
二級河川七北田川水系七北田川改修工事（左岸：宮城県仙台市宮城野区中野字高松地内

から同市宮城野区蒲生字町地先河川敷地まで）及びこれに伴う附帯工事に関する事業認

定申請に係る公聴会 

 

平成２８年１２月１６日 

 

【議長】 ただいまから、二級河川七北田川水系七北田川改修工事（左岸：宮城県仙台

市宮城野区中野字高松地内から同市宮城野区蒲生字町地先河川敷地まで）及びこれに伴

う附帯工事に関する事業認定申請に係る公聴会を開催します。 

私は、本日の議長を務めます東北地方整備局建政部長の筒井と申します。議長として

本公聴会を主催いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

本公聴会は土地収用法第２３条第１項の規定に基づき、起業者である宮城県から、本

年９月１４日付けで事業認定の申請がありました事業について開催するもので、事業認

定庁として、当該申請に係る事業の認定の可否を判断するに当たり、勘案すべき情報を

収集することを目的としています。簡単に申しますと、土地収用法の適用が妥当かどう

かの判断のための情報収集、こういうことを目的としております。本日、ご参加の皆様

におかれましては、円滑な議事進行にご協力いただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

それでは 初に、本件事業の起業者に公述をしていただきます。宮城県仙台土木事務

所河川部長、郷右近正紀さん、同じく河川部河川砂防第２班技術次長、星伸彦さん、同

じく技術主査、塩谷章さんは壇上に上がり、公述人席に着いてください。 

（公述人登壇） 

【議長】 準備はよろしいでしょうか 

【公述人（塩谷）】 はい。 



【議長】 ただいまの時刻は１４時３分です。ただいまから公述を開始し、３０分間で

終了するようお願いいたします。また、終了の１０分前、５分前、１分前に呼び鈴で合

図するとともに表示によりお知らせしますので目安としてください。なお、終了時間ま

でに終了しない場合には公述の中止を命ずることとなります。プロジェクターを使用し

ますので、少し照明を落とします。それでは公述を開始してください。 

【公述人（塩谷）】 公述人、宮城県知事村井嘉浩の代理人であります、宮城県仙台土

木事務所の塩谷と申します。よろしくお願いいたします。本日の公聴会では、二級河川

七北田川水系七北田川改修工事及びこれに伴う附帯工事について事業の目的などを公

述させていただきます。失礼ながら着座にてご説明させていただきます。 

事業説明の内容としましては、ご覧のとおりとなっております。順に説明いたします。 

始めに事業概要について説明いたします。 

事業の種類は、二級河川七北田川水系七北田川改修工事及びこれに伴う附帯工事です。

工事の全体区間は、河口から高砂橋までの左右岸で、右岸が宮城県仙台市宮城野区蒲生

字八郎兵エ谷地第二地内から、同市宮城野区蒲生字北上河原地内までとなっており、左

岸が宮城県仙台市宮城野区中野字高松地内から同市宮城野区蒲生字北中河原地内まで

となっております。申請起業地区間は、左岸の宮城県仙台市宮城野区中野字高松地内か

ら同市宮城野区蒲生字町地先河川敷地までとなっております。事業実施河川の名称は、

二級河川七北田川水系七北田川です。本事業の起業者は宮城県で、完成の時期は平成３

２年３月を予定しております。建設の目的は、津波及び高潮による被害の軽減や洪水時

における水害の防御です。 

次に流域の概要になります。工事実施河川の七北田川は、その源を宮城県と山形県と

の県境に位置する泉ヶ岳に発し、南東へ流下し、八乙女川、要害川、梅田川などの支川

を合わせ、仙台平野の北東部をかすめ、南貞山運河と合流した後、仙台湾に注ぐ幹線流

路延長約４５キロメートルで、流域面積が２１５．３平方キロメートルの宮城県 大の



二級河川です。流域市町村は、仙台市、多賀城市、富谷市、利府町、大和町で、流域内

人口は約３８万人です。 

続いて、申請起業地における事業認定手続きなどの経緯をご説明いたします。平成２

３年３月１１日の東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波は、七北田川の河川堤防及

び海岸堤防を破壊・越流して、海岸線に平行して南北に延びる仙台東部道路より内陸ま

で達し、多くの尊い生命や財産を奪い地域に壊滅的な被害を与えました。申請起業地の

前浜にあたる蒲生干潟は、津波による被害で消失したものと考えられ、災害復旧は既存

の原形堤防上を直線的に繋ぐ計画で検討しておりました。しかしながら、蒲生干潟の自

然環境が急速的に回復したことから、干潟の自然環境に配慮して 大で８０メートル陸

側へ移動する変更計画を検討し、地域住民への説明を行い概ねの了解をいただきました。

その後、堤防の利用方法や導流堤の構造などについて、地域住民や環境有識者との調整

を図りながら、鋭意、事業を進めて参りましたが任意での土地取得が困難であることか

ら、本年７月２９日に事業認定に係る事業説明会を行い、９月１４日に事業認定申請を

いたしました。 

続きまして、七北田川改修工事の全体区間における工事の進捗状況についてご説明い

たします。七北田川改修工事の進捗状況としましては、右岸は２，１０９メートルのう

ち３４パーセントの７１４メートルが完成しており、６６パーセントの１，３９５メー

トルが着手済みです。左岸は２，９４９メートルのうち、７５パーセントの２，２２３

メートルが着手済みで、２５パーセントの７２６メートルが未着手です。なお、用地の

取得状況については９７パーセントを取得しています。 

続きまして、事業区間の被災状況を説明いたします。上段が被災前、下段が被災後の

航空写真となっております。左側が仙台港方面から南貞山運河方面を撮影したもので、

右側が太平洋沖方面から蒲生干潟、七北田川河口方面を撮影したものです。津波により

田畑が浸食され土砂が堆積している状況や建物が倒壊、流出している状況が確認されま



した。また、七北田川の河川堤防における被災状況としては、完全決壊や護岸ブロック

の流出、沈下などが数多く確認されました。 

 これらの被災状況より、七北田川河川堤防については再度の災害を防止するため、次

に示すような防護方針を立てました。 

 まず１つめは、Ｌ１津波及び高潮に対しては、近隣の海岸堤防である仙台湾南部海岸

及び仙台塩釜港仙台港区とともに一体として七北田川河川堤防を整備することにより、

堤防背後地の市街地及び県道塩釜亘理線などを浸水被害から防護します。ここでいうＬ

１津波とは、数十年から百数十年に一度程度の頻度で発生する津波のことを言います。

２つめは、平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波

のような、 大クラスの津波に対しては、一線堤である七北田川河川堤防及び仙台湾南

部海岸に加え、南貞山運河、県道などの整備による多重防御により津波被害の低減を図

ります。なお、 大クラスの津波が押し寄せ、堤防を越えた場合でも堤防機能が完全に

喪失しないような粘り強い構造での整備を行います。 

 次に、河川堤防の高さの設定について説明いたします。本事業における七北田川河川

堤防高は、海岸堤防と一体で安全度を確保するために、海岸堤防と同一の高さとしてお

ります。海岸堤防高は、Ｌ１津波の設計津波高と高潮による設計高潮位とを比較して、

高い方である高潮を基準に設定しています。したがって、本事業における七北田川の河

川堤防高は、高潮から求められた設計高潮位の、Ｔ．Ｐ．７．２メートルとなっており

ます。 

 次に、堤防法線の比較検討について説明いたします。本事業における七北田川河川堤

防は、海岸堤防と一体となった整備を行いますが、蒲生干潟に面する既設堤防法線が蛇

行しているため、津波、高潮に対し屈曲部が弱部となることから干潟部分の堤防法線に

ついて次の三案の比較検討を行いました。 

 第１案は、図中ピンク色の既設堤防位置で嵩上げを行う案でありますが、堤防法線が



屈曲していることから津波、高潮に対し他案と比べ劣ることとなります。第２案は、図

中青色で示されている既設堤防法線の蛇行を解消し、津波、高潮への対応力を改善した

案です。この案は、堤防が直線化することで津波、高潮への対応力は優れますが干潟へ

の影響が大きくなります。第３案は、図中赤色で示されている案です。この案は、堤防

法線の蛇行を解消しつつ、干潟への影響を極力回避できる位置まで堤防を陸側に設置す

るもので、津波、高潮への対応力は優れ干潟への影響が小さくなります。これらを施工

性や経済性、環境面などといった、総合的な観点から比較した結果、第３案の干潟への

影響を極力回避した案が も合理的であるため、本事業の堤防法線として決定しました。 

 ここまでご説明させていただきました防護方針、河川堤防高の設定、堤防法線の比較

検討の内容から決定された、七北田川計画河川堤防の諸元について説明いたします。 

 ご覧いただいております、赤色で示しているものが、今回の申請起業地区間です。申

請起業地区間における七北田川河川堤防は、代表断面Ａに示す干潟部と代表断面Ｂに示

す一般部とで堤防構造を分けて検討しております。 

 標準断面図に示すように、一般部と干潟部は計画堤防高、天端幅、法勾配などの諸元

及び護岸構造については同じものですが、基礎形式については、一般部は矢板形式とし

ておりますが、干潟部においては干潟の環境面に配慮し、陸域と干潟との地下水の流動

を阻害しない突っ込み形式としております。構造においては、厚さ５０センチメートル

のコンクリートブロック被覆や１メートルのコンクリート基礎とすることで、津波が堤

防を越えた場合でも機能が喪失しないように粘り強い構造としています。なお、干潟部

においては、宮城県レッドリストに指定されている重要種のアカテガニや様々な生物の

陸域と干潟との相互移動に配慮し、堤防法面を現地発生土で覆土することとしています。 

 次に事業効果について説明いたします。七北田川水系では古くから水害が発生してお

り、昭和１９年の台風、昭和２２年のカスリーン台風、昭和２３年のアイオン台風によ

る相次ぐ洪水により甚大な被害を受けております。近年では、七北田川河川堤防が津波



により被災していたこともあり平成２３年に応急復旧堤防が決壊し、浸水被害を受けて

おります。 

 これらの洪水被害を防ぐため、福室基準地点において基本高水のピーク流量を２，２

００立方メートル毎秒、河道への配分流量を１，６５０立方メートル毎秒として、洪水

に対応できるよう定めています。本事業における七北田川河川堤防の完成により河道へ

の配分流量の１，６５０立方メートル毎秒を安全に流下させることが可能となり、流域

の洪水被害を防ぐことが可能となります。 

 続いて、計画堤防が完成することよる津波被害などへの効果について説明します。計

画堤防の防護水準は、仙台湾沿岸海岸保全基本計画に基づいている海岸堤防と一体とな

ってＬ１津波及び高潮に対処できる防護水準としています。計画堤防がない場合は、図

中に示す赤枠黄色塗りの範囲がＬ１津波による浸水想定範囲となります。計画堤防が完

成することで、隣接する仙台湾南部海岸復旧事業深沼工区及び仙台塩釜港仙台港区、海

岸高潮対策事業と一体となって七北田川背後地の青色斜線で示される、仙台市土地区画

整理事業地及び圃場整備事業地の浸水被害を低減することができます。 

また、発生頻度が極めて低いものの発生すれば甚大な被害をもたらす津波、Ｌ２津波

については、津波防災まちづくりなど他の復興事業と一体となって減災を目指すものと

しております。左の図に示す計画堤防がない場合と比べ、右の図に示す計画堤防が完成

した場合は、緑色の囲いで示される浸水面積約８平方キロメートルの減災効果及び紫色

の囲いで示される部分のような浸水深の低減効果が期待できます。 

次に、環境保全対策について説明いたします。貴重な塩生湿地を抱え渡り鳥の中継地

となる生物の多様性が豊かな蒲生干潟は、自然再生推進法に基づき平成１６年に蒲生干

潟自然再生協議会が発足し、地域住民、環境ＮＰＯ、専門家、行政などの多様な主体に

よる自然再生の取り組みが実施されてきました。このことから本事業は、環境影響評価

法及び宮城県環境影響評価条例に定める環境影響評価の対象事業ではありませんが、本



事業区間及びその周辺には豊かな自然環境が存在することから、起業者が任意で環境影

響評価を実施しました。環境影響評価は、干潟生態系に関する環境影響評価技術ガイド

を参考として行い、学識経験者で構成される宮城県が設置した、事業認定申請に係る環

境影響評価検討会に諮り、意見を聴きながら環境保全対策の検討を実施いたしました。

環境影響評価の期日、手続きは表に示されるとおり平成２５年８月に環境調査に着手し、

平成２８年７月２９日に環境保全措置などを含む環境影響評価結果を取りまとめまし

た。 

 環境影響評価項目は、動物、植物、生態系を選定し工事の実施及び堤防の存在を影響

の要因として予測、評価しました。また、工事による近隣環境への影響把握のため、騒

音、振動の評価を実施しました。なお、水環境については、震災前と同様な機能を持つ

構造物を設け、供用開始後に順応的な運用を実施していくことから調査のみを実施しま

した。 

 次に、工事中における環境配慮事項について説明いたします。大気質、騒音、振動に

関する環境配慮事項は、工事に伴い発生する粉塵については、適宜散水を行い発生を抑

制する。使用する建設機械は、低騒音、低振動型の機械とし、騒音、振動の発生を低減

する。また、衝撃音の発生する重機の使用は行わないとしています。水質に関する環境

配慮事項は、河道内において施工する際には、仮締め切りを行う他、濁水防止フェンス

を設置し、河川、干潟への濁水の流出を抑制します。工事中の降雨により発生する濁水

については、仮設沈砂池を設置し河川、干潟などへの流出を防止します。河川堤防の法

面や工事用道路などの裸地は、緑化工、法面保護工などにより、出来る限り早期に被覆

し濁水の発生を低減します。導流堤工では、被災前の干潟通水部の状況を可能な限り再

現するため、導流堤基部について現地発生材を使用した通水可能な堤体構造とする。ま

た、導流堤及び工事用仮設道の設置時も常時干潟への通水を確保するために施工方法を

工夫するとしております。動物、植物、生態系に関する環境配慮事項について、本事業



は検討会における学識経験者などの意見や、蒲生干潟自然再生事業などに関する意見交

換会の意見を踏まえ施工を行うこととしております。 

具体的には、施工方法に関する環境配慮事項として、工事用ヤードや工事用道路など

を必要 小限とすることにより、工事による改変面積を 小化し、動植物の生息、生育

環境や生態系への影響を可能な限り低減する。七北田川高水敷に成立するヨシ群落につ

いては、側線影響部分や工事影響範囲外は改変を控えるよう配慮する。河道内において

施工する際には、工区割施工を実施することにより、工事中に動植物の生息、生育環境

を確保する。希少鳥類に関する環境配慮事項として、事業実施区域周辺において、希少

鳥類の繁殖が確認された場合は、繁殖地の位置や繁殖状況に応じて、工事工程の調整や

工事の一時休止、コンディショニングによる保全措置を適時検討、実施する。なお、環

境保全措置を検討する際には、学識経験者にヒアリングを行い意見を伺う。コクガン越

冬飛来期の工事については、騒音、振動などに特に配慮し、七北田川の両岸同時施工を

行わない。コクガンの飛来が施工区域近傍で確認された場合は、川表側の施工はコクガ

ンが河口付近から飛び立ったことを確認した後に開始する。コクガンの休息場所周辺で

は、本種の飛来前に施工を行う。対象の施工区域などについては、学識経験者の意見を

うかがう。コクガンやシギ、チドリ類の飛来が施工区域近傍で確認された場合には、学

識経験者又は環境省と情報の共有を行いながら工事を進める。オオセッカなどの生息環

境であるヨシ群落については、極力改変を控えるよう配慮する。また、事業実施区域周

辺に新たにヨシ群落を整備し、オオセッカなどの生息へ配慮する。 

 構造上の環境配慮事項として、河川堤防の法面や工事用道路などの裸地を緑化する際

には、現場発生土による覆土を行うことにより、可能な限り在来種を導入し周辺生態系

へ配慮する。堤防法線は傾斜とする他、現場発生土による覆土を行うことにより、アカ

テガニなどの動物が水域と陸域との間を相互に移動可能な構造とする。上陸するアカテ

ガニの稚ガニに配慮して、堤防覆土箇所の法尻には隠れ場となる転石を置くなど配慮を



行う。その他の環境配慮事項として後片付け工では、工事中に発生したゴミなどが及ぼ

す自然界への悪影響を認識したうえで、取り残すことのないよう十分に注意を払い片付

けを行う。環境影響評価は、これらの工事中における環境配慮事項を実施することを前

提として、環境への影響の程度を予測しました。 

 これら工事中の環境配慮事項の実施イメージの一部がご覧いただいているものとな

ります。 

 工事施工時の騒音及び振動について本事業区間は、騒音規制法及び振動規制法に定め

る地域には該当しませんが、全体事業区間のうち近隣施設に も近接する赤丸で示すポ

イントで約１５０メートルであり、 大となると予想される工事施工時に発生する騒音、

振動について住環境への予測を行いました。 

予測には、事業において も騒音、振動の影響が大きくなる工種とし、土留、仮締め

切り工におけるバイブロハンマ工法としました。騒音、振動ともに、規制基準を下回る

結果を得られ住環境への影響は小さいと予測されました。 

 動植物に関する調査は、文献調査及び現地調査を行いました。調査項目は対象実施区

域及びその周辺の哺乳類、爬虫類、両生類、鳥類、昆虫類、魚類、底生生物生息状況、

植物の植物相並びに植生の状況、重要な種の生息位置の把握としました。調査時期は、

対象種の生息時期あるいは確認可能な時期、出現状況を考慮し、春季、夏季、秋季、冬

季に実施しました。環境影響評価の結果、工事中における環境配慮事項及び環境保全対

策を実施することにより、環境に与える工事の影響は起業者の実施可能な範囲内で回避,

又は低減されると予測されました。 

確認された重要種について、具体的には、鳥類において１６種の重要種が確認された

うち、コアジサシの１種について個別の保全対策が必要である予測結果となりました。

コアジサシの保全対策は、表に示すとおり繁殖が確認された場合は工事関係者の営巣地

付近立入を制限する。繁殖が確認された場合は、繁殖中であることを工事関係者及び周



辺利用者に周知し、繁殖環境への影響を低減する。対象事業実施区域内に繁殖する可能

性がある場合は、繁殖コロニーの誘導を行うとしております。 

昆虫類については、３種の重要種が確認されたうちババアメンボの 1 種について個別

の保全対策が必要である予測結果となりました。ババアメンボの保全対策は、表に示す

とおり事業実施区域周辺に本種の代替生息地を整備し、本種の生息環境の保全を図ると

しております。魚類については、６種の重要種が確認され、個別に保全措置が必要と予

測される種はありませんでした。 

 底生動物については、８種の重要種が確認されたうちヨシダカワザンショウの１種に

ついて個別の保全対策が必要である予測結果となりました。ヨシダカワザンショウの保

全対策は、表に示すとおり生息環境となり得るヨシ原や土壌を移植し、生息地を創出し

た後に個体の移植を行うとしております。 

 植物については、１０種の重要種が確認されたうちノウルシ、オオクグの２種につい

て個別の保全対策が必要である予測結果となりました。ノウルシ、オオクグともに保全

対策は、生育している場所周辺に消失する個体を移植して個体の保存を図る、消失する

固体の種子を予め採取して、生育している場所周辺に種子を播種することにより保全を

図るとしております。また、事業実施区域周辺には、仙台湾沿岸の砂浜植物群落及び蒲

生の塩生植物群落が存在しますが、個別に保全措置が必要とは予測されませんでした。 

 後に、工事着手区間で実施している保全対策を説明いたします。ご覧いただいてお

りますのは、ヨシダカワザンショウに対する保全措置です。旧養魚場でヨシダカワザン

ショウが確認されたことから移植措置が必要となり、宮城県環境アドバイザーから指導

を受け移植作業を実施したものであります。宮城県では、河川、海岸災害復旧工事の実

施にあたり、環境の各分野の専門家、学識者の方々を宮城県環境アドバイザーとして登

録し、復旧工事の環境配慮事項について、各河川、海岸の現場特性に応じて選定された、

環境アドバイザーから助言、指導をいただいております。これらの助言、指導をもとに、



環境への配慮を行うとともに施工中や施工後においても、必要に応じて助言、指導をい

ただき、環境に配慮した復旧工事を進めています。 

以上、二級河川七北田川水系七北田川改修工事及びこれに伴う附帯工事について事業

内容をご説明させていただきました。 

ご説明させていただいたとおり、本事業は土地収用法第３条第２号に該当する事業で

あること、起業者が当該事業を遂行する十分な意志と能力を有していること、当該事業

が土地の適正かつ合理的な理由に寄与すること、土地を収用し、または使用する公益上

の必要があることから、土地収用法第２０条の各号の要件の全てに該当すると考えてお

ります。また、県民の安全安心な生活の確保と早期完成を求める県民の声に応えるため

にも、事業の円滑な推進が必要であると考えています。一方、事業は、これまでも地域

の皆様から多大なご理解、ご協力を得ながら進めさせていただいております。起業者と

しては、これまで同様、任意交渉によりご協力いただくことが 良と考えていることに

変わりはなく、引き続き丁寧にご説明させていただきたいと考えておりますので、今後

とも皆様のご協力とご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。 

以上をもちまして、起業者の公述を終わります。ご清聴ありがとうございました。 

【議長】 ありがとうございました。速やかに降壇してください。 

（公述人降壇） 

【議長】 次は、笹谷由夫さんから公述をしていただきます。笹谷さんは壇上に上がり

公述人席に着いてください。また、公述人からは起業者への質問の希望がありますので、

宮城県の方も壇上に上がり起業者席の方に着いて下さい。 

（公述人・起業者登壇） 

【議長】 準備はよろしいでしょうか。ただいまの時間は１４時３３分です。ただ今か

ら公述を開始し、３０分間で終了するようお願いいたします。また、終了の１０分前、

５分前、１分前に呼び鈴で合図をするとともに、表示によりお知らせしますので、目安



にしてください。なお、終了時間までに終了しない場合には、公述の中止を命ずること

になります。それでは、公述を開始してください。 

【公述人（笹谷）】 本日は、師走のご多忙中のところ、私一人のために、こんな盛大

な公聴会を開催していただきまして、平成２３年３月１１日の東日本大震災がなければ

こういうところに立つ必要もなかったわけですが、仙台新港が作られなければ、震災で

１万５千人もの犠牲者を減らすこともできたのではないかと思っています。話はちょっ

とずれましたけれども、これとばしていきます。 

仙台港が開港したのを機に出版された本があります。高砂の歴史、寺嶋修二さんの著

作で貴重な資料がいっぱい収録されております。また、仙台平野に巨大な津波が来るこ

とを予見し続けた方がございます。飯沼勇義さんです。仙台平野の歴史津波、今日はこ

の２冊を持参してまいりました。この２冊から今日の公聴会にパワーをいただくために

持参してまいりました。高砂の歴史は、寺嶋さんが昭和５９年９月に出版した直後に産

業道路で、シンコウテイを営んでいたタカハシミノルに直接ご本人から贈呈された本が

この本でございます。その本をタカハシミノルさんから平成２４年９月１５日、直接私

が譲り受けたものです。仙台港開港に伴う貴重な資料がいっぱい載っております。その

中に、仙台港の開港のための用地買収がほぼ終了したと、トラブルまったくなし。特筆

すべき結果という項目があります。その項を読みまして、無性に腹立たしい思いをしま

したので。 

古い話ですが、私が高校生のころの昭和３８年のころのことを、ちょっと、お話いたし

ます。中野丙区に赤松という部落がありました。その部落長をしていた、当時のササヤ

マツジ、蒲生町区区長サトウゼンゾウ氏が、よく、我が家に参りまして、用地交渉の将

来的なことや、色々夢等、ケンカ腰に話していったことを思い出します。ともに、明治

２０年代から３０年代生まれのお二方でした。明治の男魂を垣間見ることができた時代

ですけども、そのサトウゼンゾウさんの息子さんで、サトウヨシオさんという方は、中



野小学校のＰＴＡ役員をやっていて、当時、その小学校の移転問題に絡み、いろいろな

心労が重なり、後日、血の小便が出たということを聞かされております。その中野小学

校も完全にこの震災で廃校になりました。３人ともすでに鬼籍に入っておりますが、こ

の３人の名前は、高砂の歴史の中には記載されていません。その後の部落の役員さん方

の名前が、また、知り合いの方々が多数載っております。その血の小便を体験した方々

が、この歴史に載っていなくとも、かなりの人数が、その血の小便を体験した方々がい

ると思います。そしてまた、四十数年後、東日本大震災が起こりまして、血の涙を流し

た方々が数多くいらっしゃいます。また、仙台平野の歴史津波は、平成７年に初版され

まして、東日本大震災後に三度の復刻、増刷をされております。津波が来てから有名に

なった本でもあります。著者の飯沼勇義さんは震災当時、高砂市民センターに避難して

おりまして、私もちょうどそのころ市民センターで避難生活を送りました。その中でお

話を色々聞くことがありました。飯沼勇義さんがおっしゃるには、中々、思うようにと

いうか、取り上げてもらえなかったと痛切に感じたということでございます。この２冊

とも本題に歴史という言葉が使っておりますが、我々、一人一人が歴史を紡ぐのではな

いでしょうか。先ほど昭和３８、９年ころのお話をしましたが、３９年１０月に東京オ

リンピックが開かれました。その前年頃、イタイイタイ病が騒がれ、水俣病、公害問題

が騒がれておりましたけれども、今も、おもてなしで始まった２０２０年のオリンピッ

クが開かれますが、その影に福島の第一原発事故が隠されていると思います。歴史は繰

り返されると申されますが、あまりにも似たような時代に我々は生かされているのでは

ないでしょうか。この東日本大震災でなくなった人々の思い、仙台港開港に伴って尽力

された後に亡くなった方々の思い、相通ずるものがあるのではないでしょうか。そして、

震災前から叫び続けた飯沼勇義さんの思い、みな、一本の糸でつながっているのではな

いでしょうか。７．２ｍの高さの防潮堤で海岸線を結ぶような巨大なものじゃなく、目

に見えない、思いの細い一本の糸が、この一本の糸が３本になり、ひいては北島三郎の



歌の文句じゃございませんけれども、「一人ぐらいは、こういう馬鹿がいなきゃあ、世

間の世は冷めぬ。」と歌の文句じゃないけども歌いたくなる心境でございます。ここま

で申し上げまして、この３８、９年ころに公害原論という本が出されました。その中に、

ちょっとど忘れましたんで、省きます。 

思っていたように、これから公聴会請求書を読み上げます。要旨から読み上げます。 

起業地内にある仙台市宮城野区蒲生字町８６番地１０は、自分が生まれる前から８５年

が経過し、東日本大震災では、息子２人、姉兄３人、姪の長男の計６人が犠牲になりま

した。我、家系のみならず蒲生地内で１５１名、中野学区内含め、また、蒲生地区外の

方々１５７名が犠牲。３００余名の命が失われても何の慰霊も供養もせぬ行政及び地域

に、不信と反感の末、自ら観音像をこの地に建立し慰霊と供養をして今日に至っており

ます。 

（１）震災直後から行政及び地域に対する不信感から、集団移転しません。土地を売り

ません。断言して今日まで来ています。現在もその意思は堅く変わりありません。 

（２）自宅前の防潮堤は、巨大津波に耐え、今も現存しております。今村文彦氏が仙台

湾には 大で３ｍの津波が予想され、４ｍの防潮堤であれば安全であると提唱し震災の

前年に完成したばかりであり、改めて７．２ｍの防潮堤は不要であり、むしろ現存して

いる防潮堤を震災遺構として保存してください。どうしても造るというなら、蒲生を守

る会が訴える様に自宅跡北側に造る計画変更をして下さい。 

（３）観音様は舟要観音と付けました。長男舟一、次男要司、２人の名前から付けた。

元をただせば、私の両親の法名から命名した２人でありましたが、親より先に旅立つと

は、これこそ想定外であったのです。親子３代がこの地で生活していた証しを示すため

にも建立した観音様でもあります。全ては物言わぬ観音様が決定するという神のおつげ

を信じるしかございませんが、現地現存のままにしていて下さい。５年半が過ぎこの地

に集い、参拝する方々も多くなっております。その方々の為にも計画変更をして下さい。



平成２８年９月２９日に請求いたしております。その後、質問事項ありますかというこ

とで、起業者の宮城県に対する質問事項が３つあるので読み上げます。この質問事項に

は、 終的に終わった後で回答いただければ幸いに存じます。 

現存する防潮堤を震災遺構として保存していただけませんか。仙台市では日和山を震

災遺構として保存することが確定しているそうです。日和山だけではなく、引き続き防

潮堤も保存していただければありがたいです。 

２番目、蒲生を守る会が請願したように、防潮堤を我が家の後ろを通るように計画変

更していただけませんか。 

 ３番目、観音様を移動させたくありません。現在地に私が生きている間だけでも安置

させていただけませんか。 

以上、三点質問いたします。 

【議長】 はい、以上の三点につきましてあの･･･。 

【笹谷氏】 あの全部読み上げた後でよろしいですか。 

すみません。今まで歴史的なことをまとめ上げた上での２冊でございますが、貞山運

河の歴史的価値や高砂神社の畏敬崇拝が少なく感じます。容易に埋め立て保存、移転、

建立すればいい、地元住民がいないから好き勝手に造作しているようにみえます。あま

りにも雑な扱いになっているような気がいたします。いまどき祟りなんか信じる者は誰

一人ございませんが、科学的根拠がないというだけですべて葬り去ってよいのでしょう

か。儀式というものは何のためにあるの。祭りごとは何のためにあるの。神仏を崇める

のは何のため？ただ単に騒いでいるわけではございません。今、蒲生でどんなことが起

きているのか。何を成さんとしているのか。仙台パワーステーションが石炭火力発電所

を作っている。貞山掘りの発掘調査をしている。蒲生干潟の周辺は急激に変化しており

ます。昔の蒲生は、完全に消滅に近いです。今、騒がないともう二度と蒲生は立ち上が

ることはできんでしょう。そのためにも、わが一人も声を大にして言います。蒲生の命



は干潟にあり。蒲生の血は貞山掘に有り。蒲生の骨は高砂神社に有り。蒲生の頭は日和

山にある。 後に申し上げます。公聴会に掛けてなんと解きますか。巷では、聞くもん

かいと揶揄されていることをご存知でしょうか。仙台市で開催した蒲生北部区画整理事

業の公聴会に十数名が意見陳述を行いましたが、まさに、聞くもんかいの対応でござい

ました。このたびの公聴会が、仙台市の二の舞をしないよう切にお願いいたしまして私

の意見とさせていただきます。ありがとうございました。 

【議長】 それでは起業者側から３点のご質問についてご回答をお願いします。 

【起業者回答（郷右近）】 はい、お答えします。１番目にお話があった、現在の防潮

堤を震災遺構として保存してはどうかという話だったと思いますが、それにつきまして

は、七北田川改修工事及びこれに伴う付帯工事については、先に説明させていただいた

ように、災害復旧事業であるということから、原形復旧を原則とされております。この

ことから、堤防復旧の実施に係る買収が必要となる用地を 小限にしなくてはならない

ということもあって、既存の堤防敷地を活用して復旧する計画としているところです。

これによって、既存の堤防を撤去する必要があって存置することはできないと考えてい

ます。 

 なお、既存堤防の擁壁部分は、現在、お話あったように残っているということですが、

背後の堤防部分も津波で流されて決壊するなど、堤防としての機能は喪失しているとい

うように考えておりまして、構造物としても危険な状態であると判断しています。これ

らの理由によって現存する防潮堤を震災遺構として保存することはできないと考えて

ございます。 

２点目につきましては、蒲生を守る会が請願しているような防潮堤を所有地の背後を

通るようにしていただけないかという話だったかと思います。 

本件の事業について堤防復旧については、先ほどお話したように原形復旧の原則から、

既存の堤防法線を尊重して曲線部を直線につなぐ案で当初計画し、住民説明会を行わせ



ていただいたところでございます。 

 しかし、被災後、時間経過とともに干潟の急速な回復が確認されたことから、現況の

干潟部に堤防本体が入らないような法線に変更して、 大８０メートル程、陸側へ移動

する案で検討を実施しました。この計画変更にあたっては、背後の仙台市が実施してお

ります土地区画整理事業と調整を行って、さらに、地元住民に説明会を開催して計画変

更に概ねのご了解をいただいておるところでございます。 

 起業者としては、この計画変更後の案が災害復旧事業の趣旨や施工性、社会性、これ

については蒲生干潟への環境という点も踏まえて、さらに津波、高潮への対応というこ

とも考えると も合理的で 良な案と考えております。 

 また、蒲生を守る会の主張する法線については、原形復旧の観点から適当ではないこ

と、加えて、堤外地に建物等を残すことは、洪水等の流水を円滑に流すということから

は難しいと考えてございます。 

 ３点目、笹谷さんのお話のあった観音像を残しておいて欲しいということにつきまし

ては、現計画については、先程来お話させていただいている蒲生干潟の急速な回復を考

慮して、背後の仙台市の土地区画整理事業との調整を行って、住民説明会を開催して計

画変更をさせていただいたというところがございます。 

 また、この計画変更後の案が災害復旧の趣旨や、先程来お話させてもらっている社会

性、津波、高潮への対応も含めて も合理的で 良の案と考えているところでございま

す。 

 そういったなかで観音像につきましては、申し訳ございませんが、この事業用地内に

建立されているということから、移転に必要な補償を提示して今後移転していただくこ

とになると思っておりますので、今後ともご協力いただければと思っております。よろ

しくお願いします。 

【議長】 公述人の方、今の回答でよろしいでしょうか。まだ時間はありますが･･･。 



【公述人（笹谷）】 納得してないけど。 

【議長】 よろしいですか。 

【公述人（笹谷）】 納得してないけど。 

【議長】 ありがとうございます。公述人の方、起業者の方、一旦、降壇下さい。 

（公述人・起用者降壇） 

【議長】 ただいまの公述が予定より早く終了しましたので、次の公述の開始時間は予定

としては３時５分になっております。それまでの間は休憩といたしますので、トイレ休憩 

等をお願いします。３時５分でよろしくお願いします。 

（休憩） 

【議長】 次は、蒲生を守る会佐場野裕さんから公述をいただきます。佐場野さんは壇

上に上がり公述人席に着いてください。 

（公述人登壇） 

【議長】 ただいまの時間は１５時６分です。ただ今から公述を開始し、３０分間で終

了するようお願いいたします。また、終了の１０分前、５分前、１分前に呼び鈴で合図

をするとともに、表示によりお知らせしますので、目安にしてください。なお、終了時

間までに終了しない場合には、公述の中止を命ずることになります。プロジェクターを

使用されますので、少し照明を落とします。それでは、公述をお願いします。 

【公述人（佐場野）】 佐場野裕です。蒲生干潟周辺での当該工事の計画に対して反対

する立場で意見を述べたいと思います。 

私の専攻は自然科学、天体物理学ですが自然全般に関心がありまして、１９８０年頃

から趣味として鳥を見るようになり、現在は、蒲生を守る会、仙台湾の水鳥を守る会、

日本ガンを保護する会、日本鳥学会に所属し、鳥類の調査、保護活動、研究発表を行っ

ている者です。 

蒲生干潟へは、１９８０年代より通い始め、３０年以上にわたって蒲生干潟の鳥の観



察を続けています。このような立場から蒲生干潟について、とりわけ生態系としての重

要性について話したいと思います。 

蒲生干潟は渡り鳥の飛来地として有名な所です。今の季節だと干潮の干潟に行きます

と、小型のシギ・チドリ類、ハマシギであるとか、ミユビシギであるとか、ダイゼンな

んかが干潟に集まって盛んに泥の中の底生生物をついばんでいる姿を見ることができ

ます。 

この様なシギ・チドリ類の繁殖する場所は、日本からずっと北方の北東シベリアから

カムチャッカにかけての範囲で、もう何千キロも離れたところです。そういう所から、

冬になると蒲生干潟に渡ってきて繁殖しているわけです。さらに、シギ・チドリ類のな

かには、さらに南の方へ渡って、東南アジアやオーストラリアやニュージーランドまで

1 万メートル規模の渡りをして、移動して、越冬するものもあります。そういうものは

日本では、春と秋に見られるわけですけども、蒲生干潟でもそういう姿を春と秋には見

ることが出来ます。 

 実際に干潟に立ってこのような鳥が羽を休めているところを見ると、本当にスズメほ

どの小さい鳥が、何千キロメートルも飛んできてここに来ているんだなということが、

そういう場面に出会えまして、本当に心が動かされて、蒲生干潟が遠いシベリアである

とか、東南アジアであるとか、オーストラリアに繋がっている、ひとつの地球にいるこ

とが実感されて心が動かされます。 

 まさに、蒲生干潟が地球規模の生物の多様性を支えていることが実感されます。蒲生

干潟にシギ･チドリ類が集まっているというのは、干潟にカニとかゴカイとか、貝類な

どのような底生動物が泥の中にびっしりと生息しているためです。 

 その干潟の中の生物は、小さい生物、微生物のような目に見えない生物から、それか

ら目に見えるようなカニとか貝類など、たくさんいるわけですけれども、小さな生物は

大きい生物に食べられるという形で、 終的には、それらを鳥が食べることによって干



潟から持ち出される。そういうふうな食物連鎖が行われています。 

そういうことがあって、渡り鳥はエネルギーを得て何千キロメートルも飛ぶことにな

りますし、また、汚れの成分である有機物が、小動物の食物になって摂取されることに

よって、きれいな水に戻す役割もしています。つまり干潟は天然の浄水場の役割も果た

している訳です。 

自然の姿をとどめている大きい川の河口には、何らかの形で干潟がありまして、川か

ら海へ水が運ばれていく際にきれいな水に戻して海に流れていくというような仕組み

が機能しています。蒲生干潟も水の循環の中で大きな役割をしている訳です。 

このような自然の中で生物、土、水、空気を含めての繋がり全体が、地球生態系とし

て私たち人間も含めて地球上すべての生命を支えているということを考えますと、蒲生

干潟の存在は、とても大きいものであって、このような干潟の自然環境を脅かすような

工事は認められないと思っています。 

次に資料を見ながらその点を説明していきます。これは、震災前の写真を並べたもの

です。蒲生干潟は国内の保護区としては 高ランクに当たる、鳥獣保護区特別保護地区

に指定されているところです。この写真は、震災前に日和山から見た干潟の全景です。

干潟がありまして、その周りに大きい広いアシ原があって、その周りに樹林帯が取り囲

んでいて、写っていませんが松林なんかもその外にある訳です。こういう風な重層的な

自然に包まれていることが、蒲生干潟の特徴であって、これが鳥獣保護区として鳥の種

類の多い大きな条件を与えているところです。 

 この蒲生干潟は、１９７０年に仙台港ができるときに元々、七北田川河口の岸まで港

の用地として埋め立てられる運命にあったのですが、こういう素晴らしいところを残し

ていこうという市民の声があり、その中で蒲生を守る会が結成されたというような経緯

もある訳です。もともとあった干潟の３分の１程が残された結果となっています。 

 その残された場所では、ここに見られように海浜植物であるとか底生動物だとか、も



ちろん鳥もたくさん集まっている土地とか見ると、素晴らしい場所な所となっているの

で蒲生を守る会としては、四季折々、観察会を開いていたところです。 

 蒲生を守る会の活動の一つとして、干潟の状態をモニターするために鳥類の生息調査

を行っています。月例で毎月１回、保護区の全体を通るように決まったコースを定めて

１週し、認められる鳥の種類、個体数、行動などを記録しています。１９７０年代から

行っていまして、４５年間の調査で現在までに２０７種が記録されています。日本産鳥

類として国内で記録された鳥の種類はこれくらい、５００数十種類あるんですけども、

そのうちの半分近くが、蒲生干潟で、４５ヘクタールという狭い、比較的狭い保護区の

中で記録されています。おおまかな分類で色分けしてありますけども、ガン・カモ、シ

ギチ、カモメのような水鳥の他に、この程度の陸鳥、つまり周りのアシ原であるとか樹

林帯で見られる鳥も多く含まれているということがこの保護区での特徴です。日本産鳥

類のリストというのは、北海道にしかいない鳥であるとか沖縄にしかいない鳥であると

か、それから離島に迷ってきた、迷ってきて記録された鳥なんかも含まれていますから、

このような数になっているわけですから、それにしてもこれだけの数が見られるという

ことは、蒲生干潟の豊かな自然を表していると思います。 

蒲生で記録された鳥のなかで、環境省が絶滅危惧種として記載している鳥ですけれど

も、そのリストの中に含まれる鳥が、実に５８種も今まで記録されています。これは４

５年間の記録ですけれども、そのうち震災後に記録されている鳥もおり、色を塗ってい

ます。この中には、ちょっと見えにくいと思いますが、コクガンであるとかオオセッカ

であるとか、ヨシゴイであるのようなものも含まれております。 

先ほどの起業者の話だと、１１種類ぐらいしか上がっていませんけども、我々の調査

においてはこのような数に上っております。 

その震災前の４０年間でどういう変化があったかをシギ・チドリだけで表すとこうい

うふうになります。仙台港ができて急速に環境が悪化し、どんどん減っている様子が分



かりますが、この後、震災後どうなったかを話をするときに震災前の基準として、震災

前のこの辺りはですね、多少、年によって凹凸はありますけども、ほぼ一定になってい

ますので、震災前の１０年間の平均を震災前の基準として用いることにします。これは

ちょっと時間の関係で省略します。 

この写真は、震災前の干潟の一部の様子ですけれども、水際があってその深いアシ原

に囲まれて、さらに樹林帯に覆われているという蒲生の特徴がよく表されていると思い

ます。震災直後の１１年６月にはこういう風になります。津波が通っていった低地場に

あった植物が、あらかたが失われてしまっています。元来、蒲生干潟の特徴あった環境

の多様性が失われたという様子が分かると思います。 近の様子はこういう風になって

います。残った松も潮を受けた影響ですっかりとそのまま枯れてしまったりとか、あと、

それからこれ見て欲しいのですが、５年経ってやっとこういうような草も生えきた段階

でアシ原も一部、復活しているところも出はじめています。恐らくこのままストップし

とけば、手を加えなければ、自然の力で蘇っていくものと思われます。 

震災前後で鳥の様子がどう変わったか、鳥の種類が月例の調査でどういうふうに記録さ

れたかをグラフに示してみました。震災前の平均がこの黒い破線ですけれども、冬にガ

ン・カモ類が多く来るという影響で冬が多くて夏が少ないという形になっています。こ

れが震災前の１０年間の平均です。それに対して震災があった３月は、調査出来ません

でしたが４月から我々の調査を再開しています。それがこの種で、震災前は５０種類ぐ

らい認められたものが、震災直後は半分に減ってしまいその形で毎月推移しています。 

黄色が２０１１年、２０１２年です。震災の１年後ですね。だいぶ復活している様子

が分かります。１３年、１４年と、２、３年も経つとほぼ震災前の数と重なるようにな

っています。これは羽数の方で表したものですが、同じように震災直後にガクって減っ

ています。減った状態で推移していますが、２から３年で復活しているというか、逆に

冬期では、震災前よりもむしろ多くなっている傾向も見られています。その様子は、は



っきりわかりやすく震災直後に、 初に行った４月の時点での種類の数がどう変わった

かです。震災前は、５０種近く平均として１回の調査で記録されていましたが、ガクっ

と減って１年後、２年後、３年後と戻っていく様子が分かると思います。 

これは、同じ様子を個体数で見たものです。同様に震災後に減って回復している様子

がわかります回復の様子ですけれども、色別でおおまかな種類を表していますが、水鳥

類、ガン・カモ、シギ・チドリ、カモメですね、そういうものも震災前に比べて、ほぼ

こちらで見ても復活していますが、陸鳥について見るとこれだけあったものが、これだ

けまだ、大分減少しているということが分かると思います。つまり干潟の周りで水際の

地形は戻っていますが、干潟の周辺のアシ原であるとか、樹木などはまだ復活していな

いということに対応している結果だと思います。 

今、話したことをまとめたものです。シギ・チドリ、ガン・カモ類は戻ってきていて、

シギ・チドリが来ているということは植物も底生動物も再生していると思われます。今、

言ったように、植物の関係で陸鳥の方が復活途上にある状況です。こういう場合に、干

潟は復活の再生の途上にある訳ですが、そこに今度の工事の影響です。これは現在、こ

れに沿って進行されている 初の計画より少し内側にきた計画に基づいた堤防の場所

がこれです。これに沿って、我々の月例調査でやっている場所をいくつかの共通する淡

水の池のある所、草地のある所というように分けて、どういう鳥が利用しているのかを

震災後２０１４年から２０１５年の１年間、どういう鳥が記録されたかをまとめたもの

です。全部の鳥をあげることは、とても数が多くなるのでここでは渡り性の鳥であると

か、猛禽であるとか注目種だけを掲げました。いちいち見ている時間は無いですけれど

も、それぞれの場所で２５種８０羽とか、４１種３７９種とか、かなり多くの種類が記

録されています。 

特に注目したいのがこの場所の草地です。これは、干潟の周りにあった、震災前はこ

の辺にあったアシ原が無くなった代わりにここを利用している鳥がたくさんいます。オ



オヨシキリであるかと、コヨシキリであるとか、オオジュリンであるとか、そういう草

原を利用する鳥がいまこの場所しか使う場所がないところです。それから、養魚場の跡

が淡水の池として機能しているわけですが、そこにはキンクロハジロであるとか、ミコ

アイサであるかと、内陸性の鳥、つまり、干潟の汽水域とか海水とは違った淡水域を好

む鳥が利用しているのがここの場所でした。そういう場所をまさに直撃する形で今度の

堤防工事は計画されています。 

 次で話をしたいと思う笹谷さんの場所は、この辺になると思いますが、まさに笹谷さ

んの宅地も蒲生干潟の周辺の地帯の大事な場所の一角を占めています。 

 これは、先ほど、笹谷さんからも話があった舟要観音の開眼法要のときの写真ですが、

この観音像の隣には小さな祠がありまして、そこの位牌には、舟要観音というのは、笹

谷さんの息子さんの名前に由来してつけられた名前ですが、このご位牌には、家族だけ

じゃなく東日本大震災で亡くなられた方の全ての被災者を供養するという形になって

います。地元の人だけでなく、関東、関西、九州からも来て、供養する場所になってい

て非常に大事な場所です。 

 本来ならば、蒲生の人口の割合からすると、非常に多くの方が亡くなられた場所です

ので、なんらかの慰霊の施設が個人の家からじゃなくて行政で面倒をみなくちゃいけな

いことだったと思いますが、現実には、蒲生海岸ではこの場所しか慰霊の場所がないわ

けで非常にかけがえのないものだと思います。 

 舟要観音の前には、舟要の館という建物がありますが現在、蒲生海岸には、トイレと

かあるいは日差しを避ける場所というのはありません。この写真は、この夏に蒲生を守

る会が行った観察会での集合時の様子ですけれども、約１００人ぐらいの参加者がおり

ましたけれども、この舟要の館を使わせてもらって、非常に効果的でした。こういう施

設がなければ、トイレも無いわけですから、子供達を集めて行事をもつということも不

可能です。これは干潟に移動して行って、干潟の観察を始めるところですけれども、ち



ょうど日和山の前です。震災前でしたら、日和山にベンチがあって、トイレもあって、

日和山にはちょうどかっこうのいい松の木があって、その日陰を利用していろいろ行事

もできたのですけれども現在はそういうものは、なおざりになったままです。どこでも、

こういう施設も本当の震災からの復興であるとか観光教育のことを考えるのであれば、

行政が設置しなくちゃいけないものだと思いますが、なぜかサーファーの方は階段とか

はすぐ直しますが、日和山近辺の施設は、非常になおざりになっていって唯一これも笹

谷さんの施設があるだけです。 

 これは、今ある舟要の館の前身となる一本松荘という建物がここにあったのですけれ

ども、これが、何者かに放火されて失われた直後の写真です。これもいろいろ言いたい

ことはあるのですが、今はこの話じゃなくて、ここにある物見櫓といわれている展望台

です。これも日和山が無くなった代わりと思って、笹谷さんが作ってくださったもので

すけれども、ここから見ると非常に周りの見晴らしが良くて鳥の観察にも絶好のところ

で、私も出来た直後の２０１５年２月から約１年間、だいたい週１回ぐらい通って、ど

ういう鳥がいるのか記録していたのですが、コクガンとかヨシゴイとか絶滅危惧種を含

めて７４種も記録されています。蒲生の月例の調査で、蒲生を守る会の調査で記録され

たのは約１００種類ですので、７割を超す鳥獣が笹谷さんのところから記録されている

わけです。いかに笹谷さんの場所が大事ということがわかります。 

 ちょうど笹谷さんの場所は、干潟と川の狭間にあってまわりに草地もあります。後ろ

に木もあって、非常に鳥の種類が豊富なところで非常に大事な所です。私はこのときは

記録しなかったのですが、笹谷さんのすぐ前の草原では、震災後にオオセッカが観察さ

れています。 

 先ほどの起業者の話では、オオセッカが生息している場所には配慮して工事を進める

とのことですので、ぜひこの場所は残されるものと期待しています。 

 これは笹谷さんからすぐ下の河原に今月の１２月の３日に撮られた写真ですが、コク



ガンが写っています。今シーズンは１１月の１９日に、コクガンの渡来が２羽見られて、

近では１７羽まで増加していますが、全部コクガンが羽を休めているのは、笹谷さん

の前のこの河原です。ということは、先ほど起業者の説明でコクガンの生息に影響が無

いように進むって言いましたけれども、現状はこういうことです。どういうふうにして

工事を進めるか。この場所で工事をすることはできないと思います。あとで詳しく、次

の中島さんの方から具体的な図面とか説明があると思いますが、蒲生を守る会としては、

この場所を通らないような形での工事の変更を要望しているところです。 

 なお、この場所は、アカテガニが夏期に繁殖のためにやってきて産卵する場所にもな

っています。 

 このように、今回予定されている工事は、蒲生干潟及びその周辺の海岸、河川、草地

の自然環境を大きく損なうものなので認めるわけにはいかないと思います。大幅な変更

を求める次第です。 

 特に、この蒲生だけじゃなくて、今、地球のあちこちで自然環境が損なわれています。

その結果として、地球全体の環境が危機的な状態になっていると思います。地球の大気

の成分も、ＣＯ２が増大するとか、我々を紫外線から守ってくれるオゾン層が薄くなっ

て穴が空いている状態であるとか、原発から放射性物質が出されたり、地球上に無かっ

たようなプルトニウムのような物質が、害毒をもたらす物質が廃棄物として生み出され

ているという状況は、本当にどこを見ても地球のこれからの存続が危ぶまれるようなこ

とばかりです。そういうような地球上にあって、我々は、身の回りの自然環境をそれぞ

れが大切にしていくことでしか解決できないのではないかと思います。将来の人々全て

の生命に関わる取り返しのつかないような大きな建造物を造るようなことは避けなけ

ればならないと思っています。 

 本来は、何年も先にでも残るような大きな建造物を造る場合には、まず、自然の生態

系をどのように保全していくかを先に考えて、その次に住民のまちづくりをどのように



するのか先に考えて、その上で、防潮堤のあり方を考えるべきだと思うのですが、この

度の進行具合を見るとまるで逆になっていると思います。防潮堤工事がまずあって、そ

の結果、環境に影響があるから少しセットバックするだとか、まず防潮堤ありきの発想

をされて進んでいるのが大きい問題だと思います。 

 いま、私が述べたように非常に大きな問題なので、過ちを直すのは決して遅くないと

思います。どうぞ関係機関の懸命な判断を期待して、私の話を終わりにします。 

【議長】 ありがとうございました。では、降壇のほうお願いいたします。  

（公述人降壇） 

【議長】 次は、蒲生を守る会代表中嶋順一さんから公述になります。中嶋さんは壇上

に上がり公述人席に着いてください。また、公述人からは起業者への質問の希望があり

ますので、宮城県の方も壇上に上がり起業者席に着いて下さい。 

（公述人・起用者登壇） 

【議長】 準備はよろしいでしょうか。ただいまの時刻は１５時３８分です。ただ今か

ら公述を開始し、３０分間で終了するようお願いいたします。終了の１０分前、５分前、

１分前に呼び鈴で合図するとともに、表示によりお知らせしますので、目安にしてくだ

さい。なお、終了時間までに終了しない場合には、公述の中止を命ずることとなります。

プロジェクターを使用しますので、少し照明を落とします。それでは、公述の方よろし

くお願いします。 

【公述人（中嶋）】 蒲生を守る会の中嶋と申します。そのほか仙台湾の全体の方でや

っておりまして、そういった部分で仙台湾沿岸の部分と蒲生干潟というところで、全体

の部分を通して蒲生干潟がどうあるのかということも含めてお話をしたいと思います。

また、事前に河川課さんの方に質問を３点ほど挙げていましたが、ちょっと資料を作っ

ているうちに資料が膨大になってしまいまして、時間がある時はちょっと質問の方をお

答えいただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。時間がないとき



はすみません。 

早速ですけれども、蒲生干潟の自然について 初に述べたいと思います。先のお話で

佐場野さんからもありましたが、グローバルな浄化とか、ローカルな浄化作用とか、そ

ういった問題をどういった形でとおしていくのかというところを図を見ながら見てい

きたいというふうに思います。 

この写真は、２０１４年８月に蒲生を守る会とソニー仙台さんの共催で行われた、一

般市民向けの自然観察会の模様です。蒲生干潟というのは、仙台市中心部からのアクセ

スのしやすさ、また、ご存じのとおり生物の多様度の高い重層的な環境、先の河川課さ

んからの説明にもございました、多様度があるという。遠浅ということもありますので、

小さな子供でも安心して体験ができる自然環境が身近にある。 

また、蒲生干潟特有の多様度が高い環境には、もちろんその中に相対的に貴重である

絶滅が心配されている生物が存在します。先ほどから何回か挙がっておりますが、アカ

テガニというカニが蒲生干潟に生息しています。これは内陸性のカニでして、夜に蒲生

干潟に現れてお腹に持っている卵状のカプセルの中に含まれている、もう幼生化してい

るものを河口部分の広い海に行くような所で産卵をします。これも蒲生干潟の遠浅な環

境とか、海に面しているそういった特有の部分であります。 

汽水域のヨシ原にはフトヘナタリという貝があります。これは宮城県のレッドリスト

では絶滅危惧Ⅱ類に指定されています。震災後の２０１３年８月に観測されて、私が撮

影した写真です。また、砂浜を見ていきますと干潟の東側は砂浜になっておりますが、

こういった砂浜には、ゴウボウムギ、コウボウシバ、ハマヒルガオなど海浜性の植物が

群落しております。砂浜は大変に灼熱で厳しい環境ですので、なかなか生活するのが大

変ですが、そういった厳しい環境に適応したそれならではの動物もいます。先ほども出

ましたが、カワラハンミョウ、これは宮城県のリストではⅠ類に指定されている大変貴

重な昆虫であります。これは、砂浜という灼熱の環境で少ない敵の中でも生きられると



いう強い生き物となっております。 

ここまで見てきた中で、 初の水たまりの干潟、それから河口につながる部分、アカ

テガニが産卵しているところ、ヨシ群落、汽水域の植物と潮水、汽水が混ざり合う環境、

そしてこの灼熱の砂浜というそういった環境がセットになっている。浅くて底まで光の

届く水場、乾湿して、現れるヨシ群落、灼熱の砂浜こういうものが蒲生干潟にはセット

で存在しています。 

そういうふうな、ローカルな所に生物が多い環境には、もちろん広域な部分から集う

動物もいます。これ、シギ、チドリという鳥ですけれども、先ほどの佐場野さんのお話

にもありましたが、シベリアで繁殖し、オーストラリアやニュージーランドまで渡る鳥

の一種です。シギ・チドリ類は干潟環境で普通はゴカイとかを食べています。ゴカイは

もちろん干潟の汚れを浄化してくれます。それを鳥が食べます。そして砂浜という環境

で休息したりします。ここでも複数の環境がセットになっている。これが重要な部分で

す。また、中継地にも使っていて広域の渡りを行い、赤道を超えて繁殖しますので蒲生

干潟ではこのシギ・チドリ類は、一時的に立ち寄って繁殖地のロシアに渡って繁殖しま

す。繁殖地に行ってくたくたに疲れていると当然、繁殖なんかできませんので、干潟で、

中継地点で栄養分を十分に補給し体力を養って、繁殖地に行ったらすぐに繁殖できるよ

うな体作りをしながら渡っていくところが重要なのです。ですから、中継地点に蒲生干

潟のような多様度の高い、重層的な環境があることがこういった広域の鳥の渡りを支え

ているというふうに言えます。今の話ですが、オーストラリアで、南半球、赤道線があ

りますけれど、南半球で、冬の間は越冬します。越冬というのは、冬寒いので暖かいと

ころで過ごします。そして、春に渡ります。日本のいろんな干潟で栄養を蓄えます。こ

こら辺に蒲生干潟があります。そして、この遠い寒い繁殖地は、夏の間は冬寒かったの

であまり色々な敵がいないので繁殖しやすいのだと思うのですが、こういった所に行っ

て繁殖します。その中継では、体力を養っていく必要があります。日本列島は、東アジ



アでも重要な中継の要だといえます。 

これら広域に渡る鳥には、通過する鳥もあればさっきも話に出ましたが、コクガンと

いうのは、越冬するんですね。冬に羽を休める。さっき北に繁殖していた鳥が、南に渡

りましたが、これは、そんなに遠くまで行かなくとも、日本ぐらいの所だったら、十分

冬は越せるだろうという鳥の一種です。蒲生干潟が、定期的な越冬地としては、南限と

も言われています。天然記念物で、絶滅危惧Ⅱ類、環境省でも宮城県でもⅡ類に指定さ

れています。これは蒲生干潟の河口部分です。それこそ笹谷さん家の向かいの河口部分

です。これは２０１４年の１月に私が撮影したものです。そのほか繁殖する鳥もいます。

これは夏の環境です。青々としたヨシ群落が広がっています。これは汚水処理場が見え

ます。蒲生干潟の後背地という部分です。いろんな生物が、多様に存在しておりますの

で、エサとなる部分もたくさんあります。これは餌を持っているコジュリンで冬にも陸

鳥が越冬します。これはオオジュリンですけれども。繁殖するコヨシキリ。これも、絶

滅レッドⅡになっている鳥ですね。 

こういった生物たちがローカルに蒲生に生活して、フトヘナタリ、バクテリアをフト

ヘナタリが食べて、プランンクトンとかベントスとか、そういうものをゴカイとかが食

べて、カニとかが食べて、ゴカイを魚が食べたり、鳥が食べたりしますけれど、ここで

河川の汚れをまずは底生動物が、カニやゴカイの体をつくるということで汚れが体にな

ります。ゴミ箱が一杯一杯になってしまったら、ごみ収集車で持って行ってもらうかの

ように鳥が現れて持って行っちゃいます。シベリアとか、ニュージーランドとかに。魚

は外洋に持って行っちゃいます。それでここの一帯の汚れが飽和するのを防いでいる。

広域の浄化とローカルの浄化がここでもセットになっている。そういったエネルギー循

環をする場所だというところです。連鎖浄化するというふうな結果になっているわけで

すね。蒲生干潟に乾湿した時には、コメツキガニという１ｃｍ位のカニですけれども、

これが砂団子です。カニじゃないですこれは砂ですけれども、砂の中に含まれている微



生物を食べた後に、砂団子にするのですが、これだけの数が乾湿すると出て、これが浄

化につながっているわけですが、それを食べたカニをまた鳥が持っていくとかそういう

ふうなことを繰り返しています。 

春には、さっきから言っているゴカイが自分らの子孫を増やすために、これは２０１

３年４月に、ちょうど今、問題になっている干潟の南西部分での撮影ですが、ゴカイが

春にこうやって一気に生殖群営といって、オスとメスが入り乱れて卵を産んだりしまし

て、生物の奇跡的な営みを見ることができます。これが夜中に行われる、夜中でもない

かな、８時くらい、暗くなってからなんで普段見ることはできませんけれども、自然の

システムというのは私達の中では計り知れない部分があります。 

一つ一つのパズルのようにピースは小さいですが、それらがこう集まって大きな絵を

作っているのです。こういった当たり前の自然環境というのはどこにでもあるのです。

これは素朴な自然です。これは南蒲生の震災後２０１３年１１月ですが、南蒲生の汚水

処理場よりちょっと南側の東北油化さんのあたりですが、震災後、津波で松林が倒れま

してこれも倒壊はしているわけですが、すぐに幼い松の木が現れました。種がいっぱい

ありますので、大きな木が倒れると出て来るわけです。そして、少し湿地化したところ

にはガマも現れました。また、ここにもそういった多様の重層的な環境が現れつつあり

ました。そういった所には大型のほ乳類が上位種で現れました。タヌキが溜糞というの

をする習性がありまして、この辺で食べていろんな木の実を含んでいるのですが、その

タヌキの糞を分析すると、どういったものを食べて生活しているかというのがよく分か

るのですが、そういった研究もしている方と協力しながらここの自然がどういったもの

なのかというのを見てきました。しかし、これは同じ場所です。２０１６年１１月。し

かし一度、人為的にこのように広域に一気に破壊されるとそういった重層的な自然環境

というのは、もう、ほぼほぼ現れることは難しいです。 

小規模で周りにその自然環境が残っていれば、それが供給源となり仮にある程度破壊



されたとしても、同じようなものが復元される可能性はもちろんありますが、現状、仙

台湾の活動をとおして見てみますと、広域に一気に破壊されているということが今の仙

台湾です。 

しかし、国土交通省では、南蒲生部分で希少動植物の生息があるということで、これ

はその場所ではないのですが、これは同じ南蒲生ですけれど、防潮堤の線形を動植物の

保護のために移動した。なるべく直線的な方が津波には良いという話も先ほどありまし

たが、広域的に余りに一気に失われて、コアな部分を失うのは危険だという判断が、そ

の堤防の線形というものの判断を勝りまして線形の位置をシフトしたという経緯もあ

りました。 

実際に自然環境というものが、仙台湾ではどういうふうな移り変わりをしていのるか、

衛星写真を元に植生をピックアップして図面上から面積を拾うという作業をナガテヨ

シユキさんと共同でやりました。１９４５年の米軍だったかの衛星写真を元に植生を拾

ってみました。ピンク色が手つかずの砂浜です。緑色が林です。青が湿地です。昔はこ

の汚水処理場の所も広大な湿地が広がっておりました。これは七北田川です。これは蒲

生干潟、これは名取川で、これが、広浦と何とか浦っていうあそこですね。２００８年

には、林野庁が植林事業で砂浜を削ったため林は増えました。湿地はちょっと無くなっ

ています。それにしても二次林とはいえ、渡り鳥の通過に重要な役割を果たしていた林

が作られていました。現存しておりました。２０１２年、震災後、先ほどの南蒲生の幼

樹が生えている状態も含めて人為的に乱さない、自然な土壌を持っている林といえる環

境がこのようになっていました。砂浜もこうでした。湿地もこの辺には残っています。

ところが、林野庁の事業がこの辺は一番大きいのかもしれませんが、２０１５年、砂浜

は国土交通省か、その他宮城県もありますが２０１５年にはほぼ自然環境というのが失

われてしまっている。仙台湾のこの区間をみると、この下もそのような状態になってい

ます。並べますと１９４５年から連続的に見ていくとまとまった自然環境というのが、



セットで見みるとほとんど無い人為的な人工物に変わっていっている。 

たとえば、地域個体群という考え方がありますが、フトヘナタリをみると環境省のレ

ッドリストでは準絶滅危惧種になっとりますが、日本全体的に見ればそういうこともあ

るけど、宮城県というローカルな部分で、遺伝子的にも違いますので、地域個体群でみ

るとここら辺で保護しておかないとそれが失われてしまう。宮城県では実際にⅡ類にな

っていますね。ちょっとランクが高いです。こういった湿地が、近くに点在することで

飛翔力の弱いイトトンボとか、チョウチョとかそういうものが、地域にセットとして昔

から存在していた。そういうものも人の手によってどんどんどんどん失われていってい

る。パズルのピースがだんだんだんだん欠けていっている。宮城県内でも仙台湾沿岸の

自然環境の公共工事による破壊によって壊滅的だという。これは誰が見ても分かります

ね。先ほどから自然環境を残すことに何の意味があるのかという風に思う方もいらっし

ゃって話を聞いていると思うのですが、ちょっと、それでもこの先おつきあいください。 

仙台湾沿岸の面積変化の推移を先ほどのやつをまとめてみました。動物種というのは

ある程度、面積が必要になっていきます。生息するためには、これを面積種数曲線とい

う形でみる考え方が生物学にはあるようですが、面積が少なくなると種数が少なくなり

ます。種数が少なくなるということは多様度が下がっていくということです。 

単純な環境に変化してく。例えば、水産で見ていきますと、これはカレイのイシガレ

イですが、研究なさった当時は、東北水産研究所にいた山下さんですが、河口域での由

来のイシガレイの生育。全面積は、河口域っていうのはこの砂浜域に比べると数パーセ

ントしかありませんが、イシガレイ資源の生産においては、河口域汽水域の生育が４７、

８パーセント位あります。面積比で見るととんでもないです。河口は少ないのに砂浜で

生息するイシガレイよりも河口域の方が半分くらいの水産資源を占めています。江戸前

のイシガレイとか、よく昔、言いましたがそれだけ河口っていうのは高エネルギーな循

環があるというようなところだといえます。 



私たち人類っていうのは当たり前に分かっていた、昔の古い建造物を見ると自然の恵

みが私たちの社会や生命を支えているということ、そしてそれには畏敬の念も込めて分

かっていたからこういった自然を取り込むような、これチドリですかね、波に舞う。こ

れ雁ですかね。こういうものを彫刻に残したり、絵に描いたりしていたのです。でも、

現在の人たちはどうか。自然の恵みが私たちの生活を支えているということをちょっと

忘れかけているのでないかという気もします。現在は、ちょっと申し訳ない映像ですが

行政の破壊祭り、ほぼほぼ祭りですね。もうワーワーワーワーという感じです。津波で

無くなったら一気に作って誰もが予算を得て、これは林野庁の鳥の海です。あんまり活

躍の場が無かった林野庁もこの期に及んで盛土やなんとかだっていって仙台湾沿岸を

全部埋め立てる計画をしています。もう宅地造成と何が変わるのかという勢いでやって

います。 

いろんな配慮で濁水を取り除かれるとか、いろいろありましたが、現状は工事を始め

ると、蒲生干潟の今の工事ですが、真っ黄色の水で干潟が堆積するような現状です。事

前に言うことを言うのですが、やってみるとこうだっていう。 

行政は、自ら行っている現状を正しく理解できていないかっていうふうに考えられる。

人々の暮らし、安全性を適切に守り続けて継続させるのが本来の勤めだというふうに誰

でも思うわけです。自然環境や生物の多様性を短期間で失うことがどれほど危険なこと

かということに対して理解が及んでいないために、それらを行っているのではないか。

自然災害に関しては有史以前から繰り返し起こっていたので自然の回復機能が働きま

すが、しかし、人為的に自然を破壊し封じ込めると回復することが出来なくなります。

自然の複雑なパズルのような状態からピースを抜き取るような人為的な行為は、自然シ

ステムの存続を破壊する恐ろしい行為であるということを自覚しなくてはならないの

です。堤防を作る。人を守る。これが合い言葉みたいになっていますが果たしてほんと

にそれだけなのか、未来永劫それだけでいいのか。ちゃんとこういうことを評価して分



かってやっているのですか。堤防が人々の命を守ると単純に思い込んで一大破壊をして

いる現状を認識して永続的で本当に人々の為になる行政サービスを真剣に模索しなく

てはならないのではないかというふうに思います。 

国土交通省は開発行政としては上位部署となっていると思います。宮城県や特に仙台

市の無知、無理解による国土荒廃に対して指導監督する責任がある。ただ、宮城県は、

これまで河川課さんとか港湾課もそうですけどれも、協議する姿勢を持ってくださいま

した。いろんな場を設けてくださいました。これには誠に感謝しております。でも今回

の南西部分の事に関して少し自然の重要性に関して理解が及んでいない部分があると

いうふうに私は思います。その部分はお話しさせていただきたいと思っています。私た

ち人類の為には、危機感を持って保護して行かなくてはならないのが、本当、今の仙台

湾の現状だと思います。その反面、仙台市は全く無能です。無知、無理解には驚くばか

りです。行政として住民の暮らしや将来を任せるに値しない。大至急、行政改革を行い

正しいサービスを計画的に行える組織にするべきだというふうに思います。これまで仙

台市にもたくさんの要望書を挙げてきましたが、一切、なしのつぶてというか、なんの

返答もない。完全に無視された。対話の姿勢を持たない。これは宮城県や国土交通省が

上位部署として責任もあると思いますので、国民目線では仙台市も宮城県も国土交通省

も行政という意味で一つに感じられますので、そういう部分の至らない部分は指導監督

していただきたいというふうにも思います。国民にとって政府は一つだし、行政も一つ

だというふうに思われます。 

蒲生干潟の南西部分には先ほどからお話もありますが。ここです。この緑色の線が国

指定の特別鳥獣保護区の境界線です。この境界線の中に堤防が工事されます。先ほどの

写真のコクガンはこの辺とかこの辺につきます。 

南西部を保護する必要性っていうのは何であるかというと、先ほどから出ているアカ

テガニの産卵場所なのです。アカテガニは、陸地に生活して産卵を河口域でするのです



が、南西部がやられると産卵する場所が無くなってしまいます。蒲生干潟では南西部だ

けです。そして連続性を保って勾配をどうのこうので堤防がという話しをしていますけ

ども、肝心の陸地がなくなる。開発される。アカテガニも陸で生活して産卵の時だけ海

に行きますので普段生活する場所がなくなる。海だけ残ってもアカテガニは生息できま

せん。 

仙台湾全体で工事が進む中、蒲生干潟の重要性は相対的に増すばかりです。生物多様

度が高い環境、仙台湾ではもう蒲生干潟に頼るしか無くなっています。広浦があって次、

蒲生干潟と飛んだ環境になっています。弱い飛翔力のあるトンボとかイトトンボとかは、

移動出来ないような地域個体群を維持するのが大変な現状です。 

そして、笹谷さんのここ、今あるところですが、実際にここには人々が集い、そうい

った思いがあるところです。こういったものをむげに押しつぶすのではなく、残してほ

しい。なぜこの期に及んで行政は、まるで人を殺すに等しい行いをするのか。そしてこ

れは確実に言っていますが、自然を殺すのか。今、自然を殺し続ければ後々殺されるの

は我々です。死んでしまうのは我々なのです。生きていけなくなるのですということを

何で理解できないのか。分かっていても止まんないのか。そこら辺のいろんな思惑は分

かりませんが、行政は人々の暮らしを守り救うのが役割では無いかというふうに私は思

います。 

ぜひとも、先ほど、笹谷さんからもお話がありますが、蒲生干潟の南西部の笹谷さん

のおうち、ここら辺、アカテガニがよく生息しております。今からでも遅くないです。

アカテガニの産卵場所、コクガンの生息地、アカテガニの生息場所、陸地、陸生の鳥が

集う場所、そういった部分を行政間が仙台市、宮城県、国土交通省なのかも分からない

ですが、一体となって仙台湾沿岸の多様な環境、地域個体群を守るためにも、そして皆

の命と気持ちを守るためにも、堤防を移動して守っていただきたい。仙台湾の生物多様

性、自然そして私たちの将来の安全、安心の為にも欠かせない問題だと思っています。 



すいません、質問する時間無くなった。３分くらいしか無いのですけども。 

要旨の中の１番２番３番を質問していたのですが、２番のコンクリートによる堤防は、

その製造段階でも二酸化炭素を排出して、建設後も生物による営みが絶たれる為に温暖

化に対しても負の影響しか与えません。しかし干潟とそれらを周辺のセットで考えると、

生物的ろ過やヨシ群落によるＣＯ２の取り込み等によって、堤防による負の部分を補う

こともできます。生物の多様度が高い環境を選択的に保護することは、後世に対しても

前向きな対策、対応だと思います。それについてはどのようにお考えなのかということ

をお答えいただければと思います。お願いします。それで終わります。 

【起業者回答（郷右近）】 堤防へのコンクリート被覆への必要性についての質問と判

断し、お答えしたいと思います。堤防は緩傾斜構造とし、コンクリートブロックで被覆

することにします。これは、東北地方太平洋沖地震の津波被害を踏まえて、津波が堤防

を乗り越えた場合でも堤防機能が完全に喪失しないような粘り強い構造で復旧をした

いということでございます。 

 本復旧工事の干潟部では、このコンクリートブロック法面の表面部にも現地発生土を

活用しながら覆土をさせていただいて、在来種の植生回復を図るなど、周辺環境への負

荷を極力低減できるのかと考えております。 

 また、環境分野の有識者からなる「宮城県環境アドバイザー制度」等を活用しながら、

工事中の環境負荷の軽減を図りながら工事を進めていきたいと思っているところでご

ざいます。 

【議長】 よろしいでしょうか。ありがとうございました。では、御降壇下さい。 

これで本日予定しておりました公述はすべて終了いたしました。本日は、公聴会の円滑

な進行に御協力いただきましてありがとうございました。 

 （公述人・起用者降壇） 

【議長】これで、本日予定しておりました公述はすべて終了いたしました。本日は公聴 



会の円滑な進行に御協力いただきまして、ありがとうございました。以上で終わります。 

 

了 


