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１．地震・被害の状況

■地震の状況（気象庁発表）

P 01

■地震の状況（気象庁発表）

発生 平成23年3月11日（金）14時46分

震央地名・深さ・規模 三陸沖（北緯38度06.2分・東経142度51.6分）・深さ24㎞・M9.0

震度 6強震度 6強

■津波の状況

津波の高さ 鮎川 8.6m 等（気象庁発表、津波計等による最大の高さ）津波の高さ 鮎川 8.6m 等（気象庁発表、津波計等による最大の高さ）

浸水面積
（平成２３年４月１８日国土地理院発表

[ ]は６県６２市町村の浸水面積合計）

73㎢ [561㎢]
・市内の13.2％（平野部の約30％）
・中心市街地は全域が浸水。

■地盤沈下の状況

地盤沈下 牡鹿地区鮎川 -120cm 渡波明神 -78cm 渡波字貉坂山 -67cm

■石巻市の被害の状況（平成25年8月末日現在） ※[ ]は全国（警察庁発表、平成25年8月9日現在）

死者数（※住民基本台帳上の数） 3,162人 [15,883人] ※人口：162,822人（H23年2月末時点）
150,451人（H25年8月末現在）
△12 371人

行方不明者（※住民基本台帳上の数） 438人 [2,656人]
△12,371人

※最大避難者数は50,758人（H23年3月17日時点）
※最大避難所数は259箇所
※避難所は平成23年10月11日、待機所は同年

12月11日をもってすべて閉鎖
※石巻市の被災住家数は、被災前全住家数の

全壊 19,959棟 [126,483棟]

半壊 13,112棟 [272,287棟]

一部損壊 23,615棟 [742,425棟]
※石巻市の被災住家数は、被災前全住家数の

76.6%を占める合計 56,686棟 [1,141,195棟]



２．平成23年3月11日の状況 P 02

地震後1時間弱で大津波が来襲 市立病院方向でも火の手が上がる

夜になり門脇町に延焼 火災は日和山の麓まで迫った
出典：石巻百景



３．震災後の状況（1） P 03

日和山より南浜地区を望む（日和山より南浜地区を望む（H23.3.13H23.3.13撮影）撮影）

出典：石巻百景



３．震災後の状況（2） P 04

日和山南浜側階段下の状況（H23.3.13撮影）

出典：石巻百景



３．震災後の状況（3） P 05

西光寺墓地付近の状況（H23.3.13撮影）

出典：石巻百景



４．石巻市復興基本計画の概要（1） P 06

•平成23年12月、今後10年間の復興方針を示す「震災復興基本計画」を策定。
•復興の基本的な考え方や今後の施策展開 地区別整備方針等を定めた•復興の基本的な考え方や今後の施策展開、地区別整備方針等を定めた。

基本理念３：絆と協働の共鳴社会づくり基本理念１：災害に強いまちづくり 基本理念２：産業・経済の再生

基幹産業である紙・パルプ製造業、飼
肥料製造業、合板製造業及び食を支
える重要産業である農林水産業などが
壊滅的な被害を受けた中、今後の産業
の連携・融合も含めた在り方を検討し、

人と人との結びつき・「絆」を大切にする
とともに、市、地域、企業、大学、ＮＰＯな
どが総力を結集し、新たなまちづくりに向
かって「共鳴」しながら、豊かで支えあう
地域社会の構築を図ります。

多くの市民が被災し、電気、水道など
のライフラインの寸断を引き起こした今
回の震災の教訓を踏まえ、単なる「復
旧」にとどまらず、防災基準・防災体制
を抜本的に見直し、市民の命を守る災 連携 融合も含 在り方を検討 、

復旧・復興を促進するとともに、地域資
源を活かした産業振興基盤づくりを図
ります。

地域社会の構築を図ります。を抜本 見直 、市民 命を守る災
害に強いまちづくりを念頭に、新たな視
点で都市デザインを描いたまちを構築
するとともに、ライフラインの補完や快
適な生活空間として新エネルギーを活
かしたまちづくりを目指します。

出典：石巻市震災復興基本計画



４．石巻市復興基本計画の概要（2）

南浜地 は 壊滅的な津波被害を受け 都市機能を
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南浜地区は、壊滅的な津波被害を受け、都市機能を
ほとんど喪失した。

出典：石巻市の復興状況について



４．石巻市復興基本計画の概要（3） P 08

•Ｌ１対応の防潮堤とＬ２対応の高盛土道路及び防災緑地の多重防御の骨格で市街地を守る
高盛土道路と防災緑地 第 線堤から海側地域 災害危険 域 指定 非 住地•高盛土道路と防災緑地の第２線堤から海側地域は、災害危険区域に指定し非可住地

•高盛土道路と防災緑地の第２線堤から陸側の地域は、現地再建

石巻市復興整備計画 土地利用構想図を加筆・一部修正



４．石巻市復興基本計画の概要（4） P 09

•（仮称）南浜シンボル公園は、平成３２年度までの完成を目指す
新門脇地区土地区画整理は 平成 年度から事業開始

■主な復興事業の進捗状況と今後の予定

•新門脇地区土地区画整理は、平成２５年度から事業開始
•海側の主要避難道路は、平成２７年度完成を目指す

出典：石巻市報（平成25年8月）



４．石巻市復興基本計画の概要（5） P 10
■みらいの公園づくりワークショップ（石巻市主催）の概要

開催 参加 クシ プ 概要開催・参加 ワークショップの概要

子
ど
も

１
回

◆平成24年12月16日(土)
小学生8名 中学生21名

①公園が「いつ? 誰が？ 誰と？ 何をする？」場なのかを考える
②自分、家族、友達などが好みそうな物事を想像する
③「みらいの公園はこうなったらいいな」を考え、文章と絵で表現する

も
２
回

◆平成25年1月26日(土)
小学生4名 中学生13名

①公園のカタチを発表する。楽しい発表になるようサポートメンバーと練習する
②広く市民に公園づくりのアイデアを発表する

１
回

◆平成24年12月16日(土)
NPO等17名

①参加者が公園づくりを主体的に発想するための「チーム」をつくる
②チームは公共性の高いアイデアを発想し、公園の計画策定のヒントを集める

一
般

回
町内会2名 公募13名

２
回

◆平成25年1月27日(日)
NPO等17名 公募11名

①市民・ＮＰＯのみなさんの考えや活動を互いに認識する
②参加者自身が発案した6 つのテーマに沿って、分科会形式で検討する
③最後に分科会の代表が意見を発表する

３
回

◆平成25年2月16日(土)
NPO等17名
町内会2名 公募13名

①参加者相互の活動状況を認識し合う
②テーマをつくりより深く掘り下げた公園テーマの議論を行う
③今後自分が公園づくりに関われることについて「宣言」を行う

子どもワークショップ発表会 一般ワークショップ：公園テーマの議論の様子

出典：南浜地区・中瀬地区みらいの公園づくりワークショップの記録：平成25年3月 石巻市



４．石巻市復興基本計画の概要（6） P 11

■市民の意見・要望 ■子どもワークショップのアイディア

（１）位置
南浜地区を国営祈念公園としてほしい

（２）機能
南浜公園については、「慰霊・鎮魂」、「防

災・減災」、「自然」等の機能がほしい
①慰霊・鎮魂①慰霊 鎮魂

祈りの場、来訪者に何があったかを伝え
る場等
②防災・減災

多様な津波対策等多様 津波 策等
③自然

生命力を感じる自然（森・花等）
慰霊の場としても相応しい

④その他④
子どもの遊び場、スポーツの場

（３）進め方（３）進め方
今後の進め方については、公園づくりに

市民が関われる機会を多く作ってほしい

国・県・市だけでなく、市民も含めた協議
会などにより、民間の参画のもと南浜地区会などにより、民間の参画のもと南浜地区
の公園づくりを進めてほしい

市民が継続的に公園づくりに関わりたい

出典：南浜地区・中瀬地区みらいの公園づくりワークショップの記録：平成25年3月 石巻市



５．宮城県と石巻市の連携による震災復興祈念公園整備検討の流れ

■平成２４年１２月１６日 平成２５年２月１６日
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■平成２４年１２月１６日～平成２５年２月１６日
石巻市主催の市民ワークショップにて、復興祈念公園への市民の想いを確認

■平成２５年５月２９日
【石巻市長から宮城県知事に要望を提出】【石巻市長から宮城県知事に要望を提出】

南浜地区に国営の復興祈念施設を設置するよう、宮城県
から国への働きかけを要望
南浜地区に県営の復興祈念公園を設置することを要望

▲市長から要望を受ける県知事

南浜地区に県営の復興祈念公園を設置することを要望

■平成２５年６月６日
【石巻市南浜地区に震災復興祈念公園を整備】

東日本大震災では県内で約１万人もの方々が犠牲となり，なかでも石巻市は、東日本大震災では県内で約 万人もの方々が犠牲となり，なかでも石巻市は、
約４千人もの犠牲者が集中する国内最大の被災地となった。

亡くなられた多くの県民や市民の慰霊の場として，また震災の教訓を後世に
伝承する場などとして 南浜地区（日和山と雲雀野海岸の間）がふさわしいと

写真：宮城県公式ウェブサイトより転載

伝承する場などとして、南浜地区（日和山と雲雀野海岸の間）がふさわしいと、
市から要望を受け、同地区に協同で祈念公園を整備することにした。


