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より良いまちづくりのため、⽔辺創造に向けた調整会議を開催

各地区の主な整備⽅針（案）

【共通事項】
・四阿・ベンチ・照明等の基本デザイン案を決定
・街側の利⽤を考慮した四阿・ベンチ・照明施設の配置計画案

を決定。
【南浜、⾨脇2・3丁⽬地区】
・堤防法⾯のｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸは、維持管理・安全⾯などへ考慮した

ﾃﾞｻﾞｲﾝ案を決定。
・堤防周辺の整備計画を考慮した堤防形状を引き続き検討。
【中央、⾨脇1丁⽬地区】
・⽔際テラスの整備する⾼さを決定。
・14・15番地区の空間利活⽤を踏まえたﾃﾞｻﾞｲﾝ案について

引き続き詳細検討。
・坂路、階段位置は離島航路の利⽤者へ配慮する位置とする。
【川⼝、湊地区】
・捨⽯による河岸形成、植栽テラスの形状については試験施⼯

を実施して現地確認を予定。
・⾬⽔排⽔樋管は安全⾯に配慮した扉室の形状を検討する。

北上川下流河川事務所では、旧北上川の堤防整備と合わせて、市⺠の⽅々の集いの場、憩いの場と
なる⽔辺空間の整備を⾏っております。

これらの整備にあたっては、関係機関と円滑に整備⽅針などの議論を進めることが必要とあるため、
各機関の実務担当者が中⼼となって議論する「地区別ワーキング」を昨年８⽉に設置し、これまで７
回の議論を重ねてきました。また、議論された内容について、有識者及び各関係機関の意思決定を⾏
う場である「第1回かわまち調整会議」を平成27年12⽉24⽇に開催して今後の整備⽅針案などにつ
いて情報共有を図りました。

なお、今後の整備⽅針などについては、順次、市⺠部会を通じて地元の⽅々へお⽰しする予定です。

『第1回かわまちづくり調整会議』
⻲⼭ 紘 ⽯巻市⻑
佐々⽊葉 早稲⽥⼤学 教授
平野勝也 東北⼤学 准教授
⼩林徹平 東北⼤学 助⼿
国⼟交通省 北上川下流河川事務所
宮城県⽯巻港湾事務所
宮城県東部⼟⽊事務所
⽯巻市

ＶＲ（ﾊﾞｰﾁｬﾙﾘｱﾘﾃｨ）を⽤いて説明各地区のデザイン案について意⾒交換調整会議の実施状況

⽇和⼭より旧北上川右岸を望む

出席者



南浜・⾨脇2,3丁⽬地区
【整備の考え⽅】
祈念公園やマリーナ整備等の計画を踏まえ、河
川空間との関係に配慮します。

【南浜地区】

【⾨脇2,3丁⽬地区】

※ 南浜地区内港北側右岸堤防上空から下流（⽇和⼤橋）⽅⾯を望む

※ ⾨脇2丁⽬付近の右岸上空から下流⽅⾯を望む

Ｎ

旧北上川

旧北上川

南浜地区

門脇

2,3丁目地区

日和山

日和大橋
中瀬



中央・⾨脇１丁⽬地区

【中央地区】

【⾨脇1丁⽬地区】

※ 11番地区右岸テラス部上空から下流⽅⾯を望む

※ ⾨脇1丁⽬右岸堤防上より上流⽅⾯を望む

門脇

1丁目地区

Ｎ

旧北上川

旧北上川

中央地区

中瀬 石ノ森漫画館

日和山

【整備の考え⽅】
川湊⽯巻の賑わいの拠点としてのまちづくり（堤内
地側の整備）と⼀体となり、賑わいの場づくりを補
完する、⽔辺ならではの魅⼒の場の整備とします。
⼩型船舶等が接岸できる場を設置します。



住吉・⼤橋地区
【整備の考え⽅】
神社、雄島等を考慮した空間づくりをします。
「袖の渡り」の歴史的な特徴を踏まえ、対岸
との関係に配慮します。
ｲﾍﾞﾝﾄ利⽤や観覧に対応するﾃﾗｽや法⾯等の
ﾃﾞｻﾞｲﾝとします。

【住吉地区】

【⼤橋地区】

※ 右岸住吉神社付近堤防上から上流⽅⾯を望む

※ ⼤橋地区右岸上空から下流⽅⾯を望む
（⽔辺の観察や環境学習などが出来るよう配慮）

住吉地区

大橋地区

Ｎ

旧北上川

旧北上川

中瀬
石ノ森漫画館

石巻大橋

住吉神社



川⼝・湊地区
【整備の考え⽅】
散策等に対応できるﾃﾗｽや法⾯等のﾃﾞｻﾞｲﾝとします。
堤防背後の盛⼟空間等の利⽤に配慮します。

【川⼝地区】

【湊地区】

※ ⽇和⼤橋上空から上流（鎮守⼤橋）⽅⾯を望む

※ 湊地区左岸堤防上から下流⽅⾯（鎮守⼤橋）⽅⾯を望む

川口地区

Ｎ

旧北上川

旧北上川

湊地区

日和大橋

日和山

中瀬



井内・藤巻地区

不動沢・⼋幡地区
【整備の考え⽅】
⽔際部は、⽯などで微妙に変化する⾃然的な景観を
創出します。
坂路の下などには、ポイントとなる植栽などを
おこないます。

【整備の考え⽅】
歴史性のある、⽯積み護岸の⾵景の保全に
配慮します。
現存する“かわど”の復元等、川の利⽤に配慮した
空間づくりを⾏います。

【不動沢・⼋幡地区】※ 新内海橋上流左岸上空から下流⽅⾯を望む

【井内・藤巻地区】※ 左岸井内・藤巻地区上空から下流⽅⾯を望む

Ｎ

藤巻地区

井内地区

Ｎ

旧北上川

八幡地区

不動沢地区

石巻大橋

中瀬

石ノ森漫画館

石巻大橋

真野川

住吉神社

JR鉄道橋

旧北上川



旧北上川で堤防⼯事が進んでいます

新しい堤防
張芝覆⼟ブロック

▽

⽮板護岸⼯

堤防のイメージ図

捨て⽯

東⽇本⼤震災により甚⼤
な被害を被った旧北上川河
⼝部では、平成24年12⽉か
ら川前の⽮板護岸⼯事に着
⼿し、まちづくりと連携し
ながら新たな河川堤防の整
備を進めています。今年度
は、本格的な堤防⼯事に着
⼿しています。

① 左岸⿂町地区築堤⼯事 ② 左岸⿂町・川⼝地区築堤⼯事（川⼝⼯区）

築堤工事

進捗状況

③ 左岸⼤⽠上流地区築堤⼯事（⼤⽠⼯区） ④ 右岸蛇⽥地区築堤⼯事（南境⼯区） ⑤ 右岸蛇⽥地区築堤⼯事（上流⼯区）

⽮板護岸の施⼯が完了した区間

今年度内に堤防に着⼿する区間

既に、堤防に着⼿している区間 堤防護岸延⻑： 約 17.9 km
（右岸9.3km 左岸8.6km）
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現在の地盤

天端舗装



ミズベリング⽯巻 〜北上川で栄えた⽯巻を⽔辺から復興〜

ミズベリングとは

国土交通省では、ミズベリング -MIZBERING- として、河川に関する規制の緩和を通じて、地元の
方々がより活発でにぎわいのある水辺利用を推進し、まちづくり、美しい景観づくりを官民協働で考
えるプロジェクトを行っています。石巻でも平成26年度より様々な社会実験を通じ、にぎわいのあ
る水辺空間を目指しています。
（ミズベリングは、水辺＋RING（輪）に現在進行形”ing”の気持ちを乗せた造語です）

★基本コンセプト

①まちにある川や水辺空間の賢い利用

②民間企業等の民間活力の積極的な参画

③市民や企業を巻き込んだソーシャルデザイン

ここから始める

（私が始める）

・水辺を楽しむ人
・水辺で街を変える人
・水辺で新しいビジネスを作る人を増やす

★ミズベリング石巻の開催実績

これまでの活動状況

（主催：NPO法人ひたかみ水の里）

H26年12月18日 第1回会議 参加者：26名（11団体）

H27年 1月29日 第2回会議 参加者：35名（16団体）

2月16日 第3回会議 参加者：48名（27団体）

3月27日 第4回会議 参加者：24名（14団体）

5月22日 第5回会議 参加者：23名（13団体）

6月27日 みずべマルシェin北上川 参加者：150名

7月 7日 水辺で乾杯！ 参加者：38名

8月13日 小さなサーカス

8月22日 中瀬 de BBQ

8月23日 トリコローレ音楽祭

H26年12月18日 第1回会議 参加者：26名（11団体）

H27年 1月29日 第2回会議 参加者：35名（16団体）

2月16日 第3回会議 参加者：48名（27団体）

3月27日 第4回会議 参加者：24名（14団体）

5月22日 第5回会議 参加者：23名（13団体）

6月27日 みずべマルシェin北上川 参加者：150名

7月 7日 水辺で乾杯！ 参加者：38名

8月13日 小さなサーカス

8月22日 中瀬 de BBQ

8月23日 トリコローレ音楽祭

振動伝える

★ミズベリング石巻の活動紹介

会議では毎回多様な団体の⽅
が参加して活発に意⾒交換

中瀬 deBBQ、無料でBBQが出来る
場所があることを皆案外知らない

⽔辺利⽤の社会実験第1弾
「みずべマルシェin北上川 」

カフェ・BBQ・体験・物販は⽔辺にマッチ

トリコローレ⾳楽祭2015とコラボ、
⾳楽と⽔辺の相性は抜群

⽔辺で乾杯！⽔辺で飲むお酒は格別 旧北上川で開催した⼩さなサーカス
⽯巻の⼦ども達に元気をあげた



ミズベリング⽯巻カイギ
平成２８年1月１５日に旧北上川が眺められる石巻市総合福祉会館みなと荘にて「ミズベリング石

巻カイギ」を開催しました。当日は、全国のミズベリング活動の紹介や本年度の活動報告、今後の活
動について４０名余りが参加して活発な意見交換が行われました。

全国のミズベリング活動の紹介

国⼟交通省 ⽔管理・国⼟保全局 河川環境課
⽥中補佐より全国のミズベリング活動を紹介

平成27年度ミズベリング石巻の活動報告

各担当者より本年度開催の活動等について報告

平成２７年度の主な活動内容
・みずべマルシェin北上川・トリコローレ⾳楽祭2015
・北上川フェア・⽔辺で乾杯！・⼩さなサーカス
・かわまちウォーク・中瀬 de BBQ

今後の活動予定について意見交換

“⽔かけ祭り”を⽯巻で！熱い思いを
海外の事例とともに紹介。

⼦どもが安⼼して遊べる
⽔辺づくりを！ 今後も“ミズベリング⽯巻”を盛り上げます！！

旧北上川の新たな⽔辺空間
をＶＲを⽤い説明。


