 茂（すがわら しげる）氏
気仙沼市長。
1958 年 1 月 28 日生まれ。
1980 年 3 月
東京水産大学（現東京海洋大学）水産学部卒業
1980 年 3 月～1991 年 12 月 株式会社トーメン（現豊田通商）勤務
1987 年 6 月～1991 年 11 月 オランダ王国ロッテルダム駐在
1992 年１月～2006 年 12 月 株式会社菅長水産勤務
2007 年１月～2009 年 11 月 自由民主党宮城県第 6 選挙区支部(小野寺五典事務所)勤務
2009 年 12 月～2010 年 3 月 衆議院議員小野寺五典氏公設第一秘書
2010 年 4 月 30 日
第 2 代気仙沼市長就任
2014 年 4 月 30 日
第 3 代気仙沼市長就任
（任期：2014 年 4 月 30 日～2018 年 4 月 29 日）
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幸田 雅治（こうだ まさはる）
弁護士。日弁連公害対策・環境保全委員会委員。元総務省消防庁国民保護・防災部長。
1979 年 自治省入省
内閣官房内閣審議官，自治省大臣官房国際室長，総務省自治行政局行政課長，総務省消
防庁国民保護・防災部長等（2012 年 3 月総務省退職）
2012 年 4 月～2014 年 3 月 中央大学大学院公共政策研究科教授
2014 年 4 月～
神奈川大学法学部教授
2013 年 6 月～
弁護士登録（第二東京弁護士会）
三浦 友幸（みうら ともゆき）氏
気仙沼市防潮堤を勉強する会発起人。
気仙沼市大谷地区在住。
市内で塾の講師をしていたが被災し，
震災で自宅と母親を失う。
その後避難所の事務局を半年間続け，震災の支援活動を行う NGO 団体に入職。仮設住宅
入居後，防潮堤の計画を知り，地元大谷海岸での防潮堤に対する住民意見の反映を求め
る署名活動や，地域の合意形成に向けた取り組み，気仙沼市民有志で結成した防潮堤を
勉強する会の活動など，住民として防潮堤問題の解決に向けた活動を行う。
瀧上 明（たきうえ あきら）
弁護士。日弁連災害復興支援委員会幹事。岩手弁護士会所属。
2005 年 10 月
弁護士登録（兵庫県弁護士会）
2008 年 11 月
釜石ひまわり基金法律事務所所長
2010 年 11 月
退任
2011 年 2 月 20 日 釜石から東京に引越
2011 年 4 月
弁護士法人東京パブリック法律事務所に入所
2011 年 6 月
被災地に新事務所を開設するために退所
2011 年 7 月 11 日 釜石市中妻町に「震災復興をめざす岩手はまゆり法律事務所」開所
現在で開所後約 3 年が経過した。
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２ー１

問題提起（防潮堤建設をめぐって）
日弁連・公害対策・環境保全委員会発足４５周年記念シンポジウム
災害復興と持続可能性～防潮堤問題から考える～

２０１４年５月１０日
弁護士 鶴見聡志
1

はじめに
日弁連の最近の活動
２０１１年１１月津波被災と沿岸域の保全に関する視察
→岩手県庁、宮古市役所のほか、宮古市、釜石市、山田町、大槌町、
大船渡市、陸前高田市、気仙沼市の各沿岸を視察

２０１２年６月：「公共事業改革基本法」試案を国会に提出
２０１２年１０月：日弁連・第５５回人権擁護大会決議
「豊かな海をとり戻すために、海岸線の新たな開
発 改変の禁止、及び沿岸域の保全 再生の推
発・改変の禁止、及び沿岸域の保全・再生の推
進を求める決議」
２０１３年１０月：「防災・減災等に資する国土強靭化基本法案」
に対する意見書
２０１３年１１月防潮堤、公共事業等に関する視察
→気仙沼市役所ほか気仙沼市沿岸、南三陸名取閖上地区の視察
2
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第１ 防潮堤建設計画の概要
１ 東日本復興構想会議２０１１年６月２５日

「防波堤・防潮堤については、比較的頻度の高い津波、
台風時の高潮 高波などから陸地を守る性能を持 たも
台風時の高潮・高波などから陸地を守る性能を持ったも
のとして再建する」
２ 中央防災会議専門委員会２０１１年６月２６日中間とりまとめ
「海岸保全施設等の整備の対象とする津波高を大幅に高くすること
は、施設整備に必要な費用、海岸の環境や利用に及ぼす影響な
どの観点から現実的ではない 」
どの観点から現実的ではない。」
「しかしながら、人命保護に加え、住民財産の保護、地域の経済活
動の安定化、効率的な生産拠点の確保の観点から、引き続き、比
較的頻度の高い一定程度の津波高に対して海岸保全施設等の整
備を進めていくことが求められる。」

防潮堤計画の概要（つづき）

３ 「設計津波の設定方法等について」の通知（２０１２．７．８）
一定頻度（数十年から百数十年に一定程度）で発生してきた津波
定頻度（数十年から百数十年に 定程度）で発生してきた津波
の集合を対象津波群として選定し、そのなかで最も高い津波高から海
外堤防の高さを導出する

４ これを踏まえ各県では、
「別紙被災三県の海岸堤防高の設定状況」参照

4
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第２ 問題提起（環境面から）

１ 生物多様性に富む沿岸地域

⑴ リアス式海岸が養殖の好適地であることから、沿岸
部の住民は 多様な自然の恩恵を受けながら生活
部の住民は、多様な自然の恩恵を受けながら生活
⑵ 防潮堤の建設予定地域は、岩手県から宮城県北部
にかけてリアス式海岸が発達、宮城県南部地域は、
「蒲生干潟」「鳥の海」等の汽水域をはぐくみ 生物
「蒲生干潟」「鳥の海」等の汽水域をはぐくみ、生物
多様性に富んだ地域
多くの地域が、環境省が２００１年に指定した日本
の重要湿地
の重要湿地500選（№８０～８６）に指定されている。
選（ ８０ ８６）に指定されている

5

具体的には・・・
具体的には


藻場の豊富な広田湾



浅海域としてコクガンの飛来地である南
三陸海岸沿岸
 アマモが豊富な志津川湾


仙台湾周辺でも蒲生干潟をはじめとし
た仙台海浜潟湖群

6
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 ⑶ 農林水産省の生物多様性戦略（平成24年２月2日改訂）
「三陸地方は、リアス式海岸に見られる数多くの
「三陸地方は
リアス式海岸に見られる数多くの
細い入り江とその奥の狭隘な平地、そこに流れ
込む川など 森・川・海のつながりが濃密な地域
込む川など、森・川・海のつながりが濃密な地域
である。これら地域においては、生物多様性の
早期の復活 そして生態系サービスの増進のた
早期の復活、そして生態系サービスの増進のた
めには、森から川や海に至る結びつきを考慮し
て復興に取り組むことが重要である」
復興にあたっての生物多様性に対する配慮が指
摘されている

7

住民の財産としての景観

 青森県南部から岩手県、宮城県北部に連な
る三陸沿岸地方は リアス式海岸のもと美しい
る三陸沿岸地方は、リアス式海岸のもと美しい
地形が広がっている。その美しい景観そのもの
が重要な観光資源となっている。
 １９５５年に「陸中海岸国立公園」（現在：三陸
復興国立公園）として国立公園に指定されるな
ど、その景観が高い評価
8
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問題点（環境面）
（１）生物や土砂の移動が困難になるのでは・・・
特に巨大な防潮堤の設置がセットバックしない形で、波打ち際
になされると、陸側の砂の移動が抑制され、海岸特有の砂浜など
の陸地と海域の境界域を失うこととなる（大谷海岸防潮堤建設予
定地など）。砂浜や湿地、汽水域の消滅、それに伴う生物の絶滅
などを招来するおそれ

（２）環境アセスメントが実施されない
多くが震災復旧事業として実施されているため、本来環境アセス
を必要とするような大規模事業であっても、環境アセスメントが想定さ
れていない そのため 防潮堤建設が周辺環境へどのような影響を
れていない。そのため、防潮堤建設が周辺環境へどのような影響を
及ぼすかについては、事前に把握できない。漁業や生物多様性への
影響について未知数

9

 景観への影響
→巨大な壁の出現
→青い海と複雑な湾の地形、山等が一体となった美しい景観
が一変してしまう
観光にも影響

予定だとここまで
の高さとなる
（大谷海岸）
10
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第３ 問題提起（防災面）
 防災における防潮堤に対するとらえ方
す
え
 ①Ｌ１津波（頻度の高い津波）

住民の生命を守ることに加え、住民財産の保護、
地域の経済活動の安定化などの観点から、引き続き、
比較的頻度の高い津波に対して海岸堤防の整備を
進めることが必要
→海岸堤防により、確実に津波から街（人命・財産や
種
種々の産業・経済活動、国土）を防御する
産業 経済活動、国 ）を防御する
→頻度が高く、「命」だけでなく、「街」を救う

11

②Ｌ２津波（１０００年に一度といわれる東日
②Ｌ２津波（１０００年に
度といわれる東日
本大震災クラスの津波）
＝住民の生命を守ることを最優先として、住民の避難
を軸に、土地利用、避難施設、防災施設などを組
み合わる。Ｌ２レベルに対しては、施設に対する過
度の依存は限界があることを認識しつつ、頻度は低
いが大規模な外力に対しても粘り強さを発揮する構
造を検討（防潮堤で津波浸水を遅らせる効果）
→「多重防御」の発想による津波防災・減災対策、
「多重防御」の発想による津波防災 減災対策
堤防の「線」による防御から「面」の発想により、河
川 道路や土地利用規制等を組み合わせたまち
川、道路や土地利用規制等を組み合わせたまち
づくりのなかでの津波防災対策
12
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問題点（防災面）
①ハード偏重に変わりない。
Ｌ１津波から「確実」に防御するという発想自体が 長い年月とともに 津
Ｌ１津波から「確実」に防御するという発想自体が、長い年月とともに、津
波防災に対する住民意識を鈍化させる可能性
②経験による学習ができなくなる。
普段の高潮や台風 干満の差など・・・・「海」から恩恵を得るとともに恐怖
普段の高潮や台風、干満の差など・・・・「海」から恩恵を得るとともに恐怖
も学ぶ
③普段の事故の発見の遅れ
巨大な防潮堤が海辺に目隠しをすることとなり 普段の海難事故の発見
巨大な防潮堤が海辺に目隠しをすることとなり、普段の海難事故の発見
が遅れることにもなりかねない。
④災害時の異変察知の遅れ
災害時 特に地震発生時 普段から海をみることで 海からの異変を察
災害時、特に地震発生時、普段から海をみることで、海からの異変を察
知し、いちはやく避難行動をとるという効果を奪うことになる。
⑤防災の観点からしても高すぎる
東日本大震災前の防潮堤高と比較しても高すぎる これまでの防災対
東日本大震災前の防潮堤高と比較しても高すぎる。これまでの防災対
策でもＬ１レベルであれば、ソフトとハードの組み合わせで助かってきた。
⑥防災上守るべきものがない場所に防潮堤という問題（中島海岸、浦戸書等
等）
13

田老防潮堤の事例
・世界有数の防潮堤
世界有数の防潮堤
明治三陸津波、昭和三陸津波の経験から
→日本のみにとどまらず、世界各国から視察
２００３年には「津波防災の町」を宣言
→２００３年には「津波防災の町」を宣言
→普段から津波に対する防災意識は強かった
同防潮堤は沿岸からセットバックされている
・同防潮堤は沿岸からセットバックされている
・東日本大震災では？

14
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⑴ 被災状況
2011年3月11日の東日本大震災に伴い発生した津波は、午後3時25分に田老地区に到
年 月 日の東日本大震災に伴 発生した津波は 午後 時 分に田老地区に到
達、目撃証言によると「津波の高さは、堤防の高さの倍あった」という。市街は全滅状態
となり、多数の死者・行方不明者

⑵ 岩手日報２０１１年５月５日付
再興への道 いわて東日本大震災 検証と提言 第１部
防災対策⑤より抜粋
「田老地区は１８９６（明治２９）年と１９３３（昭和８）年の大津波で甚大な被害を受け、翌３
４（昭和９）年、防潮堤建設に着手した。高さは明治三陸津波の１５メートルより低い１０
メートルで、それだけでは街を守れない。だが防潮堤を湾口に対し直角に造ることで津
波を沢沿いに受け流し、避難する時間を稼ぐことを目指した。内側の市街地は碁盤目
状とし、縦方向の道路は全て山に向かって造った。交差点の角を切って見通しをよくし、
たとえ真っ暗闇でも迷わず高台へたどり着けるようにした。当時、防災の主役はあくまで
住民だった。」
「今回の大津波は新旧両方の防潮堤を大きく越えたが、津波に立ち向かおうとした新
防潮堤が 瞬 倒壊した
防潮堤が一瞬で倒壊したのに対し、津波を受け流した旧防潮堤は最後まで原形をとど
対し 津波を受け流した旧防潮堤は最後ま 原形をとど
め、住民が避難する貴重な時間を稼いだ。」同報道によると、新市街地に住んでいた
自営業者の１人は（５５）『巨大な防潮堤を毎日見ているうちに、絶対に安全と思い込ん
でしまっていた。もう誰もあそこに家を建てようとは思わないだろう』と話す」
ま
た。もう誰もあそ に家を建 ようとは思わな だろう』と話す」
15

第４ 問題提起（手続面）

 防潮堤問題は、周囲の防災の考え方どうするのか、沿
岸環境
岸環境とどのように関わりあっていくのか、基幹産業で
う 関
あ
く
幹産業
ある漁業や観光業との関係など周辺住民の利害関係
に重大な影響
 →周辺住民の利害をどのように調整していくかというこ
とが課題

16
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災害復旧としての防潮堤建設
１ 災害復旧事業としての防潮堤建設（根拠法：災害復旧国庫負担法
に基づく事業）
原則：原形復旧（但し、今回の震災被害が甚大かつ広域）
↓
個々の原形復旧だけでは事業効果が十分に発揮されない，被災
のない箇所も含めた一連の区間において再度の災害の防止と構造
物の強化等を図るため改良事業を加えて実施
↓
同事業では、海岸復旧方針（案）の作成にあたっては、そもそも住
民合意や住民参加を担保する制度なし
但し、住民説明会を各地域で実施し、合意形成を行なってきたと
県及び地元市町村は説明
17

新規事業としての防潮堤建設
２

海岸事業としての防潮堤建設（根拠法：海岸法）
堤
根 法
法
↓
海岸保全基本計画の策定にあたり、海岸法２条の３
に基づき、「あらかじめ公聴会の開催等関係住民の
意見を反映さ るた に必要な措置を講 なけれ
意見を反映させるために必要な措置を講じなけれ
ばならない」としている。
↓しかし
住民からの意見聴取としては、復旧事業と同様の
方法で実施
18
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 住民合意に対する行政側の認識

平成２６年２月２５日時事通信 宮城県知事へのインタビューより
抜粋
「高さの問題で合意に至っていないのは気仙沼市の鮪立漁港
を含め数カ所だけだ。鮪立に関して言うと、今回４メ トルの
を含め数カ所だけだ。鮪立に関して言うと、今回４メートルの
津波が来たので、住民は５メートルの防潮堤を造ってくれと
言っている。ところが、（実際は）４メートルの津波は防潮堤に
ぶつかり、７．５メートルまでせり上がる計算になる。住民の命
を守るには１メートルの余裕を見て８．５メートルの高さが絶対
に必要だ 税金で中途半端な防潮堤を造っては国民の理解
に必要だ。税金で中途半端な防潮堤を造っては国民の理解
を得られない。（住民との合意に向け）最後は鮪立まで行って、
私 声を直接伝える。」
私の声を直接伝える。」
19

 説明会の時期・方法
説明会の時期 方法

 文書等での合意書はない
文書等での合意書はない。住民に対する説明も大震災
住民に対する説明も大震災
発生の年に実施された年もある。
→しかし、震災から３年が経過し、津波防災の在り方も
しかし 震災から３年が経過し 津波防災の在り方も
変化しつつあるのではないか。
 どの範囲まで「住民」に含めて考えるべきか
どの範囲まで「住民」に含めて考えるべきか。地権者のみ
地権者のみ
でよいのか、周辺住民はどこまでなのか、漁業者は？
結局何をもって「合意」とみるべきなのか？
20
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 平成２５年１２月１０日河北新報


「宮城県や気仙沼市が建設する防潮堤計画で、前提となる「住民
「宮城県や気仙沼市が建設する防潮堤計画で
前提となる「住民
合意」がぐらついている。市は市内の海岸地区の７５％で高さや位
置に関し住民から『おおむね合意』を取り付けたと判断しているが、
防潮堤に対する住民の抵抗感は根強く、実態とは懸け離れている
ようだ。」
 「小泉地区も、昨年１０月の住民説明会で合意が得られたと見なさ
れていた。住民の反発が強いことから、ことし１１月下旬、約１２０人
が参加して小泉小で再度説明会が開催された。住民の一人が「もっ
とじっくり話し合って決めよう」と発言すると、別の住民が「復興が遅
れる。早期に着工してほしい」と反論。意見が真っ二つに割れ、収
早期 着
反論
見 真
割
収
拾がつかなくなった。」出席した市幹部が終了直前に「防潮堤を造
る方向でいいですか」と呼び掛けると、賛成派が大きな拍手で応え
た。事実上、これが「合意形成」と見なされた。」
21

慎重論の 方で
慎重論の一方で

① 早期に防潮堤の建設が進まなければ、災害危険区
域の確定や復興計画が遅れるという意見も根強い。
② 現在も余震は続いており、先日のチリ地震津波のよう
に津波の恐怖は常にある。
③ はじめから合意形成をするつもりがない人や、被害に
遭う可能性がない人は合意形成が除外せざるを得な
いのではないか。
いのではないか

22
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まとめにかえて
 北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センター
助教 定池祐季氏
奥尻島の津波被災を踏まえて
「最初の頃違和感を感じていた防潮堤も、島に通い続けている
と それが『当たり前の風景』になっていった。」
 「生まれたときから防潮堤のある生活をしている島の子どもに
とっては、防潮堤のある暮らしが『当たり前』になっていく」
 「現在、島民ではない自分が奥尻島の防潮堤の是非について無
責任なことは言いたくないが 防潮堤のあり方は後世にまで
責任なことは言いたくないが、防潮堤のあり方は後世にまで、
海とのつきあい方に影響を与えるもの。自分たちの将来、まち
の将来も含めて、議論を尽くしていただきたいと考えていま
す。」と結んでいる。
23
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久慈湾
久慈湾

洋野～久慈北
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１８）越喜来湾
１９）綾里湾
２０）大船渡湾外洋
２１）大船渡湾
２２）大野湾
２３）広田湾外洋
２４）広田湾

１７）吉浜湾

１５）釜石湾
１６）唐丹湾

１４）両石湾

１３）大槌湾

１２）船越湾

１１）山田湾

１０）重茂海岸

国土交通省「海岸における津波対策検討委員会（第３回）配布資料２－２」抜粋

※被災前計画堤防高については、
地域海岸内で最も高い値とした。

今次津波痕跡高
（堤防付近で測定）

新計画堤防高

被災前計画堤防高

※今回決定分（H23.10.20）：朱書き（１４海岸／２４海岸）
※前回決定分（H23. 9.26）：黒書き（１０海岸／２４海岸）
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両石湾

大槌湾
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山田湾

８）田老海岸
９）宮古湾

重茂海岸
重茂海岸

宮古湾

田老海岸
田老海岸

岩泉海岸

田野畑海岸

７）岩泉海岸

６）田野畑海岸

５）普代海岸

普代海岸

5

４）野田湾
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野田湾

T.P.(m)

３）久慈南海岸

15

久慈南海岸
久慈南
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２）久慈湾

１）洋野～久慈北海岸

25

岩手県沿岸の海岸堤防高の設定（９／２６公表、１０／２０公表）
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両石湾

21.0

17.2

16.9

23.8

17.4

10 4
10.4

16.6

15.2

18.3

唐丹湾

吉浜湾

越喜来湾

綾里湾

大船渡湾外洋

大船渡湾 ※5

大野湾

広田湾外洋

広田湾

10.1

23.0

田野畑海岸

※5

18.4

普代海岸

釜石湾

21.4

野田湾

13.7

14.5

※5

12.0

今次津波
痕跡高

久慈南海岸

久慈湾

洋野・久慈北海岸

地域海岸名

想定宮城県沖

明治三陸地震

昭和三陸地震

明治三陸地震

昭和三陸地震

想定宮城県沖

昭和三陸地震

想定宮城県沖

昭和三陸地震

明治三陸地震

昭和三陸地震

明治三陸地震

明治三陸津波

明治三陸地震

明治三陸津波

明治三陸地震

昭和三陸地震

昭和三陸地震

昭和三陸地震

昭和三陸地震

昭和三陸地震

昭和三陸地震

昭和三陸地震

昭和三陸地震

対象津波

設計津波

11.5

11.8

11.8

62
6.2

13.1

6.3

10.5

6.8

13.5

4.8

9.7

13.5

11.8

8.7

13.1

9.4

13.7

13.7

12.8

13.3

13.0

10.9

5.4

5.4

設計津波の
水位

12.5

12.8

12.8

72
7.2

14.1

7.3

11.5

7.8

14.5

5.8

10.7

14.5

12.8

9.7

14.1

10.4

14.7

14.7

13.8

14.3

14.0

11.9

6.4

6.4

設計津波の
水位による
堤防高設定

○

○

○

○

12.5

12.8

12.8

72
7.2

14.1

7.9
○

11.5

○
被災前計画高
にて決定

14.3

被災前計画高
にて決定

6.1
14.5

12.0

被災前計画高
にて決定

○

14.5

○

12.8

9.7

14.1

10.4

14.7

被災前計画高
にて決定

○

○

○

○

○

14.7

14.3

被災前計画高
にて決定

○

15.5

12.0

被災前計画高
にて決定

14.0

8.0

被災前計画高
にて決定

○

12.0

被災前計画高
にて決定

被災前計画高
にて決定

地域海岸内
堤防高

新計画堤防高

【設計津波の水位
【設計津波
水位
による堤防高設
定】＞【被災前計
画高】のチェック

4.95～6.5

6.3

4.8～8.5

3 0～3 5
3.0～3.5

7.9～9.0

7.9

7.9

14.3

11.8

4.0～6.1

6.4～12.0

6.4

8.35～8.5

6.6

10.0

8.0～8.5

10.0～13.7

13.3～14.3

14.3

15.5

12.0

12.0

7.3～8.0

12.0

被災前
計画堤防高

単位：ｍ（Ｔ．Ｐ．）

※今回決定分（H23.10.20）：朱書き（１４海岸／２４海岸）
定
書
海岸
海岸
※前回決定分（H23. 9.26）：黒書き（１０海岸／２４海岸）

※５ 久慈湾、釜石湾及び大船渡湾は、湾口防波堤との
久慈湾 釜石湾及び大船渡湾は 湾口防波堤との
組み合わせによる対策としている。大船渡湾における
湾口防波堤については、その構造について検討中であ
り、今後設計津波の水位が変更となる場合がある。

※４ 新計画堤防高は、環境保全、周辺景観との調和、経
済性、維持管理の容易性、施工性、公衆の利用等を総
合的に考慮して、海岸保全基本計画に定めるものであ
る。
整備段階における海岸堤防高さは、計画堤防高の範囲
内で暫定的な高さとする場合がある。

※３ 設計津波の水位による堤防高設定が、被災前計画高
より大きくなる場合は「○」、小さくなる場合は「被災前計
画高にて決定」。

※２ 一の地域海岸に対しては、一の設計津波の水位を設
定するが、設計津波の水位が当該地域海岸内の海岸
線に沿って著しく異なる場合、地域海岸を分割して複数
の設計津波の水位を定めることにより、設計津波の水
位による堤防高の設定が異なる場合がある。（山田湾地
域海岸の浦の浜地区など）

※１ 地域海岸とは「湾の形状や山付け等の自然条件」、
「文献や被災履歴等の過去に発生した津波の実績津波
高さ及びシミュレーションの津波高さ」から同一の津波外
力を設定しうると判断される一連の海岸線に分割したも
の。

岩手県沿岸の海岸堤防高の設定（９／２６公表、１０／２０公表）
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80

気仙沼湾

大島西部

気仙沼湾奥部

唐桑半島西部②

大島東部

唐桑半島西部①

唐桑半島東部

七ヶ浜海岸②

仙台湾南部海岸②

仙台湾南部海岸①

雄勝湾

追波湾

女川湾

牡鹿半島東部

七ヶ浜海岸① 牡鹿半島西部

松島湾

石巻海岸

万石浦

雄勝湾奥部

志津川湾

本吉海岸

⇒宮城県沿岸を２２の地域海岸に分割

１）湾毎の区分を基本とし、半島や離島の遮蔽効果
も考慮し 区分
も考慮して区分
２）湾奥部における増幅等が顕著な場合は、外湾と
内湾を区分。
３）砂浜海岸は、大河川の土砂供給や沿岸漂砂の
特性により区分。

地域海岸の分割の考え方

宮城県沿岸の海岸堤防高の設定（９／９公表）

4

81

T.P.（m）

高潮
（明治三陸）

津波
（明治三陸）

津波（チリ地震）

高潮（明治三陸）

津波（チリ地震）

津波
（明治三陸）

津波（想定宮城県沖）

津波
（明治三陸）

宮城県沿岸の海岸堤防高の設定（９／９公表）

例

新計画堤防高
今次津波痕跡高
（堤防付近で測定）

被災前現況堤防高

凡

5

82

14.4

24.0

13.8

14.6

8.9

12 1
12.1

12.1

18.8

20.5

14.9

16.3

16.3

18.0

20.9

10.5

24
2.4

11.4

4.8

8.9

11.6

12.9

13.6

唐桑半島西部①

唐桑半島西部②

気仙沼湾

気仙沼湾奥部

大島東部

大島西部

本吉海岸

志津川湾

追波湾

雄勝湾

雄勝湾奥部

女川湾

牡鹿半島東部

牡鹿半島西部

万石浦

石巻海岸

松島湾

七ヶ浜海岸①

七ヶ浜海岸②

仙台湾南部海岸①

仙台湾南部海岸②

今次津波
痕跡高

唐桑半島東部

地域海岸名
※１

明治三陸地震

明治三陸地震

明治三陸地震

明治三陸地震

チリ地震

明治三陸地震

チリ地震

チリ地震

明治三陸地震

明治三陸地震

明治三陸地震

明治三陸地震

5.2

5.3

5.8

4.4

3.3

3.4

15
1.5

5.0

5.9

5.6

6.2

6.3

6.8

5.4

4.3

4.4

25
2.5

6.0

6.9

6.6

9.7

6.4

5.4
8.7

8.4

8.7

9.8

7.0

11 8
11.8

5.0

7.2

9.9

11.2

11.3

設計津波
から求めた
必要堤防高
※２

7.4

7.7

想定宮城県沖
地震

明治三陸地震

8.8

6.0

10 8
10.8

4.0

6.2

8.9

10.2

10.3

明治三陸地震

明治三陸地震

明治三陸地震

明治三陸地震

明治三陸地震

明治三陸地震

明治三陸地震

明治三陸地震

対象地震

設計津波の
水位
※２

設計津波

高潮にて決定

高潮にて決定

○

○

○

高潮にて決定

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

津波＞高潮
のチェック
※３

7.2

7.2

6.8

5.4

4.3

7.2

26
2.6

6.0

6.9

6.6

9.7

6.4

8.4

8.7

9.8

7.0

11 8
11.8

5.0

7.2

9.9

11.2

11.3

新計画堤防高
※４

6.2～7.2

5.2～7.2

5.0～6.2

3.1～5.0

2.1～3.1

4.5～6.2

26
2.6

2.9～4.6

4.4～5.1

3.2～5.8

4.1～5.9

3.1～5.9

2.6～4.5

3.6～5.1

2.5～5.5

2.5～5.1

1 8～4 5
1.8～4.5

2.8～4.5

2.8～4.5

2.5～3.2

4.0～4.5

4.5～6.1

被災前
現況堤防高

単位：ｍ（Ｔ．Ｐ．）

※４
性、

※３

※２

※１

維持管理の容易性、施工性、公衆の利用等を総合的に考
慮して、海岸保全基本計画に定めるものである。
慮して
海岸保全基本計画に定めるものである
整備段階における海岸堤防高さは、計画堤防高の範囲
内で暫定的な高さとする場合がある。

新計画堤防高は、環境保全、周辺景観との調和、経済

津波による堤防高設定が高潮による設定よりも大きくなる
場合は「○」、小さくなる場合は「高潮にて決定」。
「
「高

一の地域海岸に対しては、一の設計津波の水位を設定
することを基本とするが、設計津波の水位が当該地域海
岸内の海岸線に沿って著しく異なる場合、地域海岸を分割
して複数の設計津波の水位を定めたため、必要堤防高の
設定が異なる場合がある。

地域海岸とは「湾の形状や山付け等の自然条件」、「文献
や被災履歴等の過去に発生した津波の実績津波高さ及び
シミュレーションの津波高さ」から同一の津波外力を設定し
うると判断される一連の海岸線に分割したもの。

宮城県沿岸の海岸堤防高の設定（９／９公表）

6

83

福島県沿岸を1４の地域海岸に分割

２）東北地方太平洋沖地震津波の浸水範囲から、連続した浸水
範囲を同一の地域海岸として設定

１）岩崖・岬 湾の形状 海岸線の向き等の自然条件から設定
１）岩崖・岬、湾の形状、海岸線の向き等の自然条件から設定

≪福島県における地域海岸の考え方≫

福島県沿岸の海岸堤防高の設定（１０／８公表）

勿来海岸

磐城海岸②

平海岸②・磐城海岸①

四倉海岸・平海岸①

久之浜海岸

広野海岸

楢葉海岸

富岡海岸

大熊海岸

浪江海岸・双葉海岸

原町海岸・小高海岸

鹿島海岸

相馬海岸②

新地海岸・相馬海岸①

7

84
：今次津波痕跡高※

：今次津波痕跡高※
（海岸線付近の津波高）

：新計画堤防高
高

：被災前現況堤防高

凡例

20

15

10

5

T.P.(m)
0

8

（明治三陸タイプ地震）

高潮

（明治三陸タイプ地震）

津波

（明治三陸タイプ地震）

高潮

（宮城沖の地震）

高潮

（明治三陸タイプ地震）

高潮

※原町海岸から楢葉海岸については、警戒区域（東京電力福島第一原子力発電所半径20km圏内）のため、津波痕跡調査は実施されていない。
※海岸線付近の痕跡高が無い又は不足するため、遡上高（海岸から内陸へ津波がかけ上がった高さ）を記載。

警戒区域※

25

福島県沿岸の海岸堤防高の設定（１０／８公表）

85

新計画堤防高は、環境保全、周辺景観との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、公衆の利用等を総合的に考慮して、海岸保全基本計画に定めるもの
である。
整備段階における海岸堤防高さは、計画堤防高の範囲内で暫定的な高さとする場合がある。

原町海岸から楢葉海岸については、警戒区域（東京電力福島第一原子力発電所半径20km圏内）のため、津波痕跡調査は実施されていない。

海岸線付近の痕跡高が無い又は不足するため、遡上高（海岸線から内陸へ津波がかけ上がった高さ）を記載。

※５

※６

※７

9

津波による堤防高設定が高潮による設定よりも大きくなる場合は「○」、小さくなる場合は「高潮にて決定」。

6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
62
6.2
6.2

※４

7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
8.7
8.7
8.7
7.2
7.2
7.2
72
7.2
7.2

被災前
計画堤防高

一の地域海岸に対しては、一の設計津波の水位を設定することを基本とするが、設計津波の水位が当該地域海岸内の海岸線に沿って著しく異なる場合、地
域海岸を分割して複数の設計津波の水位を定めるため、必要堤防高の設定が異なる場合がある。

新計画
新計
堤防高
※５

※３

高潮にて決定
高潮にて決定
高潮にて決定
高潮にて決定
高潮にて決定
高潮にて決定
○
○
○
高潮にて決定
高潮にて決定
高潮にて決定
高潮にて決定
高潮にて決定

津波＞高潮
津波
高潮
のチェック
※４

今次津波の痕跡高は、土木学会「東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ」調査データ。極力海岸線付近の記録を用いることを基本とする。
今次津波
痕跡高は、土木学会 東北地方太平洋沖地震津波合同調査グ
プ」調査デ タ。極力海岸線付近 記録を用 る とを基本とする。

設計津波
の水位
※３
5.4
5.0
4.6
6.3
6.8
5.2
8.7
8.1
8.7
6.1
4.4
4.1
24
2.4
2.7

※２
※

明治三陸タイプ地震
明治三陸タイプ地震
宮城県沖の地震
明治三陸タイプ地震
明治三陸タイプ地震
明治三陸タイプ地震
明治三陸タイプ地震
明治三陸タイプ地震
明治三陸タイプ地震
明治
陸
震
明治三陸タイプ地震
明治三陸タイプ地震
明治三陸タイプ地震
明治三陸タイプ地震
明治三陸タイプ地震

対象地震

設計津波

地域海岸とは「湾の形状や山付け等の自然条件」、「文献や被災履歴等の過去に発生した津波の実績津波高さ及びシミュレーションの津波高さ」から同一の
津波外力を設定しうると判断される一連の海岸線に分割したもの。

8.7
14.5
※７ （遡上高：20.8）
※６
8.9
7.9
7.6
9.2
※７ （遡上高：9.4）
（遡上高：9 4）
7.7

今次津波
痕跡高
※２

単位：T.P.(m)

※１

新地海岸・相馬海岸①
相馬海岸②
鹿島海岸
原町海岸・小高海岸
浪江海岸・双葉海岸
大熊海岸
富岡海岸
楢葉海岸
広野海岸
久之浜海岸
四倉海岸・平海岸①
平海岸②・磐城海岸①
磐城海岸②
勿来海岸

地域海岸名
※１

福島県沿岸の海岸堤防高の設定（１０／８公表）

資
料

３－１

巨大防潮堤による海岸の災害復旧工事への生態工学的論考
―宮城県気仙沼市小泉地区の例などー
清野聡子（九州大学大学院工学研究院環境社会部門
生態工学研究室）seino@civil.kyushu-u.ac.jp

小泉海岸・津谷川河口（左：津波痕跡地形の河口湿地と海岸、水没した建物
右：2013年10月17日の空中写真 撮影提供K.W.氏）
＜＜検証＞＞
（１） 気仙沼市小泉地区の「人工公物」
・最大級の防潮堤が中島・小泉海岸と津谷川下流域に建設予定。
（高さ14.7m）
・「分断管理」「輻輳する利用」そもそもの海岸管理の問題が集約された海岸。
⇒事業調整の問題が、災害後、大規模、同時多発。⇒行政は調整不能に陥った。

宮城県気仙沼市中島地区（小泉）海岸 設計図（宮城県気仙沼土木事務所WEB）
・小泉は集団移転の意思決定のトップバッター

震災直後に合意形成。集団移転決断。

・集落や道路関係は、高台移転決定後にどんどん先行して計画決定。
・道路計画はいち早い復旧や「櫛の歯作戦」が評価され、道路優先の流れに。
⇒「人工公物」優先の復興の計画論
（２）中島・小泉海岸と津谷川の「自然公物」と津波痕跡地形

86

・そもそも「自然公物」のあり方は、少数の人で決定してよいのか？
・まず都市と交通があって、次に、海岸、河川。自然の検討は後追いに。
・先に人間が決め、自然は後から追随するはず、の技術思想の問題。
・自然は征服や制御の対象。近代土木技術の思想や制度？
⇒まずは、自然条件を見極め、そこに人間が棲む、という順番にすべき。
・「津波痕跡地形」の受け止め方と価値観の相違。
地学系は自然の脅威としてジオパーク的価値を主張。
三陸復興国立公園の拡大の候補としてもアピールが必要。
一方、土木行政は災害地で残すべきでない場所との認識。
・「津波痕跡湿地」の生態系や景観への価値観。
地球の大きな力で出来た生態系。被災者も回復する過程や営みを楽しみに。
生物か人間かの二者択一、との印象も地域で発生。（←人心へ配慮が必要）
土木系は水没農地、ただの水たまりは埋めるべき（←残土置き場、埋立工事中）
持続可能な賢い利用、は未検討。
・海岸の構造物建設や管理には、流域から海底までの地形特性の見極めが重要。
・津谷川はダム無しで、土砂を河口・海底まで行き届かせるダイナミックな川。
・小泉海岸は、サーフィンの適地。海底地形、砂浜への土砂供給。
・離岸堤建設は、海水浴場整備の場合もあり、検証が必要。
・南北の海流が出会う砂浜（南方系のチョウセンハマグリと北方系のホッキガイ）
・河口域や干潟の湧水（養魚に適地）。
・豊かな汽水域（鮭川、ウナギ、牡蠣、シジミ、アサリの生息）。
⇒汽水域の農地や漁業の賢い未来のある営農に農政も支援を。
稲作中心主義からの脱却。
（３）災害復旧事業の謎
・災害復旧は原形復旧が基本。新規での巨大堤防の位置づけの論理は？
・国の防災行政の海岸技術の責任が不明。
・通常の海岸、河川行政の環境や合意形成の蓄積が消滅、活かされず。
・過去にも海岸の災害復旧事業は課題が多かった。
（宮崎県赤江浜の災害復旧事業の裁判と和解の事例）
（４）農地の原形復旧と農業の継続のギャップ
・農地の原形復旧は、ともかく地盤高を戻すのが主。
・被災後の自然条件に合わせた第一次産業への適応策はとられず。
・営農希望は、震災直後の意思からは時間が経過して変化。
⇒「適地適作の農業」を適用してから、農地復旧がなされるべきだったか。
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（５）堤防用地取得が明らかにした被災地の経済状況の現実
・元の海岸は地盤沈下と侵食。水没地になり財産価値消滅。
・実は海岸線はすでに約200mセットバック。
・宮城県は、海没地も用地買収。不公平をなくす（→善政）
・狭い平野部の農地に、海岸・河川堤防、国道や高速道路の用地交渉がはいった。
・不公平の発生。（→過去の公共事業の反省は活かされなかった）
・高台への集団移転は決定しても、個人住宅の復旧費用が問題。
・用地を買ってくれる方、求む。という状況。
⇒個別的な用地交渉は地域社会の不安を増幅。
⇒災害直後には、水没、被災の激しい箇所は公的な「保全」の制度が必要
※過去にも同様の事態が。「災害資本主義」と東京湾。
（６）意思決定が依拠した情報、提供の課題
・「意見を言ったら事業が遅れる」
「一度決めたら変えられない」
「ともかく堤防を造らないとまちづくりや跡地利用が検討できない」
・高補助率事業の期限切れへの恐怖
・充分に情報が提供され、判断できる人材育成が短期間でも行われ、
主体的に意思決定できる体制は整えられなかった。
（７）合意形成の課題
・（一般に）事業推進者の代表性
日常の自治組織と公共事業の意思決定はほぼ同じ
・自然保護や反対運動への古典的な言説が行政や保守層に復活。
９０年代以降の改善や変化を捨て、７０年代モードに回帰。
「人間か自然か（→二項対立から総合化へ）」
「一部の反対意見（→充分な意見聴取）」「扇動（→アドボカシー）」
・巨大事業の推進手法
巨大公共事業は、地域の手を離れ、業界のラインに。産官学も先祖返り。
民意を確認しない、物を言わせない強引な合意の取り方が復活。
・「法に叶い、理に叶い、情に 叶う」（筑後川上流下筌ダム）を改めて思う。
コミュニティや人間関係を壊す事業は、長期的に地域の衰退をもたらす。
⇒公共事業は禍根を残す社会手法から脱却すべき。
（８）超民主主義と技術の頽廃
・被災者のお気持ちを尊重、技術的におかしいと思っても放置。
・「災害復旧は国費だから県腹はほぼ痛まない」戦後の公共事業システムは
東北の震災復興で最大級に達した。
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・巨利を生む現場で、技術者の魂はどうなるのか？
＜＜提案へ＞＞
（１） 「セットバック」と「減災用地の確保」
・自然地形や生態系を活かす海岸・河口づくり
・堤防建設の事業は実施。しかし堤防の位置と場所は変える。
・「セットバック」を実施。
・道路の盛り土の「兼用工作物」の積極的な検討。
・海岸～河口の用地取得により、より高度な海岸から平野に至る減災へ。
（２） 「海岸保全区域」から「緩衝帯バッファーゾーン」へ
・海岸法改正で、海岸保全区域を「緩衝帯」のセンスで制度を見直す。
・減災用地の確保を。
・飛び地、アロケーション、兼用工作物を積極的に
（３） 健全な水循環の再生、活用
・「小泉」！の地名の由来を考え直す。
・豊富な”湧水”がある地。強制排水するより活用を
・水と地形からみた「適地適作」
（４） 管理者間、事業間調整への挑戦
・海岸、河川、交通（国道、高速道路、鉄道）
、農地、保安林
・自然保護、環境アセス、文化財、教育
・「兼用構造物」「予算のアロケーション」の本格検討
（５）国際的な視点で、震災復興を遂げる地に
・「国連防災会議＠宮城

２０１５」での議論を。

・津波痕跡地形の自然力による再生
・減災と保護区

「ジオ・パーク」へ

「三陸復興国立公園」の枠組の積極的な活用

ECO-DRR（Ecological Disaster Risk Reduction）
・巨大災害、気候変動や海面上昇への「適応策」を考える場に
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「線から面へ！個別の災害復旧の集合から統合的な減災事業への代替案」
小泉海岸～津谷川流域平野部までを視野に入れた減災

左：津波に強い地域づくりとして提示された模式図（国土交通省）。海岸は壁。図中に砂浜も川も見いだ
せず。沿岸部の水循環への苦手意識は、その後の海岸堤防問題の背景か。
右：自然地形を活用した堤防位置の検討（国土交通省水管理・国土保全局「河川・海岸
構造物の復旧における景観配慮の手引き」）。国の手引書に「セットバック」を明記。
堤防前面に出てもよいとする土地が手当できれば、堤防を引くことは可能との方針。

左：海岸や河口の生物の生活史と生息地、右：海岸の地形的連続性、生物、人間活動
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堤防位置による生態系への影響の比較図
（国土交通省水管理・国土保全局「河川・海岸構造物の復旧における景観配慮の手引き」(2011年11月)）
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５．１０シンポジウム追加資料
資
料

３ー２

「日本の海岸環境の課題と展望一海岸法改正から10年」

清野聡子
河川, Vol.760, pp.5-12. 2009.

現所属： 清野 聡子

Satoquo SEINO

九州大学大学院工学研究院 環境社会部門
生態工学研究室 准教授
〒819-0395 福岡市西区元岡７４４
tel/fax 092-802-3425
seino@civil.kyushu-u.ac.jp
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な く､都市､港湾､砂防､農林水産業などとの調

地域に立ち地球環境と対噂する海岸事業
海岸環境の保全 は､人 と生物の命の問題である｡
環境や景観が悪化すると､沿岸地域の漁業や観

整の必要性が改めて浮 き彫 りになった｡
政策的にも､海岸法改正が きっかけとなって､
く
表‑ 1)の戦後 の沿岸環境 関係 の主要な出来事
に示す ように､海関係の法律の環境分野での改正

光業の経済が悪化 し､地域が衰退 してい く｡海岸

が進んだ｡沿岸域管理や海洋政策は､高度経済成

環境 を守 るために多 くの市民がボランティアで貢
献 し､保護運動 に人生 をかける人たちも多い｡ さ
らに､豊かな海岸生態系 は食料の点か らも命 を救
うことがある｡沿岸地域の一般家庭の 日常的なお

1
世紀に入
長期からその必要性が言われてきたが ､2
り国土形成計画法や海洋基本法の制定がなされた｡
さらに国際情勢で も地球環境問題や生物多様性
の枠組 で､沿岸域 の重要性 が増 している｡渡 り

かずだけでな く､戦災直後 に干潟や磯の魚介類で

鳥､ ウミガメなど国境 を超 えて移動する生物や､

難民化 した方々が食いつないだエ ピソー ドがある

漂着 ゴ ミ問題 な ど､海岸 は地域､国内だけで な

ように､海岸の環境保全 は趣味や賛沢ではな く､
社会の基盤で もあ り､安全弁で もある｡

く
表 ‑ 1)戦 後 の沿岸環境政策 の歴史

海岸法改正後 1
0
年
海岸法は平成 1
1(
1
9
9
9)年 に､河川法 に準 じて
0年が経過 し
環境や市民参加の方向で改正 され､1
た｡ この間､国内外 の環境 問題へ の関心が高 ま
り､開発 だけでな く､ 自然再生の動 きも始 まって
きた｡行政情報の公開や､観測データや画像の電
子化が進み､海岸侵食や埋立 ･干拓 などの人為的
なインパ ク トの要因の理解や解明に､専門家以外
の人たちも参加が可能 となった｡
また､水循環､流砂系や流域の時間 ･空間の大
きなスケールの管理が河川管理の課題 とな り､海

昭和2
4年 1
9
4
9漁業法の制定
25年 1
9
50港湾 法の制定
31年 1
9
5
6海岸 法の制定
39年 1
9
6
4 河川法の改正
40年 1
9
7
0水質 汚濁 防止法 ､海洋汚染防止
48年 1
9
73瀬 戸 内海環境保全特別措置
55年 1
9
8
0ラムサール会議
平成4年 1
9
9
2地球 サミット アジェンダ21
5年 1
9
93環境 基本 法の制定
5年 1
9
9
3生物 多様 性条約会議
6年 1
9
94環境 基本計画の策定
9年 1
9
9
7河川法の改正
9年 1
9
9
7環境 影響 評価法の制定
11年 1
9
9
9海岸 法の改正
12年 2
0
0
0港湾 法の改正
13年 2
0
0
1水産 基本 法の制定
13年 2
0
01漁港 漁場整備法の制定
1
4年 2
00
2節 .
生物 多様性国家戦略の 策定
1
4年 2
0
0
2 自 然再生推進法の制定

1
4
年2
0
0
2措
有置
明海
に関
及する
び八代
法律の制定
海を再生するための特 別
19
年 200
7海洋基本法の制定

岸 を自然の仕組みの中で位置付 けなおす方向 とな
った｡そのため､海岸や河川の単独 の部局だけで

*東京大学大学院
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河川

2
009‑1
1月号

く､海を通 じて国際への対応窓口ともなっている｡
0年の 日本の海岸環
本稿では､海岸法改正か ら1

に挑戦する管理者はさほど多 くなかった｡
このように､法改正後 も理念 と事業の現場が東
経 している部分の修正が必要であったが､その遅

境の事業上の進展､課題 と展望 を述べる｡

海岸事業での環境の位置づけ

れや困難の原因は､技術 よりも制度や組織 にあっ
たように思 う｡海岸行政には､行政内部の調整に

海岸法の改正前か ら､環境分野だけで も地域か

エネルギーをとられ､河川や港湾など比較的単独
で物事が決定で きる部局 と比べて､政策的進展の

ら国際に至るあ らゆる問題対応が海岸行政に課せ

機動性の悪 さも感 じられる場面 も多 くあった｡ま

られて きた｡防災が主 目的の海岸事業の時代 に
は､海 とは､制御すべ き､時に陸域への脅威 とし
て排除すべ き存在であったと思われる｡海岸 に吃
立する堤防の壁､巨大なブロックの姿は機能上の

た､現場で発想 した環境保全のためのアイデアが

形であるとはいえ､自然にな じんでい くという雰
囲気ではない｡｢
環境｣ とい う視点が加わった場
合､海岸事業の何 をどのように変えるべ きなのか
が､未だ混迷 している｡

多少冒険的な場合は､前例や基準 との整合性や技
術的な確からしさに太鼓判 を押せる技術者や行政
人の数が圧倒的に不足 していた｡そのため､着想
が形 になるまでのハー ドルが高 く､現場の意気が
上が らない問題 もあった｡

海岸法でい う ｢
環境保全｣ とは何か ?その議論

海岸四省庁 として､国土交通省 ･農林水産省そ
れぞれ 2部局にわたる行政内調整､地方分権化 に
伴 う地方整備局への権限移譲､により､環境や住

を､法改正時やそれ以後にもっと議論すべ きであ

民の要素 を入れた新 しい海岸づ くりを本格的にサ

った｡第‑条に ｢
津波､高潮､波浪その他海水又

ポー トするだけのエネルギーが残 っていなかった

は地盤の変動による被害か ら海岸 を防護するとと
もに､海岸環境の整備 と保全及び公衆の海岸の適
正な利用 を図 り､ もって国土の保全 に資すること

ようにみえる｡

を目的 とする｡
｣ とある｡

地形保全 は生息地保全一 防護 ･環境 ･
利用の総合化

改正当時､環境重視の海岸行政に転換すると聞
いて生態系や景観の保全だろうと思 っていたとこ
ろ､条文からは公園整備 など人間の利便性 という
意味が強 く､人工化が進む根拠にもな りかねず､
逆行 しかねない との指摘 もあった｡
実際に ｢
海岸環境整備事業｣の中には､貴重な

海岸生態系の保全の観点からは､いわゆる海岸
環境整備事業 よりも､生物生息地の基盤その もの
が保全 ･
再生 されるほうが本来的に意味が大きい｡
新海岸法第二条の ｢
海岸保全施設｣ として ｢
砂
演 (
海岸管理者が､消波等の海岸 を防護する機能
を維持するために設けたもので､指定 したものに

海浜植生やウミガメの産卵地が､駐車場や数百メ
ー トルにわたる "
階段'
'で埋 め られて しまった
り､過度 の人工化で地域 の 自然景観が失 われた
り､一般の人が想像する環境保全 とは相反するよ

限る)
｣が入った一節は､地形の保全 という点で､
非常に大 きな意味 をもっていた｡ これは､砂浜環
境ではな く防護的機能 を前提 としているが､海岸

うな不可思議 な事例 もあった｡ しか し､住民参加

管理者が 自然地形の意味 を防護的観点から見直す

型に拡充 されたエコ ･コース ト事業では､生物モ
ニタリングの実施､生態系調査 に強い職月が育つ
など､新 しい芽生えが形 にな りつつある｡そのた

という価値観の転換 をもたらした点で､大 きな進
展であった｡
現在 は､養浜やサ ン ド･バイパス､サ ン ド･リ

め､環境整備事業は､生物環境 と人間環境では要

サイクル技術の発達によって､侵食 された砂浜の
復元 も可能 となっている｡防災事業であっても､

求される計画や技術 も違 うので､事業説明や合意
形成で も課題 になっていた｡
技術行政的には､海岸構造物は ｢
築造基準 に合
致｣すればいいのではな く､現場の創意工夫によ
り｢
性能設計｣ を可能 と変革 されたものの､それ
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場の再生は､結果的に生態系復元 につながる｡
海岸は､海 と陸 と空の､固液気の物質三相が接
する場である｡海岸生態系の保全 も､海のダイナ
ミズムを前提 として考える必要がある｡ しか し､
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従来の環境 を主 目的 とした事業では予算の少 なさ

研究者の干潟埋立反対運動が起 きた｡その際､荒

と要件の制約か ら､ どうして も小手先的な内容 に
ならざるをえなかった｡都市公園の発想でつ くっ

川河口の埋立が治水上の阻害 になるとの理由 と､
海底砂利採取 による防災上の危険性の増大の防止
m｣ に
とい う観点か ら､海岸保全区域 を ｢
沖合 5k

た海岸公園では､砂浜の侵食や飛砂 で維持が困窮
して しまう｡希少 な海浜植物 を保護 しようとして

わた り指定 した｡
江戸川河口デルタの西側の三枚洲の海底 までの

花壇 に植 えこんで も､陸上植物が侵入 して枯れて

なだ らかな地形基盤が保全 された く図‑ 1)
｡そ

しまう｡その ような苦い経験 を経て､海岸管理者
も自然保護側 も､地形保全やダイナ ミズムの尊重
が基本だと認識出来たのは､
この1
0年の成果である｡

の後､地盤沈下 もあって水没 しそうな干潟への対
応 として人工渚や海上公園が､生態系や利用の観
点か らも整備 されたが､干潟の足元 となる地形が

海岸管理者の独創性が残した海岸と海底

残 ったことで､自然に近い状態が維持で き､機能

この ように､海岸事業では抜本的な環境的転換
が図 られたとはいえないが､内部的には課題 はあ
る程度認識 されて きた と思 われ る｡陸路 を模索

維持がで きている｡
また､愛知県渥美半島周辺の海岸で も､海岸保
mく図‑ 2)と半島を囲むように
全区域 を沖合 3k
設定 し､半島周辺の砂利掘削 を防いだ｡この広大

し､合意が取れた り､社会の後押 しがあった部分

な海岸保全区域指定は､ウミガメの産卵地の表浜

か ら進める方法で地道 に進んでいる状態にみえる｡

海岸の裾野や､シラス漁業 などの沿岸漁場 も破壊

海岸環境が悪化 し続ける原因 として制度的制約
がいわれる｡海岸保全区域の範囲が狭す ぎて何 も
で きない､ という｡海岸事業対象 となる海岸保全
区域は､海 と陸の時々刻 々と変動 し､台風の激浪

か ら守 ったことになる｡
t川〜
■El

にも襲われるダイナ ミックな場 にもかかわ らず､
この帯状の空間で物事 を成すのはかな り困難であ
る､ というのは理解で きる｡
しか し､必要 とあれば現行の制度の持つ可能性
の限界 に挑む独創性 も必要である｡
第三条では､海岸保全区域 について ｢この法律
の目的を達成するため必要な最小限度の区域 に限
ってするもの とし､陸地においては満潮時の水際
線か ら､水面 においては干潮時の水際線か らそれ
ぞれ五十メー トルをこえて してはならない (
一部

く図一 1)東京都葛西海岸沖の海底
東京都提供深浅図 を清野研 で トレース

略)
｡
｣ とある｡そ して ｢ただ し､地形､地質､潮
位､潮流等の状況 により必要やむを得 ない と認め
られるときは､それぞれ五十メー トルをこえて指
定することがで きる｡
｣ とある｡
この ｢ただ し書 き｣部分 にこそ､後の沿岸域管

:
‑
‑日日1沖合3000r
T
l
まで
l
一
一
一
一
丁
一
一
一
.
〜

理や構造物の性能設計 につながる大 きなヒン トが
秘め られていたのである｡実際に､海岸保全区域
の設定範囲の拡大 は干潟 と砂浜の事例がある｡
東京都葛西海岸 は､東京湾奥部 にあって周辺の
広大 な干潟が港湾や廃棄物処分場 の埋立地で埋
立 ･掘削 される中､約 2k
mにわた り自然地形の大

= 要望雷雲芸
く図‑ 2)愛知県遠州灘保全区域説明
愛知県提供

9
7
0
年代 に､市民や
部分が残 された海岸である｡1
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これ ら 2例 は､生態系保全上の理由ではな く防
災上残 された干潟 ･砂浜 ･浅海域であった として

管理のかな りの権限が集中 しているのだか ら実効
的である｡

も､数十年後 になってその環境的意味が再認識 さ

海岸法 に限 らないが､法改正で理念的な部分 を

れて きた｡海岸管理者による､海岸 と ｢
海底｣の
保全であった｡海岸 に連続す る浅海域が残 された
結果､防災上は海面下の地形基盤の保全 につなが
った し､沿岸生態系の生息地や漁場 を残せたので

変 えて も､現場での事業や協議のや り方､技術基

ある｡当時の管理者が､その ような未来‑の透視
力 をもっていたかは不明だが､地域社会にとって
も未来の贈 り物 となった｡
海岸事業は､資金や人月の少 なさか ら大規模 な
事業がで きず､その結果､効果が表れに くい とい
う悪循環 に陥っている｡小規模 な防災事業の積み

準や､隣接する他の事業 との整合性のような地味
な部分 を､ひとつひとつ見直 さない限 りは､解決
に至 らない｡ また､いわゆる縦割の解消が言われ
るが､総合性 をいわれる組織で もその意識が残存
するのが実情である｡む しろセクシ ョナリズム意
識 を活用 した組織論や行動方法 をつ くったほうが
早そ うである｡総合土砂管理が､ この1
0年 日本の
行 政組織 でいか にあ ったか を検証 し､海岸 ･沿

重ねや部分規制 よりも､大 きく法的規制 をかける

岸 ･海洋の ような総合的な組織では外部か らの刺
激 も活用 し､ リーダーシップや内発性 を育てるよ

ことの長期的な意義 を考 えさせ られる｡

うな､砂 だけでない人の管理の研究も必要に思う｡

流砂系 と総合土砂管理

アダプテ ィブ ･マネージメン ト (
順応
的管理)

海岸法改正時 に､全 国沿岸 の海岸管理 の区分
は､｢
流砂系｣ とい う考 え方の もと､沿岸 に方向
については､行政的な境界 を超 えて 自然の砂 の移
動の仕組みか ら考 えるゾーニ ングがなされた｡ ま
た､山地か ら海底 までの垂直方向で も､ダムや堰

河川事業では､土砂や生態系 など不確定性の高
い ものの管理には､様子 をみなが ら施工 してい く
アダプティブ ･マネージメン ト (
順応的管理)が
推奨 されて きた｡ これは､モニタリング調査 を行

などの河川横断構造物で速断 された砂の流れを､

い､フィー ドバ ックする一種の段階施工で､理念

バ イパスやス リッ トで回復 させ る方法 も実施 され
て きた｡

は良 く､現場 も士気があが り､合意形成 に滝 役立

自然の砂の流れを人間がで きるだけ止めないで
共同的に管理する ｢
総合土砂管理｣ の推進が とな
えられた｡ ところが､現場的には現在 に至 るまで
なかなか徹底 しなかった｡その理由 として､技術
的問題 として観測やデータが不十分 とい う考 え方
もあるが､土砂不足 で問題が生 じている以上､社
会の中での達成 日標 を決め､アダプテ ィブに行 う

つ仕組みであるが､実際にやってみると困難 を極
めた｡その間題 はむ しろ行政内部 にあ り､予算執
行や思考回路が従来のままでは､内部説明に要す
るエネルギーが多大 になる｡
また､公開の会議や利害関係者 との調整 も行 う
と､海岸管理者 はまさに内憂外患の状態になる｡
そのため､この方式 に取 り組める資金 ･精神的余
裕がある管理者は少 なかった｡ しか し､工事‑の
反対の対応など､紛争の解決のためには有効 な方
法である｡

方法 を模索すべ きである｡ また､官官 ･官 と利害
関係者の合意形成の問題が大 きかった｡土砂 は､
資源で もあ り､利害関係者 も多い｡水域への砂の
移動や投入は､濁水の発生や底質の変化 など漁業
や生態系への影響 も懸念 される｡ この ように､実

例 えば､千葉県市川海岸の高潮対策事業は､環
境再生 を目指 している三番瀬 に面す る海岸 であ
り､大規模埋立時代 の終幕のシンボルで もある以
上､細心 な注意 をもって取 り組 まれている｡上位

施前か ら課題山積であるため､首長の強い リーダ

計画である三番瀬再生計画では､全体 目標の ｢
陸

ーシップで もなければ現実に動かないのが実情で
ある｡実際に､鳥取県の ように地方 自治体が､総

と海の連続性｣ として､干潟に面 した砂浜で､徴
地形に応 じて生物や人の利用が分布するとい う断
面 を想定 し､く図一 3)の ようなイメージがつ く

貯水池や航路 を埋める厄介者で もあると同時 に､

合土砂管理計画 を策定 したが､県知事 に土砂や水
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沿岸域管理 ･総合海洋政策へ

られた｡実際 に問題 となる海岸 は､埋立地の矢板
が露出す る直立護岸であ り､海岸保全区域 は海側
に護岸工事が可能 な範囲の最小 の30m､背後 には

海岸事業が帯状の空間で行 われる限界 を超 える

管理用通路分 しかない現実的な制約下で事業 を行

には､沿岸域管理の視点が必要である｡高度経済

っている｡ また 自然石の利用が､市民参加の会議

成長時 にも東京湾 などで議論 され､海岸法の改正

で提案 された｡現実 には､ 自然石 を使 った緩傾斜

時 にも､海岸事業の対象範囲の拡張が産学民か ら

堤､が築造 されている｡

の意見があった｡海岸法改正その ものでは実現 し

イメージの ような緩傾斜 の 自然海岸が再生 され

なかったが､国土交通省河川局海岸室が2
0
0
0年度

るには､背後の埋立地 にマ ウン ドをつ くるなど土

｢
沿岸域管理研 究会｣ を開催 し､翌年度 には港湾

地利用の変更や､前面海域への土砂 の投入なども

局 ･国土計 画局 と合 同の ｢
沿岸域 総合 管理研 究

技術的にはあ りえ､検討 もされたが､合意形成が

会｣ に発展 した｡

難行 している｡ まさに理想 と現実のギ ャップの よ

この段階で､海岸周辺の背後地 と沖合 も含めた

うな光景であるが､法先の捨石の工夫で生物生息
基盤 として少 しは機能 を高めた り､干出部の石の

課題 や方 向性 が洗 い出 されて きた｡欧米 に始 ま
り､アジアで も着手が進 んでいた沿岸域管理法の

隙間に海浜植物 を播種 した りとエ コア ップを図っ

必 要性 も議論 され たが､法制定 には至 らなか っ

ている｡
､
千葉県三番瀬再生は市民参加 と情報公開の先陣

た｡海岸での調整量 を上回る沿岸域 の管理 に､周
囲 と手 と携 えて自ら踏み込 む勇気ある組織が現れ

を切 って きた海域である｡約 8年間に､理念 と現

なかった｡

実の社会的制約､技術 的問題 とい う差 を埋めるべ

しか し､沿岸域の大規模埋立 なども伴 って きた

く､市民の技術へ の関心 も高 くな り､行政や民間

国土開発計画が見直 され､国土形成計画法の時代

技術者の環境 に関す る説明能力 も向上 している｡

になった｡沿岸域 も拡張一辺倒ではな くて､防災

現実の護岸 と異 なって 目には見 えないが ､ 順応的

や環境の観点か らゾーニ ングを見直すべ きとの議

管理の成果は人材育成で もある｡

論 も行 われ た｡ しか し､計 画論 を実施 に移す に

を行 うよ り､調査費 も会議費 も割高 になる｡ しか

は､上記の‑海岸事業 にす ら多大 な法制度的変更
が要 されるのだか ら､ よ り広い面積 に対 しては､

し､ これ を無駄 と考 えて しまうと､過去半世紀の

大 きな決断 と変更が ない限 りは進展が難 しい｡

この ような事業の進め方 は､管理者単独で事業

仕事のや り方の ままで､新 しい時代 に対応 した未

海洋基本法の制定

来の海岸事業の質が向上す ることはないだろう｡
順応的管理 を､事業の実地演習 と考 え､ システム
的に海岸管理や計画の レベルを上 げるような進め
方が必要である｡

(図‑3)海岸の環境 と利用の断面図

この ように､国内では海関係 は海岸 ひ とつ とっ
て も行政的合意が困難である｡それは行政間の連

千葉県三番瀬再生計画
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携や事業上の調整の根拠法がな く､担当者個人の
熱意や性格 に委 ね られているか らとの話があ っ

において､河川区域 との接点部分 を海岸 と河川の
両管理者が調整す ることでセ ッ トバ ックが実現 し

た｡ しか し､東 シナ海の海底資源や海の国境線 を

た く図‑ 4)
｡地元住民 ･県 ･市が共同運営す る

超 えた不審船の問題 などか ら､海洋管理の強化の

地域協議会での議論 によって提案 され､技術面 は

世論が高 まり､総合海洋政策が 日本 にも必要 との

0
07
認識が広 まった｡そ こで､｢
海洋基本法｣が2
年 に議員立法 によ り制定 された｡

行政や委員が検討 し､県､地方整備局､本省のす
べてのラインが合意で きた案である｡陸側 に､土
塁の ような堤防をめ ぐらし､高潮 に対する高 さは

その前段 となる､国際海洋法条約 に関する議論

確保 した｡護岸前面 となった土地は､ 自然地形は

では､海洋政策 は海洋環境 の保全 やNGOの参加
が前提 となる国際的方向に進んでいるため､ 日本
も当然その動向に合わせると思われた｡ しか し､

砂浜 ･浜堤 ･塩湿地であ り､それ 自体が背後地 に
対 しては高潮や高波 に対す る防護機能を持つ｡

海洋基本法の条文 をみると､環境分野や市民参加
に関する書 き込みが抽象的で弱 く､資源開発分野
等 に比べて､具体的な施策が見 えない内容 となっ

また､青森県むつ市大畑町木野部海岸で も､冒
険的な一歩が踏み出された｡地域の懇話会で不具
合が地元か ら指摘 された海岸構造物 を､関係者合
意の もと改修 し､護岸の材料 を使 って築磯的な幅

ている｡ しか し翌年 に策定 された､海洋基本計画
では､パ ブリックコメン トの対応 も比較的 よく､
総合土砂管理､沿岸域管理､河川 と海の関係 など
の記述 もあ り､灯 は見 えて きた兆 しはある｡

｡ これ
広低天端消波堤 に改修 した く図‑ 5､6)
は､事実上の緩傾斜護岸の撤去であるが､目的達
成のためには故意 に刺激的な言葉 を使わずに合意
形成 を図った｡

今後､海洋担当大臣で もある国土交通大臣､内

住民 に よれば強固 な構造物 を並べ るのではな

閣官房総合海洋政策本部事務局 にも､海の環境保
全や再生の具体策 を検討 していただ きたい｡その
際に､現行制度の海岸事業での課題や経験 を踏み
台に して､少 しで も国際的視野 も入れて検討 レベ
ルを上げていただ きたい と願 っている｡

く､彼 と流れ と砂 は､隙間のある石で制御すれば
いい とい う｡ これは地域住民の ｢
築磯｣の実施や
観察の長年の経験か らくる ｢
地域知｣か ら生 まれ
た発想である｡
砂 浜 の防護 とい う観点 か らは､消波機 能 も有
し､長周期波で大 きなブロックが軽 々と移動 した

住民参加 と ｢
地域知｣が拓 く新 しい海
岸づ くり

時であって も､逆 にこの規模の ものは被害 を免れ
た｡そ して､環境 と利用の観点で も総合的な構造
物 となった｡過疎 と高齢化が進む漁村では､危険

海岸環境の事業上の制約 を克服す るには､行政

な滑 り台の ような護岸 よ りも､海藻が繁茂 し､希

と従来の利害関係者の範囲では限界がある｡ しか
しある程度 自由な発想がで き､利害関係や しが ら
みか らも自由な人たちの参加 により､新 しい海岸
づ くりが芽生 えつつある｡行政内部の常識か らす
る と非常識であるが､｢
不可能 な理 由｣ を注意深
く肺わけ してい くと､前進で きる地平も見えてくる｡
例 えば､セ ッ トバ ック (
引境)工法は､土地の
あまっている国では可能だが 日本では出来ない､
と一括 りに検討か ら排除されて きた工法である｡
陸域の ぎりぎりまで利用する前提の海岸護岸建設
か らすれば､官民境界の位置が常識で､前面 に民
地 を残すのは非常識か もしれない｡
く図‑4)中津干潟大新田海岸のセットバック

本号で も紹介 されている大分県中津市大新 田海
岸の事例では､河口域の港湾海岸の局部改良事業

大分 県 ･NPO水辺 に遊ぶ会 ･清野研

‑1
0
‑
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壁 も超 えることがで きるように思 う｡

少な水鳥が餌 をついばみ､磯物が採集で きる海岸
のほうが大 きな意味がある｡
この小 さな海岸構造物は､税金の適正化利用の
点か ら行政的にも賛否両論 はあったが､土木技術

海岸漂着 ゴミと国際協力

者や景観研究者たちには､新たな地平 を拓いたと

海岸漂着 ゴミの堆積 は､海岸の景観の悪化や沿

評価 をいただいた｡土木学会デザイン賞2
0
0
6の最

岸漁業の操業の妨害だけでな く､海岸環境問題で
ある｡ まず大量の人工物の堆積 自体が､海岸の植
生､生物の生息地やウミガメなどの繁殖地 を被覆
して しまう問題がある く図一 7)
｡ さらにゴ ミが

優秀賞､グッ ドデザイン賞経済産業大臣賞 を受章
し､地域の誇 りとなった｡
地域知｣ を持
これ ら 2例 は､市民 といって も ｢
つ地域住民の参加である｡一般論ではな く､その
海岸の地域特性 に即 した情報 を持 ち､人間関係 も

漂流中に付着 させた化学物質が海岸 に持 ち込 まれ

理解 している｡ しが らみか らも完全 に自由ではな
く､社会的制約 もゼロではない｡ また､主張 した
内容が本当に実施 された場合､その結果について

政策的対応 としては､従来は漂着 した市町村の
負担 となっていた流木や漂着 ゴミの撤去費用 に対
し､膨大な量である場合には､国庫補助の海岸事

道義上の責任が生 じる覚悟 もある｡

業 に よってサ ポー トが可能 となっていた｡ しか

るとい う二次汚染 も懸念 されている｡

環境や市民参加 は､物理量 に還元で きる防護 と

し､ 日常的に漂着 ･堆積する結果､大量 となって

異 な り､定量化 も困難で変動 もし､そ もそ も何 を

いる状態の ゴミに対 しての対策が遅れていた｡ し
か し､NG
Oや地方 自治体 な どの訴 えによ り議員
立法で､｢
美 しく豊かな自然 を保護す るための海
岸 における良好 な景観及び環境の保全 に係 る海岸

計量化すべ きか も不明である｡ この暖昧模糊 とし
た部分 を嫌が らずに積極的に取 り組めば､新 しい
発想や､社会の応援が得 られ､従来の海岸事業の

0
0
9年
漂着物等の処理等の推進 に関する法律｣が2

7月に制定 された｡
近年は､台湾や中国沿岸部 に台風 の激甚な被害
が出ると､その流域由来 と思われる大量の流木や
生活用具が東 シナ海や太平洋に流出する｡離島間
の船舶の休航､定置網被害など経済問題 にもなっ
ている｡ 日本の沿岸地域が安泰であるには､他国
の流域の防災 も懸念 し､支援する必要がある｡

越境的環境問題 と希少生物の保護
く図‑ 5)青森県木野部海岸の築磯的消波堤
清野聡子撮影

渡 り鳥の保護､ウミガメなどの希少種､漂流 ･
漂着 ゴミは､国内問題であると同時に､国際間題
であ る｡生物 もゴ ミも国境 を越 えて移動す るた
め､加害 ･被害の関係が外交問題 にな りかねず､
多国間での協力が必要である｡
この ような ｢
越境的環境問題｣ は､責任分担や
費用負担の問題 を伴 うため､先進国には地球環境
保全への貢献 として求め られて くる責務である｡
国際 とはいえ､国内の海岸や湿地の保全が､それ
らの生物の移動ルー トでの保護 という意味 になる

く図1 6)木野部海岸の横傾斜護岸改修
NPOサステイナブル ･コミュニティ揺合研究所撮影

ので､国際貢献 に もつ なが る観 点 も重要であ る
0
く図一8)
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幸い､国土交通省河川局で作成 された ｢自然共
生型海岸づ くりの進め方｣(
2
0
0
3) は､海岸の希少
生物の生息地保全や合意形成 も含 むガイ ドライン

域の持続的な水産資源利用が両立 し､地元住民が
保全 している海岸 もある｡
そ して前述の東京湾の葛西海岸や愛知県の渥美

である｡海岸環境行政の技術面の向上は､理念先

半島の海岸保全区域の ように､法的規制の もと破

行､生物学中心で場の保全策が欠落 しがちな生息

壊か ら守 られた海岸 ･海底 もある｡

地保全の状況 を改善で きる可能性がある｡ このガ
イ ドラインは､英訳版 も出版 されてお り､今後､
海岸環境や自然保護関係の国際会議 などで も､ 日
本の技術面からの提案のカー ドの一つになるだろう｡

これ らの 日本の海岸 ･沿岸の環境の制度や技術
の大半 は､まだ環境 とい う概念 も社会に広 まって
いない時代 に､開発のせ め ぎ合いのなかで も実施
された ものである｡国際的な海洋保護区の分類や
先行事例 と照 らして も､十分な内容である｡

日本型海洋保護区の設定
海洋保護区Mar
i
nePr
ot
ect
ed Area (
MPA)
は､今後の 日本の海岸 ･海洋政策で も確実 に重要

日本 政府が議 長 国 と して これ らの事例 を もと
に､堂々 と海洋保護のあ り方 を論 じるだけの材料
は充分持 っている｡

になるだろう｡国際的には､海洋保護区はほ とん

海岸環境の問題 は､国内の問題 と､特 に近年､

ど全ての国に設定 されている｡ 日本 は､政府 自ら
が海洋保護区 との名称 を使 わないだけで､事実上
は､ 日本の国立公園などは海外のデータベースで

国際的な視点で国内の政策 を位置付 ける視点が必
要 となっている｡海岸法改正後の1
0年の トピック
を論 じて きたが､制度的な問題 については改善の

はMPAとして認識 されている｡ また､すで に､

可能性がある｡戦後 日本 の社会の仕組みが大 きく

国内的には､海洋基本計画 には､海洋環境政策の

見直 されている現在､海岸環境分野の課題 と可能
性 を十分 に論 じて､再構築する機会である｡潜在
していたアイデアや技術 がやっと花 開 く機会が到
来するか もしれない｡

ひとつ として ｢日本型海洋保護区｣の設定の検討
が記述 されている｡
2
01
0年 はMPAに とって節 目の年である｡名古

0回生物多様 性条約締約 国会議 が 開催 さ
屋 で第1
れ､｢
海洋 ･沿岸｣は主要テーマのひとつである｡
日本 には国内の政策や海岸沿岸､海洋の状態 と把
撞 し､国際的に評価 される海洋保護区のあ り方の
提案 と実施が期待 されている｡
日本の海岸 には､すでに天然記念物指定地､水

一方､資金 と人月の減少 は否めず､行政だけが
抱 え込 む時代 で はな くな って きている｡ また､

産資源保護水面や禁漁区､ ラムサール湿地など､

国､地方行政通 じて､海岸事業のプロはほとんど
いない､ といわれてきた｡住民 も研究者 も､海岸
環境の問題 をわが事 として考 え､計画段階か ら管
理 まで共 に行 えるような社会の仕組みが実現する
ことを願 っている｡その ヒン トは､おそ らく地域

事実上の海洋保護区がある｡ また生態系保全 と地

に眠っている｡

く図‑7)石垣島北部海岸の植生帯に堆積する漂着ゴミ
清野聡子撮影
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く図‑8)自然共生海岸のイメージ
清野聡子原図 ･足利由紀子イラス ト
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防災の視点から防潮堤を考える
神戸大学名誉教授・兵庫県立大学防災教育センター長

室崎益輝

復興の目標と安全性
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４

復興の目標


自立、安全、変革の3つが復興の基本目標・・
そのいずれが欠けても復興とは言えない

（１）被災者・被災地が自立できるようにすること
（１）被災者
被災地が自立できるようにすること
・・暮らし、賑わいなどを取り戻す
（２）悲劇を繰り返さないよう安全にすること
・・防災、減災を最優先に考える
（ ）社会が抱え
（３）社会が抱えている問題の解決をはかること
る問題 解決をはかる と
・・理想の社会の実現をはかる
➔自立と安全は、復興の必要条件しかし十分条件ではない
安全だけを考えていては、いけない！

参考・・北但馬地震（1925）城崎の復興




兵庫県北但馬地方でＭｇ６．８の直下型地震が発生、豊
岡、城崎を中心に大きな被害。約400名が死亡、約3500
被害
が
棟が全壊・全焼。城崎も豊岡も火災によって大きな被害。
復興の景観・・アメニティとセキュリティの融合
火災により全焼したにもかかわらず、敢えて木造の町
並みを再生した
水害対策 地震火災対策 融合
水害対策と地震火災対策の融合
水と緑＋木造3階建ての美しい街並み
共同浴場を防火帯 玄武洞の石を護岸に
共同浴場を防火帯、玄武洞の石を護岸に
➔「アメコミセキュリティ」
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北但馬地震

減災の考え方と津波対策
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減災の考え方・・対策の目標設定


巨大災害に対しては、防災ではなく「減災」の考え方
が必要
ゼロリスクを求めない
災害の頻度と強度に応じて、減災の目標を変える
その減災の目標を達成できる 減災の最適解」を
その減災の目標を達成できる「減災の最適解」を
地域の実情に即して総合的にデザインすること
（１）人命も財産も守る・・レベル１
（２）人命だけは必ず守る・・レベル２
レベルとして設定する災害規模は 制御の必
レベルとして設定する災害規模は、制御の必
要性と可能性によって、社会的合意で決める

減災の考え方・・対策の総合化


目標の達成では、対策の足し算による被害の引き算と
いう、「減災」の戦略と体系が欠かせない！
「減
が
多重防禦、多元防禦・・総合的減災システム
時間の足し算・・予防、応急、復興
足 算
、
、
、
人間の足し算・・自助、公助、互助、共助
空間の足し算・・大きな公共、小さな公共
手段の足し算・・ハード
手段の足し算
ハ ド、ソフト、ヒュ
ソフト ヒューマン
マン
減災手段の8段階活用
諦める 祈る 避ける 逃げる そらす 和らげる
諦める、祈る、避ける、逃げる、そらす、和らげる、
耐える、抑える
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対策の総合化と津波対策


ハード、ソフト、ヒューマンを有機的に組み合わせる
ハード・・防災施設、情報施設、避難施設など
ソ ト 予警報、 ザ ド ッ 、避難態勢、 地利用
ソフト・・予警報、ハザードマップ、避難態勢、土地利用
、コミュニティなど
ヒューマン・・教育
ヒュ
マン 教育、伝承など
伝承など
ヒューマンの限界をハードでカバーする
ハ ドの限界をソフトでカバ する
ハードの限界をソフトでカバーする
➔ハードもソフトも大切 、「防潮堤」も大切

多様な選択肢・・津波減災対策にもいろいろある
津波防災施設にも ろ ろある
津波防災施設にもいろいろある

大震災の反省と津波対策


被災の原因を究明し、その反省を踏まえて、これか
らの対策を考えなければならない
リスクの軽視や過小評価は何故生まれたのか
不確実さの誤差をいかにカバーすべきだったのか
（１）技術の過信
ハードな技術を過度に信頼しすぎ、油断や無防備を生
んでしまった
（２）自然との乖離
自然からの危険のメ セ ジを受け止める弱さ さらに
自然からの危険のメッセージを受け止める弱さ、さらに
は自然と共生する知恵の喪失をまねいてしまった
105

津波対策と防潮堤

防潮堤を考える視点


防潮堤建設のメリットとデメリットを正しく評価し、デメ
リットを解消する可能性を探ること
（１）許容リスクについての社会合意を踏まえる
レベル1をいかに設定・算定するか
（２）地域の地形や産業などの実情に即して考える
堤防の減災効果をどう見るか
地域と海との結びつきをどう見るか
（３）後背地の利用やかさ上げとの関わりで考える
（４）堤防の形態 高さ 位置を総合的に考える
（４）堤防の形態、高さ、位置を総合的に考える
高さの議論だけに矮小化しない
106

防潮堤の高さと形態 位置
防潮堤の高さと形態、位置
高さ、形態、位置を総合的に考えデザインする


高さ・・レベル1の津波を止める高さ
予測誤差ある は安全率をどう考えるか
予測誤差あるいは安全率をどう考えるか
誤差は「避難」で吸収するという考え方もある



形態・・多様な堤防の形が提起されている

既存のコンクリート擁壁にこだわらない選択も



自然を生かした緑の森など
浮上式やフラップゲート、越波防止護岸など
位置・・バッファーゾーニングを考える
海岸線から離して住宅地の近くに設置することも
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防潮堤と災害危険区域


レベル2は、津波が乗り越えたとしても避難等で命を
守れることを要求している
津波が来る前に安全な場所に避難ができるなら、そこ
に居住していてもよいはずで、災害危険区域に指定する
必要はない（個人的見解ですが・・）
また、レベル1の堤防ができれば、より高い安全性が確
保されるので、災害危険区域の見直しをしてもよいはず
で、さらに「地区防災計画」の策定により見直すことも
なお、いかなる手段でも命を守れないなら災害危険区
域に指定して、居住の禁止や建物構造の制限を加える
必要がある（「津波まちづくり法」の津波災害特別警戒区
域）
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資

1料

日弁連主催シンポジウム

５ー１

2014年5月10日（土）

「災害復興と持続可能性～防潮堤問題から考える～」
災害復興と持続可能性 防潮堤問題から考える 」

防潮堤計画をめぐる合意形成
をどう考えるか
関西学院大学
関西
学院大学 総合政策学部 教授

長峯 純一

2

１ 国による安全基準の設定
１．国による安全基準の設定
2011年4月
年
国から防潮堤の議論が始まった。
内閣府中央防災会議「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」設置。
訓とした地震
津波対策に関する専門調査会」設置。
国交省・農水省が「海岸における津波対策検討委
員会」設置。
員会」設置
2011年6月
中央防災会議専門調査会がレベル１とレベル２の
央防災会議専
査会が
津波の考え方を提示。
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防潮堤をめぐる議論と指針（2011.4-2012.10）
日 付

事 項

内閣府中央防災
中央防災会議
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」設置。
2011. 4. 28. 海岸における津波対策検討委員会
海岸における津波対策検討委員会第1回開催（農林水産省・国土交通省設置）
2011. 4. 27.

2011. 6. 24. 「復興基本法
復興基本法」施行
2011 66. 25 復興構想会議「復興への提言～悲惨のなかの希望～」
2011.
中央防災会議専門調査会第4回開催「中間取りまとめ～今後の津波防災対策
2011. 6. 26.
の基本的考え方について～」
海岸における津波対策検討委員会第2回開催「設計津波の水位の設定方法
2011. 6. 27.
等について」
農林水産省・
農林水産省
・水産庁
水産庁・
・国土交通省の課長から海岸管理部局へ通知「
国土交通省の課長から海岸管理部局へ通知「設計津波
2011. 7. 8.
の水位の設定方法等について」」
の水位の設定方法等について
宮城県沿岸域現地連絡調整会議第7回開催「「 宮城県沿岸における海岸堤防
2011. 9. 9.
高さ」
高さ
」を公表。岩手県も同時期に公表。
を公表
中央防災会議専門調査会第12回開催「東北地方太平洋沖地震を教訓とした
2011. 9. 28.
地震・津波対策に関する専門調査会報告」を公表。
海岸における津波対策検討委員会「平成23年東北地方太平洋沖地震及び津
2011. 11. 16.
波による被災した海岸堤防等の復旧に関する基本的な考え方」
2012. 7.
宮城県担当課主催の地区・湾ごとの市民
市民説明会
説明会および意見交換会を開催。
2012. 8～10. 市民が発起人となる「防潮堤を勉強する会」発足，勉強会や報告会を開催。

4

２．レベル１(L1)とレベル２(L2)の津波
ベ
と ベ
津波
中央防災会議は津波の大きさをレベル１とレベル２

に分類
レベル１の津波：
レベル１の津波：数十年から百数十年に１度の頻
度で発生する津波
レベル２の津波：
レベル２の津波：今回のように発生頻度は極めて
低いが大規模な津波
国の政策方針
レベル１の津波に対しては，人命と財産を守るため
に海岸堤防（ハ ド）で津波を防御する。
に海岸堤防（ハード）で津波を防御する
レベル２の津波に対しては，海岸堤防を越えてきて
も人命だけは助かるよう ハードとソフトで対応（多
も人命だけは助かるよう，ハードとソフトで対応（多
重防御）を図る。
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３ 県が堤防高を設定
３．県が堤防高を設定
2011年7月
年
国交省・農水省・水産庁
国交省・農水省・水産庁が，「海岸保全
交省 農水省 水産庁が
水産庁
「海岸保全

施設の技術上の基準を定める省令」を定め，県・市
に「設計津波の水位の設定方法等について」を通知
「設計津波の水位の設定方法等について」を通知。
「設計津波 水位 設定方法等
を通知
国の方針を受けて，県・市はレベル１対応の防潮堤
整備計画を策定。
2011年9月 宮城県が被災地沿岸の防潮堤整備計
画を公表。
三陸沿岸部などで，巨大防潮堤に住民たちが疑問・
三陸沿岸部などで 巨大防潮堤に住民たちが疑問・
反発。対立の構図が発生。

6

宮城県の堤防高設定値
地域海岸名
唐桑半島東部

今次津波 堤防高 被災前現
痕跡高 設定値 況堤防高

地域海岸名

14.4

11.3

4.5～6.1

雄勝湾奥部

唐桑半島西部①

24

11.2

4.0～4.5

女川湾

唐桑半島西部②

13 8
13.8

99
9.9

2 5～3 2
2.5～3.2

気仙沼湾

14.6

7.2

気仙沼湾奥部

8.9

大島東部

今次津波 堤防高 被災前現
痕跡高 設定値 況堤防高
16.3

9.7

4.1～5.9

18

6.6

3.2～5.8

牡鹿半島東部

20 9
20.9

69
6.9

4 4～5 1
4.4～5.1

2.8～4.5

牡鹿半島西部

10.5

6.0

2.9～4.6

5.0

2.8～4.5

万石浦

2.4

2.5

2.6

12.1

11.8

1.8～4.5

石巻海岸
巻海岸

11.4

7.2

4.5～6.2

大島西部

12.1

7.0

2.5～5.1

松島湾

4.8

4.3

2.1～3.1

本吉海岸

18.8

9.8

2.5～5.5

七ヶ浜海岸①

8.9

5.4

3.1～5.0

志津川湾

20.5

8.7

3.6～5.1

七ヶ浜海岸②

11.6

6.8

5.0～6.2

追波湾

14.9

8.4

2.6～4.5 仙台湾南部海岸①

12.6

7.2

5.2～7.2

雄勝湾

16.3

6.4

3.1～5.9 仙台湾南部海岸②

13.6

7.2

6.2～7.2

出所）宮城県土木部提供の資料
3メ トルという言い方をされる TPは「東京湾平均海面」の高さを表しており 堤防の高さ
注）堤防高はたとえばT.P.11.3メートルという言い方をされる。T.P.は「東京湾平均海面」の高さを表しており，堤防の高さ
注）堤防高はたとえばTP11
はそこを基準に表すことになっており，地面から上の高さではないことに注意されたい。
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４ 住民 の最初の情報提供
４．住民への最初の情報提供
2011年9月
年
宮城県が被災地 岸 防潮 整備計
宮城県が被災地沿岸の防潮堤整備計

画を公表。
気仙沼市震災復興会議（復興計画を審議する会
議）で，復興計画の参考資料として公表・説明。
会議の場でも巨大さに疑問を唱える質問や意見が。
当初，どこまでが本当なのか半信半疑の市民もい
当初 どこまでが本当なのか半信半疑の市民もい
たと思われるが，海が見えなくなるとの疑問・反発
が 徐々に出始める
が，徐々に出始める。
気仙沼市復興計画「海と生きる」との関係も不明。
大方は県の事業のため 市は傍観の様子
大方は県の事業のため，市は傍観の様子。

8

５ 市も復興との折り合いに苦悩
５．市も復興との折り合いに苦悩
2012年1月
年
気仙 市
気仙沼市は内湾地区「復興まちづくりコ
湾地 「復興まちづく

ンペ」を実施，4月に審査。⇒ 湾口防波堤を提案した
案が最優秀賞。
案が最優秀賞
2012年5月 宮城県が海岸堤防の高さと完成後のイ
メージ図を公表。
2012年6月 内湾地区復興まちづくり協議会で防潮
堤問題への検討が開始される。
2012
2012年
年7月 行政が
行政が地区
地区・浜ごとの
地区
・浜ごとの住民説明会を開
浜ごとの
浜ごとの住民説明会を開
住民説明会を開
始。
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６ 動き出した住民グル プ
６．動き出した住民グループ
2012年8月
年
市 が発起
市民が発起人となる「防潮堤を勉強する
なる「防潮
「防潮
「防潮堤を勉強する
を勉強する

会」
会」が設立され，短期集中で勉強会を開始。
疑問や反対の動きが出てくる中で，宮城県は頑なな
態度のまま，こう着状態へ。
2013年4月 気仙沼市も独自に検討を行い，県との
調整を図る担当課（計画 調整課）を設置。
調整を図る担当課（計画・調整課）を設置。
2013年8月 「防潮堤を勉強する会」と知事の意見交
換会
2013年10月 「防潮堤を勉強する会」と市長の意見
交換会

10

７ 行政による復興事業の進め方
７．行政による復興事業の進め方
国が示した安全基準をいかに守るかを最優先に考

える。
そのために，まずは防潮堤の建設を先決する。
その後で，嵩上げ（盛土）し，土地区画整備事業で土
地を用意し，インフラを整備する。
街づくりは，そこに住むことになった人たちが最後に
街づくりは そこに住むことになった人たちが最後に
考えることとされる。
縦割り行政の中で，担当者たちは点としての事業を
縦割り行政の中で 担当者たちは点としての事業を
粛々と進めようとする。
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８ 住民たちの復興 の思い
８．住民たちの復興への思い
もう一度そこに住み続けるため，生活を再建するた
もう 度そ に住み続けるため 生活を再建するた

め，どのような街になって欲しいかを最初に考える。
そのために，海岸・道路・商店街・学校・病院などが
そのために 海岸 道路 商店街 学校 病院などが
どこにあって欲しいか，それを景観の思い出と重ね
合わせて 再興した街を思い描く
合わせて，再興した街を思い描く。
街を個々の点（事業）としてではなく，面として考える。
最後に，自分の思い描く街を再興するために，そこ
最後に 自分の思い描く街を再興するために そ
に防潮堤が必要か，どのくらいの高さなら許容できる
かを考える。
かを考える
行政と住民では思考の順番が全く逆
行政と住民では思考の順番が全く逆。それが意思疎
通できない原因にも。
通できない原因にも

12

９ 他 復興事業 人質にされた防潮堤
９．他の復興事業の人質にされた防潮堤
防潮堤の建設が街づくり（復興事業）の最初に来る
づ

ため，防潮堤計画が進まなければ，次の復興事業へ
も進めな と う説
も進めないという説明のされ方もされた。
され方もされた
次の事業とは，防災集団移転，地盤嵩上げ，土地区
画整理事業，インフラ復旧など。
復興事業全体を止めたくないという思いで，防潮堤
計画を受け入れる決断をした人，余儀なくされた人，
反対できなかった人もいたと思われる。
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10．遅すぎた住民説明会
遅すぎた住民説明会
行政は，予算が付き，協議設計に入る段階でないと

具体的な説明はできないという。
住民からすれば，予算が付いてからの説明では遅す
ぎることになる。
予算が付いた段階での説明になると，計画を受け入
れるかどうか，という 者択 の話になる。
れるかどうか，という二者択一の話になる。
街づくりにとって重要な防潮堤の問題は，計画を具
体化する前
体化する前に行うべきであった。あるいは住民参画
に行うべきであった あるいは住民参画
によって計画をつくるべきであった。

14

11．ごく一部であるが見直しも
ごく 部であるが見直しも
2013年11月～2014年現在
2013年11月 2014年現在 行政は地区・浜ごとに住
行政は地区 浜ごとに住

民説明会を開催中。年度内工事着工を目指す。
2013年11月～12月
2013年11月 12月 内湾地区復興まちづくり協議会
が提言まとめる。気仙沼市も見直しに積極的に関与。
2014年2月 気仙沼大島の田中浜・小田の浜では，
気仙沼大島の田中浜 小田の浜では
原形復旧に戻す案に県が見直し。気仙沼市も独自に
シミュレーションを行い 積極的に県へ提案した
シミュレーションを行い，積極的に県へ提案した。
ただし，いずれにおいても，県はレベル１基準を変更
したわけではない。
したわけではない
しかし，住民や市が動かなければ，見直しは行われ
なかった可能性。
なかった可能性
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12．置き去りにされた街づくりの議論
置き去りにされた街づくり 議論
気仙沼市復興計画「海と生きる」は，2011年6月から
気仙 市復興計 「海 生きる
年

議論を始め，10月に策定された。
これは復興予算を獲得するための計画であって，そ
こで掲げた事業からどういう街を再興するかという，
街づくりのヴィジョン（将来像）に関する議論は十分に
できなかった。
市民から出てきた防潮堤への疑問・反対の意見も，
ほとんどは街の将来像に関する思いによるもの。
住民にとっては，住み続けたい
住民にとっては，住み続けたい，訪れたいと思えるこ
，訪れたいと思えるこ
とが最も重要な要件
とが最も重要
な要件で
である（
ある（LL１基準ではない）。
基準ではない）

16

13．行政（知事）の言う住民合意とは
行政（知事） 言う住民合意とは
知事はかろうじて住民の合意を前提にする（強行は

しない）と言ってきた。
しかし，住民説明会の場で，質問や反対意見が出な
ければ，住民の合意は得られたとされた。
住民から見直しを求める意見書や署名を提出しても，
それは 部住民の意見であるとして聞き入れない。
それは一部住民の意見であるとして聞き入れない。
住民全体の総意でないと意見は聞かないという。
しかし，
しかし 一人でも防潮堤建設に賛成している住民が
人でも防潮堤建設に賛成している住民が
いれば，防潮堤が必要な根拠になり，計画を遂行す
るという。
るという
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14．シミュレーションとしてのL１
シミ レ シ
としての １
レベル１の
レベル１の津波
津波とは数十年から百数十年に１度の頻

度で発生する津波。百数十年としたのは，既存最大
の明治三陸地震津波を対象に含めるため これまで
の明治三陸地震津波を対象に含めるため。これまで
海岸堤防による防御は1/30と言われてきた。
県や市は，安全基準（L１基準）が国から示されなけ
県や市は 安全基準（L１基準）が国から示されなけ
れば計画を策定できないという。そして一旦基準が
設定されると それが絶対的なものになる
設定されると，それが絶対的なものになる。
設計津波は，明治三陸地震津波の痕跡と，それがな
いところはシミュレーションによって想定されたもの。
L１の堤防高や浸水域（災害危険区域）は，あくまで
堤防高 浸 域（災害 険 域） ，あ
シミュレーション結果から想定されたものである。

18

15．なぜ行政は頑ななのか
なぜ行政は頑ななのか
行政の行動には合理的な根拠が必要であるという。
行政の行動には合理的な根拠が必要であるという
行政にとっては，設定された基準とシミュレーション

結果が合理的な根拠であり，それを基に対策を貫く
結果が合理的な根拠
あり それを基に対策を貫く
ことが，彼らにとっての公平感であり，責任論であり，
整合的な行動の担保となる。
整合的な行動の担保となる
しかし，その根拠であるL１基準から導かれる堤防高
や災害危険区域は あくまでシミュレ ション結果で
や災害危険区域は，あくまでシミュレーション結果で
あり，前提を変えれば容易に変化するものである。
またそれは，上から与えられた合理的根拠であり，
またそれは 上から与えられた合理的根拠であり
自分たちで判断する責任をある意味で放棄している
とも言える。
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16．行政の対応の限界と政治の役割
行政の対応の限界と政治の役割
行政の各部署は，一つの目的（安全）を追求すること

に邁進する。
縦割り構造の行政には，海岸堤防の根拠法である
「海岸法」が定める複数の目的を同時に達成すること
はできない。
複数の政策目的の間の優先順位やバランスを図っ
た判断をするのは，政治の役割になる。
行政はその無謬性から，
行政はその無謬性から 一つの目的（安全）のため
つの目的（安全）のため
の計画を変更できない。政治が総合的な判断をする
ことで 行政の頑なさを解放してあげることが必要
ことで，行政の頑なさを解放してあげることが必要。

20

17．分権的な復興政策へ
分権的な復興政策
被災地の状況や復興のあり方（思い）は，被災地ごと

に異なる。
国は大きな方針は決め，復興事業の進め方は地域
に裁量を大幅に認めるものにすべきであった。
公平性の論理で画一的な復興を当てはめることで，
むしろ資源の浪費が生まれる可能性がある。
予算の使い方も平常時の論理を適用するのではなく，
地域の責任で弾力的な使い方を認めるべきである。
地域の責任で弾力的な使い方を認めるべきである
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18．分権化定理
分権化定理
地域間である公共財に対する選好が異なるときに，

国がその供給量を画一的に決定をするならば，資源
の浪費が発生する。そのとき，地域ごとの決定に変
が
ご
えるならば，社会全体の満足度は必ず高まる。
Environmental Federalism（
Federalism（分権的環境政策）
分権的環境政策）
環境政策は自然生態的
環境政策は自然生態的・地勢的な条件を考慮した
地勢的な条件を考慮した
最適なエリアに対応する政府・地域レベルで政策
対応を図る き。
対応を図るべき。
流域（森・川・里・海）政策 ⇒ 流域エリアに対応し
た政府

22

19．防潮堤の最適な政府レベル
防潮堤の最適な政府レベル
海岸・浜ごとに，地勢的な条件，背後地の土地利用・

都市構造・住民生活の状況が異なっているにもかか
わらず，国（中央防災会議）が画一的に安全基準（防
ず
が
潮堤の高さ）を示したことで，資源の浪費が生じようと
している。
る
防潮堤の高さは，地勢的な条件によって線引きでき
る海岸・浜に対応した地域ごとに決められるようにす
べきである。
地域の決定に委ねることで，社会全体の満足度は必
ず高まる（分権化定理）。
120
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20．国の画一的防潮堤政策の失敗
国の画 的防潮堤政策の失敗
国（中央防災会議）は一律の設計津波の通達を出す
国（中央防災会議）は 律 設計津波 通達を出す

べきではなかったし，出したとしても参考や上限とし
て 県や市町村が地域の特性を考慮しながら 海岸
て，県や市町村が地域の特性を考慮しながら，海岸
ごとに防潮堤の高さを決めるようにすべきであった。
宮城県南部の海岸線のように，複数の市町にまた
宮城県南部の海岸線のように 複数の市町にまた
がって連続する海岸であれば，県レベルの政策決定
が望ましいと思われるが 北部・中部の海岸線は市
が望ましいと思われるが，北部
中部の海岸線は市
町レベル，その中でもさらに海岸ごとに住民の意向を
聞いて防潮堤の高さを決めるべきである。
現行，宮城県内の多くの海岸は県（知事）管理であり，
県 防潮堤 高さを決 る
県が防潮堤の高さを決めるのであれば，地域（市町）
あれ ，地域（市町）
の意向を聞いて反映させる決めるべきであった。

24

21．責任転嫁の構造
責任転嫁の構造
国は，指針を示したが，県・市の判断で計画を立て
国は 指針を示したが 県 市の判断で計画を立て

ればよいという。
県・市は，国が示した基準を守らないと，補助金が付
県・市は 国が示した基準を守らないと 補助金が付
かないので，勝手に判断することできないという。
「海岸法
海岸法」（1999年改正）に立ち戻れば，防潮堤など
海岸法
の海岸保全施設を整備する目的は，津波等から「海
海
岸を防護する」と同時に「海岸環境の整備と保全
岸を防護する
海岸環境の整備と保全」そ
して「公衆の海岸の適正な利用
公衆の海岸の適正な利用」を図ることであり こ
公衆の海岸の適正な利用」を図ることであり，こ
れらを総合して「国土の保全に資する」こととされてい
る。
知事・市長は，法律を順守して，総合的に判断すべ
き立場にある。
121
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22．分権的な防潮堤計画
分権的な防潮堤計画
広い平野部で，津波から容易に逃げる場所がなく，
広 平野部
津波から容易に逃げる場所がなく

景観など他に守るものがなく，住民も海に依存した生
活を営んでいないところでは L１レベルで示されたよ
活を営んでいないところでは，L１レベルで示されたよ
うな巨大な防潮堤が必要かもしれない。
山が海岸近くまで迫り，背後地に逃げる場所（高台）
山が海岸近くまで迫り 背後地に逃げる場所（高台）
があり，海が見える景観が生活や観光として重要で
あり 住民も海と共生する生活を営んできたところで
あり，住民も海と共生する生活を営んできたところで
は，防潮堤はできる限り低い形が望ましいかもしれな
い。
現行法制度の下でも，海岸の管理責任者である県
（知事）の判断でできるはずである。

26

おわりに
行政にとって，防潮堤が復興事業を進める入口であ
行政にと
防潮堤が復興事業を進める入
あ

り，住民にとっては，それが出口としての最後の手段
である そのため 両者意思疎通ができず 復興事
である。そのため，両者意思疎通ができず，復興事
業全体が進まないできたことは大きな不幸であった。
しかし，防潮堤は海と共に生きてきて，海と共に再興
しかし 防潮堤は海と共に生きてきて 海と共に再興
しようとしている地域にとっては，街の盛衰・不沈を決
するほどの大きな影響を持つ。
防潮堤の
防潮堤のパラドックス
パラドックス：人命と財産を守るとして防潮
堤を建設しても 人々が生活を再建する上で魅力の
堤を建設しても，人々が生活を再建する上で魅力の
ない地域空間になれば，やがて人は去り，結局，守
るべき人と財産は無くなる。
122
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防潮堤でいったい何を守るか，という原点に立ち返っ

た議論を住民と行政とですべきであった。それは街
づくりのヴィジョン（将来像）を議論することでもある。
くりのヴィジョン（将来像）を議論する とでもある。
行政と住民とでは，復興への街づくりを考える順番
が逆であるということを 行政側も理解し 予算が付く
が逆であるということを，行政側も理解し，予算が付く
前から情報提供と議論をする姿勢が欲しかった。
防潮堤高も災害危険区域も，あくまでシミュレーショ
防潮堤高も災害危険区域も あくまでシミ レ ショ
ンであり，それが絶対というものではない（仮定一つ
で災害危険区域の数10メ トルは誤差の範囲） 行
で災害危険区域の数10メートルは誤差の範囲）。行
政の合理性の根拠を改め，地域の裁量でそれを設
定できるようにすべきである 地形や街の有り様を基
定できるようにすべきである。地形や街の有り様を基
に線引きをすべきである。

28

地方の行政も政治も，国の方を見て仕事をするので
地方の行政も政治も 国の方を見て仕事をするので

はなく，住民の側に近寄って政策のあり方，事業の
必要性を考え 復興まちづくりの議論をして欲しいし
必要性を考え，復興まちづくりの議論をして欲しいし，
現行法制度のもとでも，それは十分に可能である。
不可能なことは，国に対して改革の声を出して欲し
能な
対
改革 声を
欲
い。
被災地の復興は民主主義のあり方も問いかけてい
る。
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「公共政策研究」（日本公共政策学会誌第13号，2013年12月）より
（長峯氏提供参考資料）
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「公共選択」（公共選択学会誌第59号，2013年2月）より
（長峯氏提供参考資料）
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「海と生きる」

宮城県気仙沼市
宮城県気仙沼市

平成26年5月

平成２６年５月

日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会
発足４５周年記念シンポジウム

「災害復興と持続可能性 ～防潮堤問題から考える～ 」
日 時

２０１４年５月１０日 （土） 午後１時

場 所

仙台弁護士会館 ４階 大会議室

気仙沼市長

菅 原

宮城県気仙沼市

気仙沼市震災復興計画

【 基本理念 】

【目

史上最大の犠牲者

茂

平成２６年５月

標】

津波死ゼロのまちづくり

「二度と繰り返さないこの悲劇」
自然に対する畏怖，畏敬の念

早期の産業復活と雇用の確保

「自然と調和する都市構造と市民生
自然と調和する都市構造と市民生
活」

職住復活と生活復興

人々の経済的困窮

「市民の経済的安定と産業の再生
「市民の経済的安定と産業の再生」

持続発展可能な産業の再構築

産業基盤の壊滅的打撃

「生産性向上 構造改革の契機」
「生産性向上，構造改革の契機」

スローでスマートなまちとくらし

人々の優しさ，頑張り

「家族愛，他者への愛，郷土愛，愛
の溢れるまちづくり」

地域に笑顔溢れるまちづくり
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宮城県気仙沼市

津波の種類と住宅再建支援までの経過

中央防災会議（内閣府） → 津波を２つのレベルに分類

数十年から百数十年に発
生する「頻度の高い津波」
（Ｌ１）

千年に１度の発生頻度の
低い「最大クラスの津波」
（Ｌ２）

津波発生
Ｌ１対応の防潮堤を整備し
て防御

住民の避難を軸に施設整
備等による「多重防御」で防
災・減災

「Ｌ１防潮堤」を越水する「Ｌ２津波」への対応

平成２６年５月

災害危険区域の指定（移転促進区域の設
定）に伴う住宅再建支援
１ 災害危険区域の指定
⇒ 一般住宅建築制限
２ 防災集団移転促進事業
⇒ 高台移転への参加
⇒ 被災宅地の買取り
３ がけ地近接等危険住宅移転事業
⇒ 災害危険区域からの移転再建に
補助
４ 市独自支援
⇒ がけ近補助の漏れを市独自支
援で救済

「災害危険区域」の指定（≒ 移転促進区域の設定）

津波被害を受けない高台等を利用した居住環境の再建 早期の産業再生と雇用の創出
津波被害を受けない高台等を利用した居住環境の再建，早期の産業再生と雇用の創出
（防災集団移転促進事業，災害公営住宅整備事業，土地区画整理事業，津波復興拠点整備事業など）

宮城県気仙沼市
宮城県気仙沼市

県が示した基本計画堤防高概略図

平成26年5月
平成２６年５月

※出典 平成23年9月9日 宮城県沿岸域現地連絡調整会議など
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市内の防潮堤建設予定海岸

宮城県気仙沼市

平成２６年５月

・以下は整備予定箇所を示しており，実際の施工箇所とは異なります。
・防潮堤を造らない海岸については表示していません。
小原木地区～松岩地区
（大島地区北部を含む）

松岩地区～小泉地区
（大島地区南部を含む）

①

陸前高田市

気仙沼市
気仙沼市

南三陸町

①

海岸防潮堤の整備の現状

宮城県気仙沼市

平成２６年５月

（以下は防潮堤の整備予定がある海岸についての表であり，防潮堤を整備しない海岸もあります）
【気仙沼市域】
管理者

防潮堤の高さ

海 岸 数

復 旧 位 置

原形

L1

前出し
前出

現状

引き堤
堤

調整中

高さ・復旧位置に
ついて概ね合意
した海岸

進捗状況
(H26.3.31現在)

宮城県気仙沼振興事
務所南三陸支所

A 農地海岸

8

0

8

0

8

0

0

8

工事着手： 8箇所
(内 完了： 3箇所)

宮城県気仙沼振興事
務所水産漁港部

B 漁港海岸

13

12

1

1

2

8

2

7

測量設計： 7箇所

気仙沼市

C 漁港海岸

25

24

6

2

7

22

0

23

工事着手：
事着手 3箇所
箇所
発注準備： 0箇所
測量設計：14箇所

D 建設海岸

23

17

10

10

14

5

0

18

工事着手： 6箇所
発注準備： 5箇所
詳細設計： 7箇所
詳細設計
箇所

E 港湾海岸

4

4

0

2

1

1

1

3

工事着手： 1箇所
発注準備： 1箇所
詳細設計： 1箇所

宮城県気仙沼振興事
務所農林振興部

F 治山施設

6

1

5

0

6

0

0

5

工事着手： 1箇所
発注準備 2箇所
発注準備：

宮城北部森林
管理署－林野庁

G 治山施設

8

8

0

4

0

5

0

7

工事着手： 1箇所
詳細設計： 6箇所

66

30

19

38

41

宮城県気仙沼
土木事務所

計

(1)

3 (2)

71

101 (2)/(1)

82%

87
（重複有り）

（重複有り）

※防潮堤の高さ及び復旧位置案は１つの海岸で複数の形態があるため合計値が異なります。
※高さ・復旧位置について概ね合意した海岸は
※高さ
復旧位置について概ね合意した海岸は，各管理者が設置方針案を地元に説明し，測量設計及び工事着手している海岸です。
各管理者が設置方針案を地元に説明し 測量設計及び工事着手している海岸です。
※気仙沼漁港を７海岸（(1)梶ヶ浦、(2)小々汐、(3)大浦、(4)浜町、(5)内湾、(6)港町・魚市場、(7)前浜）に分割し計上した。
※亀山磯草地先海岸を４海岸（(1)外浜１、(2)外浜２、(3)葡萄沢、(4)磯草）に分割し計上した。
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宮城県気仙沼市

防潮堤建設における視点・対応策

【視 点】

港湾 漁港の利便性
港湾・漁港の利便性

磯根資源の保護

砂浜・海水浴場の再生

平成２６年５月

【 対応策 】

丁
寧
な
住
民
合
意
形
成

景観への配慮

無堤 原形復旧 Ｌ１からの選択
無堤・原形復旧・Ｌ１からの選択
地形等に合わせたＬ１の精査
位置
位置・形状の柔軟対応
状 柔軟対応
構造 の配慮（新技術導入）など
構造への配慮（新技術導入）など

緑化 見かけ堤防高の緩和
緑化・見かけ堤防高の緩和

御静聴ありがとうござ ました
御静聴ありがとうございました
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８ー１

恒久法としての災害復興基本法の制定
２０１２年（平成２４年）４月２０日 日本弁護士連合会
「防災対策推進検討会議中間報告に対する意見書」からの抜粋

災害復興の仕組みをあらかじめ定めておくべきとの指摘があるが，実際の災
害復興の在り方は，被害の実情や被災地の文化や歴史等によって規定されるも
のであるから，あらかじめ具体的な制度を構築することは難しい。
しかし，いかなる災害であっても共通する理念は整理することは可能であり，
むしろ理念を明確にしておくことこそが，具体的な施策を速やかに講じる前提
条件となる。東日本大震災では，東日本大震災復興基本法が制定され，基本理
念が定められたものの，制定までに３か月を要した上，基本理念と具体的な政
策に齟齬が生じ，復興の遅れにもつながっている。
そこで，日本国憲法に即して，被災者が復興の主体であることなどを明記し
た恒久法をあらかじめ制定することを検討するべきである。具体的には，次の
ような内容の法律が考えられる。
(1) （復興の目的）復興の目的は，自然災害によって失ったものを再生するに
とどまらず，人間の尊厳と生存基盤を確保し，被災地の社会機能を再生，活
性化させるところにある。
(2) （復興の対象）復興の対象は，公共の構造物等に限定されるものではなく，
被災した人間はもとより，生活，文化，社会経済システム等，被災地域で喪
失・損傷した有形無形の全てのものに及ぶ。
(3) （復興の主体）復興の主体は，被災者であり，被災者の自立とその基本的
人権を保障するため，国及び地方公共団体はこれを支援し必要な施策を行う
責務がある。
(4) （被災者の決定権）被災者は，自らの尊厳と生活の再生によって自律的人
格の回復を図るところに復興の基本があり，復興の在り方を自ら決定する権
利を有する。
(5) （地方の自治）被災地の地方公共団体は，地方自治の本旨に従い，復興の
公的施策について主たる責任を負い，その責務を果たすために必要な諸施策
を市民と協働して策定するものとし，国は被災公共団体の自治を尊重し，こ
れを支援・補完する責務を負う。
(6) （ボランティア等の自律性）復興におけるボランティア及び民間団体によ
る被災者支援活動は尊重されなければならない。行政は，ボランティア等の
自律性を損なうことなくその活動に対する支援に努めなければならない。
(7) （コミュニティの重要性）復興において，市民及び行政は，被災地におけ
1
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る地域コミュニティの価値を再確認し，これを回復・再生・活性化するよう
努めなければならない。
(8) （住まいの多様性の確保）被災者には，生活と自立の基盤である住まいを
自律的に選択する権利があり，これを保障するため，住まいの多様性が確保
されなければならない。
(9) （医療，福祉等の充実）医療及び福祉に関する施策は，その継続性を確保
しつつ，災害時の施策制定及び適用等には被災状況に応じた特段の配慮をし
なければならない。
(10) （経済産業活動の継続性と労働の確保）特別な経済措置，産業対策及び労
働機会の確保は，被災者の生活の基盤と地域再生に不可欠であることを考慮
し，専ら復興に資することを目的にして策定，実行されなければならない。
(11) （復興の手続）復興には，被災地の民意の反映と，少数者へ配慮が必要で
あり，復興の手続は，この調和を損なうことなく，簡素で透明性のあるもの
でなければならない。
(12) （復興の情報）復興には，被災者及び被災地の自律的な意思決定の基礎と
なる情報が迅速かつ適切に提供されなければならない。
(13) （地域性等への配慮）復興の在り方を策定するに当たっては，被災地の地
理的条件，地域性，文化，習俗等の尊重を基本としつつ，社会状況等にも配
慮しなければならない。
(14) （施策の一体性，連続性，多様性）復興は，我が国の防災施策，減災施策，
災害直後の応急措置，復旧措置と一体となって図られるべきであり，平時の
社会・経済の再生・活性化の施策との連続性を考慮しなければならない。復
興の具体的施策は目的・対象に応じて，速やかに行うべきものと段階的に行
うべきものを混同することなく多様性が確保されなければならない。
(15) （環境の整備）復興に当たっては，被災者と被災地の再生に寄与し防災・
減災に効果的な社会環境の整備に努めなければならない。
(16) （復興の財源）復興に必要な費用は，復興の目的に資するものか否かを基
軸とし，国及び地方公共団体は，常に必要な財源の確保に努めなければなら
ない。
(17) （復興理念の共有と継承）復興は，被災者と被災地に限定された課題では
なく，我が国の全ての市民と地域が共有すべき問題であることを強く認識し，
復興の指標を充実させ，得られた教訓は我が国の復興文化として根付かせ，
これらを教育に反映し，常に広く復興への思いを深め，意識を高めていかな
ければならない。

2
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８ー２

谷下 雅義・浅田 拓海著：東北地方太平洋沖地震津波による南三陸町行政区別
犠牲者率の影響要因（抜粋），土木学会論文集Ａ１（構造・地震工学）７０（４），
Ⅰ＿６６－Ⅰ＿７０，土木学会，２０１４年

1
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南三陸町では，浸水深に比べて犠牲者率が相対的に低い行政区は，海沿いの行
政区であり，徒歩 5 分以内に高台に行くことができない行政区である傾向がみ
られた。反対に浸水深に比べて犠牲者率が相対的に高い地域は海から少し離れ
た行政区であり，チリ津波がきておらず，かつ徒歩 5 分以内で海が見えない行
政区である傾向がみられた。
避難場所が近くになかった行政区において，犠牲者率が低いという結果は，
一見間違っているように思われるが，
「逃げなければならない」という意識を持
つこと，いいかえると「ここまではこないだろう。大丈夫」だという勝手な解
釈をさせないことを通じて，結果として人命を守ることになっている可能性が
示唆された。
「ここまではこないだろう。大丈夫」という思い込みをなくすことが重要であ
ることが示唆された。今後の津波防災地域づくりとの関連では，財産を守る防
潮堤がその思い込みを生み出す可能性がある。堤防の高さは低いほど財産を失
う可能性が高くなるが，
「防潮堤は守ってくれないからとにかく逃げる」という
意識を通じて，人命を守ることになるかもしれない。

3
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防潮堤に関する村井知事の発言
平成 24 年 8 月 21 日 気仙沼視察
「逃げればいい」という住民に対して)たまたま内陸から訪れていた人が津波
の犠牲になる可能性がある。復興交付金は数年でなくなる。あとから「やっぱ
りほしい」と言われても造るのは難しい。最終的には私の責任で決断する。
（平成 24 年 3 月 11 日の報道ステーション（テレビ朝日）での発言も同趣旨）
平成 24 年 9 月 27 日 県議会予算委
やっぱり私は県民を守れると，自信を持てるところの高さまで何としてもしな
きゃいけないと。私は，震災直後にそう覚悟したんです。批判を受けるのはわ
かってたんですけれども。それで私は宮城県だけ建築制限もかけました。これ
も大変非難を受けました。岩手はかけてないじゃないかと。宮城はなぜだと。
ずいぶんおしかり受けましたけれども。そういうこともあって，私は批判覚悟
でやったということであります。決していこじになるわけじゃなく，当然，柔
軟にはしたいと思いますが，高さに関しては，やはりこれは絶対にこれで命を
守れるというところを譲りたくないと。頑固だとよく言われますけれども，こ
こだけはぜひ御理解をいただきたいというふうに思う。
平成 25 年 7 月 8 日 定例会見
Ｑ：防潮堤に対する考え方を併せて聞きたい。今朝（8 日）の NHK の番組であっ
たが，岩手県の釜石市では，県が（防潮堤の高さを）14 メートルといったとこ
ろ，住民が 2 メートルか 3 メートルでいいと（主張した）。それを市のほうも酌
んで，市もそれでやっていけないかと模索するという番組だったが，そういっ
た考え方もある中で知事は絶対妥協できないと（いうことだ）。この辺の考え方
が岩手県と宮城県で違うのだなと感じるけれども，岩手県の考え方について知
事はどのように見ているのか。
Ａ：今日，明日，5 年後ではどちらの言うほうが正しかったかというのは分から
ないと思います。今度また同じような津波が来たときに，L1 クラスの津波が来
たときに，私の言っていたことが正しかったのか間違っていたのかということ
は，多分評価をしてもらえるのではないかと（思います）。それで岩手県のほう
が良かったということになるかもしれませんけれども，私はそのときに責任を
取りたいということです。
Ｑ：そこは二者択一しかないということか。
Ａ：ええ。ですから，L1 に対応できる防潮堤を（整備）するというところは譲
れませんということです。・・・
1
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私はあの震災の直後に誓ったのです。
「どんなに批判があっても，二度とこう
いう犠牲者を出したくない」と。多分 100 年たったら私は死んでいますけれど
も，100 年後にあの世にいて，「あのときに堤防を造っていればこの人は死なな
かったのに」と思いたくない（ということです）。・・・私はこれから生まれて
くる子供たちのために，子孫のために，県知事はやらなくてはいけないと思っ
ていますので，そこはかたくなにこだわりたいと思います。
平成 25 年 9 月 3 日 内湾で意見交換
少し誤解を与えていたと反省している点がある。県の案以外は一切認めないと
いうことではない。高さを変えないのではなく，基準は変えないということだ。
位置や造り方を変え，少しでも下げられる努力をしたい。市，県と住民が一緒
のテーブルにつくことが重要だ。・・・
私どもは非常に焦っている。年内に合意に至らないと，気仙沼だけの問題でな
くなる。国に(石巻から気仙沼まで一体の海岸保全基本)計画を出して許可をも
らわないといけない。
平成 25 年 12 月 4 日 鮪立自治会の要望書への回答(文書)
(設計津波のユニットについて)県としては二度と今回のような被害を繰り返
さないため，一つのユニットで一定の安全水準を確保する必要があると考え，
個別の浜ごとに高さを決めるのではなく，ユニット内の高さを統一して一定の
安全性を確保することとしている。
平成 25 年 12 月 24 日 定例会見
防潮堤の高さをいたずらに変えるということは，これはもうまちづくり全体に
影響してしまいまして，また 2 年数カ月前にタイムスリップしてしまうことに
なりますから，これはやはりどう考えても譲れない部分なのです。・・・
あの塩竈市にある無人島の防潮堤については農地を守るための防潮堤・・・農
業をやらないということであれば，もしかしたらそのままにしておくかもしれ
ません。
平成 26 年 1 月 6 日 定例会見
Ｑ：去年いろいろな報道で，防潮堤の高さについて，例えば岩手県では住民と
の調整の中で高さが引き下げられている例もあるようだ。合意が得られた地区
もある中で，宮城県としては今後も L1 という考え方を基本としていくのか。も
しくは今後柔軟に対応していきたいという姿勢があるかどうか。
Ａ：時間の制約はありますけれども，取り組み方についてはノーチェンジで
2
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す。・・・（防潮堤の）高さについてですが，これはやはり L1（数十年から百数
十年に発生する事が想定される発生頻度の高い津波）を堅持していくべきだと
思います。
・・・住民の意思のとおり高さを変えることが，本当に県民のために
なるのかどうか。私は決してそうではないと思います。頑固だと言われるかも
しれませんけれども，県民の命を守る。今いる人たちのニーズに応えるだけで
はなく，50 年後，100 年後，私は生きていないと思いますけれども，そのとき
の県民の声を聞きながら判断をしていくというのが私に課せられた使命だと，
私は思っています。
平成 26 年 2 月 3 日 定例会見
住民の皆さんが「この高さがいい」と（おっしゃって），しかし，どう考えて
も，この高さでは命を守れないという場合は，これはやはり分かりましたとい
うことはなかなか言えないということですね。
平成 26 年 2 月 25 日 インタビュー（時事通信）
高さの問題で合意に至っていないのは気仙沼市の鮪立漁港を含め数カ所だけ
だ。鮪立に関して言うと，今回４メートルの津波が来たので，住民は５メート
ルの防潮堤を造ってくれと言っている。ところが，
（実際は）４メートルの津波
は防潮堤にぶつかり，７．５メートルまでせり上がる計算になる。住民の命を
守るには１メートルの余裕を見て８．５メートルの高さが絶対に必要だ。税金
で中途半端な防潮堤を造っては国民の理解を得られない。
（住民との合意に向け）
最後は鮪立まで行って，私の声を直接伝える。
平成 26 年 3 月 17 日 定例会見
Ｑ：3 月 11 日午前中の菅（義偉）官房長官の会見で，村井知事が防潮堤の高さ
の見直しをした場合には大変混乱になる可能性があると発言したことに対して，
そういうことにはならないのではないかという見解を示した。それに対する受
け止めと今後の進め方についてあらためて伺いたい。
Ａ：菅官房長官のおっしゃった「高さを変えても」というのは，今われわれが
（考えている），L1（の津波に対応できる防潮堤に）プラス（する）余裕高（の
部分と），例えば地域によってはユニット海岸という見方で，一つの港だけでな
くて地域全体を見ている部分，つまり宮城県オリジナルの考え方の部分です。
Ｑ：年明け以降，あちらこちらで住民の皆さんから見直しを求める声が上がっ
ているところがあるが，今起きている現象についてはどのように認識している
か。
Ａ：私どもはそれほどあちらこちらで起こっているというつもりはありません。
3
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もともと反対している人たちがまたここに来て声を出しているということで，
大部分の住民の皆さんが合意・賛成をしてもう事業が始まるというところは，
当然進むものだと思っていますので，賛成派の人たちは特に何もおっしゃって
いません。

4
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「防潮堤を勉強する会」設立趣意書
美しく青い海と緑溢れる大地に恵まれた気仙沼。古（いにしえ）の時代から、この地に住む私たちは家族を養い、暮ら
しを立てるために海と生きてきました。海は常に身近にあり、磯の匂いや波の音、海で働く人々の活気溢れる生活がそこ
に存在しています。海はまさに、私たちの生活の一部であり、かけがえのない財産です。海は時に私たちに大きな災厄を
ももたらします。これまで何度となく地域を襲った津波災害は、私たちから多くのものを奪いました。しかしながら、私
たちはそれでもその海を愛し、海と共に生きる未来を選択します。この選択をする上で、津波災害への備えは未来永劫に
万全でなければなりません。
津波防災はただ一つの防災機能によって実現可能なものではありません。複合的な防災機能が合致し、理想的に連動して
初めて実現するものです。防潮堤は津波防災機能の一つですが、全てではありません。最良の津波防災対策を実現してく
ためには、防潮堤の持つ防災効果を熟知し、同時に弱点や地域生活、地域文化への影響等を熟考する必要があると考えま
す。今回、決定される津波防災対策は地域の未来を大きく左右することとなります。私たちは、この重大な意思決定のプ
ロセスに住民が積極的に関わり住民自らが意思決定を行う環境を整えるべく「防潮堤を勉強する会」を設立致します。
市が県等と市内各地で開催した防潮堤に関する説明会では、住民の意見を取り入れながら計画を進めるという考えを示し
ています。しかし、一方で関係する法律が複雑で用語が難しかったり、また部署がいくつかにわたるため説明会の内容を
なかなか理解できず、どのような地域になっていくのか住民自身が見えない状況も出て来ています。防潮堤建設という地
域の未来を左右する重大な意思決定は地域住民にゆだねられているのか、あるいは行政的、法的に不可変の決定事項なの
か。誰がどのような根拠に基づいて防潮堤建設は進められようとしているのか。そういった数々の疑念が払拭されぬまま
時だけが経過しています。現状では、国・県・市が進める「災害復旧」としての防潮堤建設、１級の津波を想定した防潮
堤の高さに多くの市民は驚き、不安を募らせています。「災害復旧」という限定された制度の枠組みの中で、今後何十年、
何百年と続く気仙沼のまちづくりの礎が決定されてしまうと受け取ってしまっている市民も多数いる状況です。
「防潮堤を勉強する会」は防潮堤建設に対する反対運動ではありません。また、決して地域の復旧・復興を遅らせるもの
ではありません。将来に亘って守るべきものは何か、残すべき地域の財産とは何か、そのためになすべき政策とは何か。
東日本大震災大津波を経験した私たちは、後世に遺恨、後悔を残さぬよう、責任をもってこの問題に取り組まなければな
りません。この勉強会の目的は、海岸等地形別の防潮堤の在り方、浮上式防潮堤の有効性の検証、フォレストベンチ工法
なども含めた工事手法の検討、自然との調和や景観を考慮した防災対策の検討など、住民が主体的に防潮堤の是非を判断
できるような基本情報を整理し、公開、共有することであり、さらに地域住民が情報交換、情報共有できる場を提供する
ことです。また同時に、防潮堤の構造や効果、代替案などについて専門家の意見を聴講する機会を創出するものです。そ
して「防潮堤建設」を時間や予算の制約によって「納得させられる」のではなく、多くの市民が多角的視点からの検証に
よって「これならば納得できる」という結論を導き出すことです。
50年後、100年後の気仙沼で暮らしているであろう私たちの子孫に、安全・安心な暮らしと先人たちが守り続けてきた気仙
沼らしい環境・景観そして文化を残すことが、今を生きる我われに課せられた歴史的な使命です。創造性のない復興は衰
退に繋がります。是非、私たちの思いにご理解をいただき、「防潮堤を勉強する会」に広くご参加を賜りますようお願い
申し上げます。
平成２４年８月５日
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「防潮堤を勉強する会」発起人一同
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防潮堤を勉強する会（スケジュール）

ホームページ（URL） : seawall.info

村井宮城県知事に提出した要望書の内容（H24.11月30日提出）
美しく青い海と緑溢れる大地に恵まれた気仙沼。古（いにしえ）の時代から、この地に住む私たちは家族
を養い、暮らしを立てるために海と生きてきました。海は常に身近にあり、磯の匂いや波の音、海で働く人々
の活気溢れる生活がそこに存在しています。海はまさに、私たちの生活の一部であり、かけがえのない財産
です。
海は時に私たちに大きな災厄をももたらします。これまで何度となく地域を襲った津波災害は、私たちから
多くのものを奪いました。しかしながら、私たちはそれでもその海を愛し、覚悟を持って海と共に生きる未
来を選択します。この選択をする上で、津波災害への備えは未来永劫に万全でなければなりません。
津波防災はただ一つの防災機能によって実現可能なものではありません。複合的な防災機能が合致し、理想
的に連動して初めて実現するものです。防潮堤は津波防災機能の一つですが、全てではありません。最良の
津波防災対策を実現してくためには、防潮堤の持つ防災効果を熟知し、同時に弱点や地域生活、地域文化へ
の影響等を熟考する必要があると考えます。そして、かけがえのない財産、この地で生きていく住民の生き
る糧、エネルギーの源を失う事の無い様な結果を導き出さなければなりません。
今回、決定される防潮堤建設は地域の未来を大きく左右することとなります。私たち防潮堤を勉強する会は、
復旧・復興を遅らせることなくしかしこの重大な意思決定のプロセスに住民が積極的に関わり住民自らが意
思決定を行うために13回にわたる住民主体の勉強会を開催し、今般の防潮堤建設計画に関し多角的に検討
を進めて参りました。
その成果を受け、私たち防潮堤を勉強する会発起人一同は、後世に遺恨、後悔を残さぬよう、私たちの子孫
に、安全・安心な暮らしと先人たちが守り続けてきた気仙沼らしい環境・景観そして文化を残すために、防
潮堤建設事業の各主体者に対し以下の要望を致します。
記

一、 今回の被災地域の多様性を考慮し、一律に設計高に従った防潮堤を建設するのでは
なく、地域の実情に合わせた防潮堤の整備を要望いたします。
一、 防潮堤の形状、位置及び高さの決定に際しては、海岸法や宮城県議会の決議等に盛
り込まれている住民意見の反映・住民合意の尊重を必ず遵守していただくことを要望
いたします。
一、 合意形成にあたっては、一つの案に対して是か非ではなく複数の選択肢を用意して
いただくことを要望いたします。
一、 住民が選択し易い、考え提案し易い環境づくりのためのわかりやすい情報提供、各
説明会・意見交換会・設計・施工などの日程の早い段階での明示及び周知の徹底な
ど説明会から建設までのプロセスにおいて、透明性の確保を要望いたします。
一、 防潮堤建設計画のみならず、市域の総合的な防災計画を早期に示していただくこと
を要望いたします。
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東京新聞

３．１１に生まれたもの

防潮堤のない海 愛する（三浦友幸氏インタビ

ュー）

158

資
料

防潮堤の高さへの民意の反映について
岩手弁護士会所属
○

弁護士

瀧上

明

国が防潮堤の高さについて全国一律の安全基準を求めたこと
（防潮堤の）「高さの根拠となったのは、東日本大震災の年の７月に国が各県に出し
た『一定頻度（数十年から百数十年に一度程度）で発生する津波を基準とする』という、
全国一律の安全基準を求める通知だった。これを受け、県津波防災技術専門委員会は、
３カ月後の１０月までに各湾ごとに防潮堤の高さを決定。例えば大槌湾は明治三陸津波
の１３・５メートルを基準に１４・５メートルとするなど、対象津波プラス１メートル
に設定した。その後、県や市町村が地域説明会を各地で開き、本県では全地区で建設の
『合意』を得たとされている。」
（岩手日報 H26.1.20 朝刊
→

○

http://www.iwate-np.co.jp/311shinsai/saiko/saiko140120.html）

この「合意」の実際こそが問題。

市町村レベルでは、防潮堤の高さを急いで決めざるを得ない事情があったこと
（大槌町に関する報道）「防潮堤の再建など災害復旧事業の国査定は今月中（瀧上注
：平成 23 年 12 月中）に行われる予定。高さの変更は間に合わず、県の案で受けざるを
得ないのが現状だ。今後、町が県の案と異なる復興計画を決めた場合は、追って国に変
更を求めることになる。」
（岩手日報 H23.12.3 朝刊
→

http://www.iwate-np.co.jp/311shinsai/saiko/saiko111203.html）

他の市町村でも同様であり、平成 23 年のうちに、防潮堤の高さを含めた復興計
画の住民合意を取り付けなければならない事情があった。

→
○

住民自身の議論が十分になされたか疑問が生じる。

当職が見聞した住民の「合意」の実際
釜石でも、平成 23 年末までに住民合意を得るため、夏頃から各地で住民への説明会
を行っていた。そして、平成 23 年 12 月、市の計画について住民合意を得る場として、
市内 21 ヶ所で住民懇談会を開催した。
そこでの様子は、おおむね以下のようなものであった。
まず、公民館や学校の体育館などに住民を集める（といっても、当然であるが仕事等
の事情で住民全員が参加できるわけではない）。人数は、地域によって違いますが、一
つの地域で、おおむね数十人から百数十人くらい。
そして、市の職員が次々交替で、プロジェクタに何十枚と図表を投影しながら、数十
分にわたって説明をするのである。住民にはプリントアウトした紙が渡されるが、問題
点が多岐にわたって膨大であったり、専門的であったり細かかったりするため、全体を
即座に理解できる住民は少なかったと思われる。
そして、懇談会の最後に、
職員「それでは、ご質問のある方は挙手をしてお願いします」
住民（いくつか質問が出るが、感情的なものが多く議論が深まらない）
職員「他に質問がなければ、この計画で進めようと思います。この計画に同意の方
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は拍手をお願いします。」
住民（パチパチ・・・（まばらな拍手））
職員「では、同意戴いたと言うことで」
というやりとりがある。これで、この地区の住民合意は得られたことになるのである。
○

住民の意思によって、行政の提示した高さの防潮堤を作らないことを決めた地域
もっとも、当初から住民の意思で低い防潮堤を作る、ないし防潮堤を作らないという
決定をした地域もある。
当職の知る限りでは、大槌町では、赤浜、小枕、浪板海岸の 3 地区である。
赤浜は漁師が多く、住民の結束も強い地域である。生活の場から海が見えることを重
視して、防潮堤の高さを 4 メートルにした。なお、赤浜地区には、「災害に強い人づく
りを掲げる大槌町の赤浜の復興を考える会」という住民組織がある。また、地域に大学
の研究者が入って、平成 23 年のうちに防潮堤の高さについて議論を重ねていた。小枕
については詳細は不明。浪板海岸は、海水浴場で、観光地である。防潮堤は著しく景観
を損ねるとの理由で、既存の高さの防潮堤にした。大槌町の他の 10 地区ほどは、行政
の提示した L1 対応の防潮堤である。
釜石市では、唐丹町花露辺（けろべ）と根浜地区の 2 地区である。花露辺は漁師の多
い地区で、住民の結束が強く、意見のまとまりやすかったところである。根浜地区は観
光地である。この 2 地区は、今でも低い防潮堤のままである。残りの 20 地区ほどは、
行政の提示した 6 ～ 14 メートルの防潮堤（L1 対応）を作る。
→

これを見ていると、早い時期から住民の意思が明確になっており、平成 23 年中
に市や県に対して意見を言えた地区については、防潮堤の高さに住民の意思が反映
された感がある。それ以外の地区については、おそらく事実上意思の集約が出来な
かったのであろうが、行政の示す計画に従い、現在に至っている。
なお、近時、岩手県では、135 ヶ所の防潮堤整備計画のうち 21 ヶ所で住民の意
思を反映して防潮堤の高さを引き下げる事にしたようであるが、釜石市、大槌町で
引き下げをする地区がいくつあるのかは、資料が無く不明である。

○

まとめ
被災自治体には、出来る限り早く住民の「合意」を取り付け、計画を迅速に進めよう
という意図が伺えた。地元自治体としては、国の計画に異議を唱えるほどの専門的知識
を持っていないとか、計画を早く進めないといつまで時間がかかるか分からないとか、
やむを得ない事情もあったのだろうと思われる。
しかし、震災から半年ほどの時期に、住民にこれからのまちの在り方を詳細に思い描
けと言う方が無理である。懇談会に参加した住民も、よく分からないけれど、とりあえ
ず「お上」に従っておけば無難だと考えて同意した人が多かったと見受けられた。
今思えば、この時期に、ある程度時間がかかっても良いから議論を深めるべきであっ
た。上記のような形式だけの住民合意について、後日住民から見直しの声が上がったの
は、当然な面があると思われる。
以上
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