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はじめに

旧北上川河口かわまちづくりの施設整備は、令和 4年 3月で完成し

ました。東日本大震災の復旧・復興事業として実施された旧北上川

河口かわまちづくりは、石巻市の歴史においての大きな変革点であっ

たといえます。川湊として繁栄、発達し、基本的に無堤地域であっ

たまちに、初めて堤防が整備されたのです。そのため、当初は地域

の人々の間に、大きな戸惑いがあったのも事実です。しかし、時間を

かけたかわまちづくりの継続的な話し合いのなかで、川とともに生き

る新しい石巻の姿としてのかわまちづくりが形成されてきました。一

方で、かわまちづくりは、ある意味ゴールの無い永続的な営みであり、

これからも、維持補修工事をはじめ、沿川の社会状況の変化や地

域の人々の意識の変化に伴い、常に動き続けていくものでもあります。

本書はこれらのことを踏まえ、以下の２点をまとめています。

一つ、旧北上川河口かわまちづくりとして実施された計画検討・工事

の内容を記録として残し、設計意図も含め、後世に正しく伝えること。

一つ、今後の補修工事や何かしらの工事を行う際に、当初の設計意

図に配慮した維持補修が行われ、良好なかわまち空間が継承される

ようにすること。

これからが石巻での新しいかわまちづくりの始まりです。

本書がいつかの時代に、役に立てることを祈念しています。

　

令和 4年末日

国土交通省北上川下流河川事務所
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　北上川は、流域一帯が「日高見国 (ひだかみのく
に )」と呼ばれたことに、その名が由来するといわれ、
古くは文治 5年 (1189年 )の史料にその名が記され
ています。豊かな穀倉地帯や良好な漁場を育み、兼
ねてから舟運路として、川湊石巻の繁栄を見守って
きました。しかし、西側の奥羽山脈に降雨が集中す
ることや、一関下流の狭窄部の影響と相まって、度々

大洪水に見舞われてきた地域でもありました。洪水
は肥沃な土壌を育む恩恵もありましたが、江戸時代
に川村孫兵衛らが行った河川改修事業に端を発し
た、人々の手による河道の付け替えと掘削工事を繰
り返すことで、川のある暮らしと共存してきました。
現在の旧北上川は、明治期の第 1期河川工事事業
によって、新北上川から分流されたものです。東日

　初代仙台藩藩主・伊達政宗公の命を受けた、川村孫兵衛は、江合川を迫川と合流
させ、北上川を迂回させることで、北上川・迫川・江合川の三川を合流させました。
鹿又から石巻までの流路を開削して舟運路を確保したことで、石巻は交通の要衝とし
て、人や物資の運搬が盛んになりました。仙台米は石巻から出荷され、江戸へと廻米
されることで、川湊石巻を中心とした藩財政の基盤が確立しました。

　柳津から飯野川の山間部に新河道を掘削し、旧北上川と新北上川に流れを分け、
新北上川を放水路として東の追波湾へ遷させました。現在の旧北上川は、この時に
新北上川と分かれたものです。飯野川堰及び分流施設群が整備された他、追波川の
拡張工事も実施され、この改修事業により、広大な地域の水害が解消されるとともに、
迫川下流の原野が開発可能になりました。

　江戸時代初期まで、河川は現在のような固定河道ではなく、平野部に
は湿地帯が広がっており、洪水の度に遊水地になっていました。そこで、
伊達藩は、中田町上沼の小名倉山から浅水の長谷山にかけて約 6.6km
の堤防をつくり、旧迫川へ抜けていた北上川を締め切るとともに、相模
土手の直ぐ下流に左折・湾曲するＳ字状の河川を開削して，北上川を米谷・
柳津間峡谷に流しました。

相模土手工事の実施
北上川の流路を変更、耕作地を生み出した1 川村孫兵衛の三川合流工事

舟運が発展、川湊石巻の繁栄への足掛かり2

　野蒜築港に伴って、工事に使用する大量の石の運搬が必要になったことから、現在
の旧北上川から鳴瀬河口までの内陸を通る運河が開削されました。建設された運河は
全長 12.8㎞に及び、北上川から野蒜港、東名運河、貞山運河を経て仙台平野までを
繋ぐ交通の一大動脈としての役割が期待されました。石井閘門はその時に、航路の水
位調節施設として建設されたものです。

北上運河開削工事
仙台平野までを繋ぐ、ネットワークを構築3

　明治 43年、関東・東北地方を中心に台風とそれに伴う大水害が発生し
ました。北上川流域には 3つの台風が相次いで接近し、追川、北上川が
増水した結果、倉坪地区などで破堤し、桃生地区が浸水するなどの甚大
な被害が発生しました。これを受けて洪水防御、支川の逆流防止による
湛水被害の防止、航路の確保などを目的とした改修が行われます。

明治 43 年の大水害
直轄事業の河川大改修のきっかけ4 第 1 期北上川改修工事事業

明治の大改修によって北上川が分流5

北上川のこれまで

追川の開削

新北上川の開削

北上運河

追波川の拡張

北上川
追川

江合川

鹿又

石巻

米谷

柳津

蕪栗沼

本大震災の被害を受けて、河口から全長約
4.8km(右岸：石巻大橋まで、左岸：真野川水門
まで )の区間を対象に、河川堤防の整備とそれに
伴う、良好なかわまち空間の検討が 2013年から
約 8年間続けられてきました。

1605~1610 1616~1626

1678~1682

1910 1911~1934

江戸時代の改修

明治時代の改修
相模土手



04石巻かわまちづくりデザインノート

　第 1期改修工事から 70年近くが経過し、分流施設が古くなったことや、沿川
の安全確保が求められる等の理由から、新しい脇谷水門及び鴇波水門の建設
事業が行われました。この 2 つの水門により北上川から旧北上川への分流を
調整し、旧北上川流域の洪水に対する安全度が大幅に向上しています。なお、
昔の分流施設は歴史的価値が高いことから、壊されずに保存されており、2004
年度に土木学会選奨土木遺産に認定されています。

旧北上川分流施設建設事業
分流施設の改築工事6

東日本大震災
津波が河を遡上し、まちが甚大な被害を受ける7

　東北地方太平洋沖地震に伴う津波が、旧北上川を遡上し沿川地域に甚大な
被害をもたらしました。これを受けて石巻市は、翌年にまちとくらしを津波・高潮・
洪水の被害から守るため、旧北上川の堤防整備計画を策定しました。

旧北上川かわまちづくり
市民、学識者、行政による議論、良好なかわまち空間へ8

　石巻市では、東日本大震災以前から、「かわまちづくり制度」を前提とした水辺活用に関す
る議論が行われており、2011年 2月には「いしのまき水辺の緑のプロムナード計画」が策定さ
れていました。東日本大震災の被害を受けて、その計画は大きく見直されることとなりましたが、
水辺のプロムナードと拠点整備の考え方が引き継がれています。「旧北上川かわまちづくり」は
旧北上川河川堤防整備にあたり、石巻の歴史・文化・地域の特性を踏まえたかわまちづくりや、
景観に配慮した堤防整備の方針について、専門家からの指導・助言、及び地域の皆様からの
意見を取り入れながら検討を進めることを目的として組織されたものです。

南浜地区 p.11~16

中央地区 p.17~26

大島神社前 p.27~32

住吉上流部 p.33~38
左岸河口部 p.39~44

左岸テラス p.45~48

稲井地区 p.49~581996~2008

2011

2013~2021

対象区間が約 4.8kmに及び、沿川周辺の地域特性や河川との関わり

方も多様性を見せていることから、画一的な整備を行うのではなく、

地域意見や周辺環境との実際的な整合性などを考慮し、地区区分を

設けて検討を進めてきました。
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かわみなと石巻の選択 －平野勝也 (東北大学)
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　江戸時代、川湊として栄華を極めた石巻市街

地の川縁には米蔵が立ち並び、堤防はなかった。

明治以降、日本の物流は河川舟運から鉄道にシ

フトし、それに呼応するように近代治水事業が

進められた。北上川下流部においては無堤の石

巻を水害から守るために新しい北上川の開削な

どの治水事業が続けられたが、結局、水際まで

土地利用がなされている石巻市街地に堤防が作

られることはなかった。

　石巻市街地でまちづくりを進めてきた市民は、

川と街が密接につながっていることこそが、石巻

の歴史であり個性であると的確に認識し、その

魅力を活かすまちづくりが長年進められてきてい

た。治水計画上の安全性を石巻市街地において

確保するためには堤防が必要であったが、暫定

整備であっても、そうした市民からの反対もあり、

ごく一部区間の整備しかできていない状況であっ

た。安全性と街の魅力という二律背反を熟慮し

た上での石巻としての一つの帰結がそこにあっ

た。

　2011年 3月11日、東日本大震災が発災した。

石巻市街地においても、津波により旧北上川沿

川の家屋は流され浸水被害も甚大であった。数

十年から百数十年に一度の津波は防御するとい

う中央防災会議の方針に従い、海岸堤防が計画

され、それに合わせる形で津波・高潮が遡上す

る河川堤防の高さも決められていった。大きな被

害を受けてもなお無堤の石巻であるべきなのか、

これを機に堤防により治水安全性を高めるのか。

長年かけて見出された二律背反の帰結は再び揺

るがされることとなった。水辺の魅力を基盤にま

ちづくりを進めてきた市民は、堤防の高さを実感

しながら議論できるよう、川沿いの遊休地に自ら

足場を組んで計画された複数の高さを示しなが

ら、未来の石巻のあり方と真剣に向き合ってい

た。堤防に対して、賛成・反対と市民が二分され

てしまっては、復興が停滞する。つまり、二律背

反を解消するような、二兎を追って二兎を得る堤

防事業が必須であった。街と川が一体化するよ

うな堤防のデザイン。堤防があるからこそ、街の

魅力が増すような堤防。そんな宿命を背負ったプ

ロジェクトであった。この事業に携わった全員で

追えるだけ安全性と魅力という二兎を徹底的に

追った。本当に、二兎を追う選択肢は正しかっ

たのか。川と街が直結しているという石巻の歴史

的な個性という未来の芽を摘んでしまったのでは

ないのか。いや、安全性が高まることこそが未来

を育てる可能性もあるのではないか。その評価

は歴史に委ねるほかはない。
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風景の布石としての
堤防デザイン ―佐々木葉 (早稲田大学)



08石巻かわまちづくりデザインノート

　葛藤と不安をはらみながらも堤防を作る決断は

なされた。そこからの仕事は、この思いを頭の片

隅におきながら、やり切って行く。水辺に対して

暴力的なほどのサイズをもったリアルなものをどの

ようにおさめていくか。新たにできるものがまち、

ひと、かわにとってどのような価値を生み出し得

るか。水際の鋼矢板の化粧という程度に捉えら

れていた景観配慮を堤防本体のデザインへと一

新し、その方針を「川湊の風景づくりの精神を受

け継ぎ、まちの基盤となる原地形や原風景と調

和した自然なデザイン（アースデザイン）として取

り組む」と、早期に素直に定めた。それを具体

化するためのチームと検討プロセスが粘り強く持

続した。数えあげられたかわまちづくり検討会や

地区別ワーキングの向こうにある数倍の議論が、

最終的な形の完成度につながった。

　新たに堤防を作るとはいえ、それはすでに存

在する場所に挿入される。特に拠点地区とされる

場所の声に丁寧に習うことで新しい堤防の形を

導き出した。水際の構造物は新設だが、その線

はすでにあった川に導かれた部分も多い。すで

にある形を尊重し、坂路のように必要なものを手

がかりに、法面の勾配や線形を微調整していく

手間を重ねた。水際の捨て石やブロックの施工

の微妙な調整、時とともに少しずつ変化し、生き

物が育つ様子などにも、大地の一部としてのデザ

インが見られる。あわせて人の手に、足に、目

に触れる部分の素材とおさまりは格別に丁寧な

仕事がなされた。その成果は、これらの造形を

意識しないまま、人々が自然と歩き、腰を降ろし、

風景を楽しむことを可能にした。

　無堤の川湊の風景は失われた。新たに生まれ

た堤防は、やはり暴力的だと思う。特に河口に

近い区間やまちから視線を遮る壁として見るとき

に。その一方で、これまで誰も体験することがな

かった、地上約 5mを連続的に歩き、わがまち

の姿を眺めることを可能にした。新しい石巻の風

景の誕生である。それがこれからどのように育ち、

人々の原風景になっていくのか。その布石として

この堤防のデザインはある。
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本書で扱うことば

川表・川裏 (かわおもて・かわうら)
堤防の天端をはさんで川側を川表、街側を川裏と呼
ぶ。

捨石 (すていし)
洗堀の防止や水勢を削ぐことを目的として、主に水
際に投入される石。

鋼矢板 (こうやいた)
護岸や堤防をつくるために、地盤に打ち込んで壁を
構築する際に用いる大型の鋼。水圧や土圧に耐え、
土砂や水の流出入を防ぐ。

アースデザイン
「大地のデザイン」という意味。土を盛ったり、削っ
たりして造形をすること、また「大地の一部として造
形を考えること」。

摺り付け(すりつけ)
段差や急な屈折を解消するために、一定の長さで緩
やかに変化させること。また、その部分。

袖擁壁 (そでようへき)
盛土の土圧に耐える壁状の築造物のこと。

右岸・左岸 (うがん・さがん)
河川が流れる方向 (上流から下流 )に向かって見た
ときに、右側を右岸、左側を左岸と呼ぶ。

笠コンクリート(かさコンクリート)
通称「笠コン」。矢板の設置後に上部に取り付けられ
るコンクリートのこと。

操作室・扉室 (そうさしつ・ひしつ)
樋門ゲートの開閉を担う機械室を樋門操作室、樋門
のゲートが設置されている部分を扉室と呼ぶ。

四阿 (あずまや)
休憩や眺望の目的で使用される、壁のない小屋のこ
と。特に北上川かわまちづくりでは、中央地区に設
置されている 2基について用いる。

袖の渡し (そでのわたし)
義経が奥州下向の際に船賃の代わりに、片袖をち
ぎったことに由来すると言われる。歌枕などに登場
する船の渡し場。

小口止め (こぐちどめ)　　
擁壁の両端が浸食されてしまうのを防ぐために、コ
ンクリートなどで法面の端部等に設置される横断方
向に仕切った構造物のこと。

間知積み (けんちづみ)
石垣や擁壁に古くから用いられる石の積み方の一種
で、四角錐に切り出した石材の四角形の面を表にし
て、背後にはコンクリートなどを詰め込む。

石巻南浜津波復興祈念公園
南浜・門脇地区に整備された、国営追悼・祈念施
設を含む復興祈念公園。

笠石 (かさいし)
石積やコンクリートの上部に載せる石のこと。北上
川かわまちづくりでは、主に井内石を笠石として用い
ている。

お焚き上げ・どんと祭
故人の思い出の品等を供養した後、焼いて天に還す
儀式。正月に使用した品を、焼く儀式をどんと焼き
と言い、石巻では 1月 7日にどんと祭が催される。

井内石 (いないいし)
石巻で産出され、全国で墓碑などに用いられる。黒
くどっしりとした重厚感と、白い筋が特徴の粘板岩。

男鹿石 (おがいし)
秋田県男鹿市で産出される安山岩。固く熱に強い性
質をもち、岩肌の荒々しさと安山岩の柔和な表情が
特徴。
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堤防
河川の氾濫や津波から街を守るために、計画高水
位に対して必要な高さと断面を有し、さらに必要に
応じて護岸等を施したもの。

法肩・法尻 (のりかた・のりじり)
法面の頂点の部分を法肩、一番下の部分を法尻と
呼ぶ。地盤に土を盛り上げた場合、盛土と地盤の接
合部にできる折れ曲がりが法尻となる。

堤内地・堤外地 (ていないち・ていがいち)
堤防によって守られている住居や農地のある側を堤
内地、川が流れており、堤防によって挟まれている
側を堤外地と呼ぶ。

坂路 (はんろ)
堤防の天端や小段を道路として兼用する場合に、堤
防に接して設けられる坂道のこと。

天端 (てんば)
堤防の一番高いところを指す。天端の幅は、計画高
水流量及び高水位に応じて、その最低基準を決定
する。

樋門・樋管 (ひもん・ひかん)
堤防の中にコンクリートの管を通して、排水用の水
路とし、増水時には堤内地へ水が逆流しないように
ゲートがついたもの。

陸閘 (りっこう・りくこう)
通常時は通行が可能なように、堤防を切ってあり、
増水時にはゲートによって締め切ることで暫時的に
堤防の役割を果たす門のこと。

法面 (のりめん)
堤防の斜面の部分。川表側を特に表法、川裏側を
裏法と呼び、原則として 2割勾配よりも緩くし、一
枚のりの台形断面とする。

水辺テラス
堤防前面と水際の間にあり、歩行などに用いられる
一定の平場。

二線堤 (にせんてい)
海岸堤防の背後の堤内地に築造される堤防のこと。
石巻市では約 4.5mの堤防を防災緑地として整備し
ている。

パーゴラ
屋根部が格子等で出来ており、中のベンチで休むこ
とのできる建造物。北上川かわまちづくりでは、木
質の格子による統一のデザインを定めている。

ボラード
船を係船したり、侵入を防ぐことを目的として水際に
設置されているテラスから突き出した杭のこと。

参考：設計要領 (河川編 )、国土交通省、2018/ゼロから学ぶ土木の基本 景観とデザイン、内山久雄ほか、2015/井内石ものがたり、石巻市牡鹿稲井商工会 稲井支所 井内石プロジェクト
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11 石巻かわまちづくりデザインノート

南浜地区
南浜・門脇二、三丁目

右岸河口部はかつて湿地が広がる地域で、市街化後もしばらくの間は桑畑や湿地が
残り、雲雀野海岸は海水浴場としても賑わっていました。近年は文化と医療の街と
して、多くの人が行き交っていましたが、震災では甚大な被害を受け、祈りと伝承の
場として石巻南浜津波復興祈念公園と、河岸には、マリンスポーツの拠点としても
利用される南浜マリーナが整備されました。堤防整備にあたっては、祈念公園やマ
リーナとの関係を意識しながら、日和大橋や海岸堤防の強い直線と呼応するような
堤防線形にすることで、港湾らしい風景の創出を目指しました。

1

南浜地区上流部　断面3

海岸堤防接合部　断面

南浜陸閘部　断面2

1

2 3
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法面の鈍角部分には船を見渡せるステップを設けた

旧北上川の玄関としての大らかな風景右岸河口部

河川堤防と防潮堤が接続する

突端部の裏法を緑化し広場に

祈念公園との舗装の連携
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堤防法尻の高低差は
河川堤防側で擦り付け

日和大橋の線に
合わせた直線

擦り付け曲線を
挿入しない屈折

直角に接合する河川・
海岸堤防

日和大橋

南浜マリーナでの船の
発着や川を望めるステップ

河川堤防 (3割勾配 )

港湾堤防 (2割勾配 )

石巻南浜津波復興祈念公園

脱色アスファルト舗装とし
祈念公園園路との統一感を出す

5000

マリーナの用地を活用し
歩行空間を創出

河川を印象的に眺めら
れるよう広場空間を整備

日和大橋や海岸堤防の強い直線のラインを基調とした港湾らしい風景を生み出すために、直角に近い強い折れ曲がりで堤防を構成しました。また、石巻南
浜津波復興祈念公園や石巻市南浜マリーナとの調和を図るために天端空間での広場スペースの整備や、河川を眺めるための居場所の創出を行いました。

恩寵燈
石巻港水難者供養塔

堤防裏法を緑化することで
景観的な一体感を生み出す

1350× 2段

H397× 3段T.P.+1.500m

750

T.P.+1.400m

1:3.0

T.P.7.2m

堤防としての印象を
弱めるため法面緑化
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緊急時に災害からまちを守る南浜陸閘

南浜マリーナ陸閘と操作室
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雨や風によって堤防が傷つかないよう傾斜
船から見上げた時に角が見えないようにした

周辺のコンクリートから
浮かないよう光沢を抑えた仕上げ

非塗装 (ステンレス製 )

純径間 12000

46
00

除雪カバー

酸洗い処理
サンダー処理 +酸洗い処理

操作室

アクセントとなる
青みをつけた色彩 (5PB3/2)

陸閘は横引きのゲート方式を採用しています。河口から1km圏の堤防川表はブロック仕上げのため、全体として無機質な空間になることから、マリーナの目
印となる操作室建屋やゲートに変化を持たせました。操作室の色彩は、旧北上川の井内石に映りこんだかわまちカラーの青をアクセントとしています。

CCTV



12000
12650

2500

46
00

71
80

5180

機械操作室

監視室

上下架施設

斜路式船揚場

泊地　-3.787m

浮消波堤

44000

39000

明示用ブイ
40

00
0

16石巻かわまちづくりデザインノート

南浜陸閘平面図 S=1:300

南浜陸閘立面図 S=1:300

操作室躯体の色彩

南浜マリーナ施設配置図　S=1:2500

石巻市南浜マリーナは小型船舶の係留施設兼海洋性レクリエーション施設として、2021年 8月より利用を開
始しています。東日本大震災時に不法係留されていた多くの船が市街地における被害を拡大したことから、市
の合併特例債を用いて整備が進められ、陸上に 130隻、水上に 30隻の係留が可能である区画と、舟を揚げ
るための上下架クレーンが整備されました。河口から1km区間の堤外地はコンクリート護岸ブロックで無機質
になるため、陸閘の操作室は樋門の操作室とは異なり、アクセントカラーとなる 5PB3/2にしました（国施工）。
この色味は井内石が旧北上川の光を受けて放つ色味です。また、ゲート上部の手摺のトップレール（国施工）や、
堤内地にあるマリーナの管理棟（市施工）も同様の色彩にし、マリーナ周辺で一体的な色彩としました。

南浜陸閘操作室
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17 石巻かわまちづくりデザインノート

旧北上川と平行に本町から続く中町（仲町）と、アイトピア通り（大町、裏町）、寿町
（裏町裏）の三本の通りとそれに交わる広小路・橋通り、それに続く横町・立町など
を中心に多くの商店が軒を連ね、古くから行政と商業の中心として栄えていました。
地区の再開発を踏まえて、賑わいの新たな拠点としてのまちづくりと一体になった良
好な水辺空間の創出を行っています。堤防天端空間においては、川沿いに整備され
た建築物との一体的な空間整備を行うことで、まちと天端プロムナードを緩やかに
結びつけました。

中央地区
中 央・ 門 脇 一 丁 目

4 住宅前　断面

かわべい前　断面石巻元気いちば前　断面6 7

交通広場前　断面5

4
5

6
7
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川とともにある日常を支える中央住宅前広場

様々な活動を誘導する復興住宅及び分譲マンション前の広場



19 石巻かわまちづくりデザインノート

中央第三復興住宅

ハナミズキ (落葉・中木 )
h=4.5m

シンプルな照明柱

ミディアムグレーを主とした
コンクリート平板による舗装

アクセントとなる井内石のボーダー

排水側溝

座りやすさを重視し
木材の座面とした

300× 300

復興住宅や分譲住宅、2階にはデイサービスと離島への定期航路発着場があります。住宅棟からの連続性や温もりを感じられる天然木のデッキ、川を見な
がら、奥まったところで過ごすことのできる様々な形状のベンチを中心にデザインしています。広場には四季折々の植栽を選定しました。

水勾配

分譲住宅

ソヨゴ

オオシマザクラ

場所によってパタンが変化する
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堤防プロムナード空間 かつての広小路の軸を意識した川表階段

川とまちがつながる

新しいかわみなとの風景をつくる中央交通広場前

横に並んでゆったりと過ごせる四阿
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袖擁壁裏は将来的な
植栽スペースとしての利用も

470× 4 段 1209
470× 3段

460×11段

下流側に階段を広げ人の流れを
下流へ誘う

天端プロムナードと水辺テラスを
結びつけるメイン階段

現場打ちコンクリート

10500

転落防止を兼ねた
ウォールベンチ

ブロックのスリットの向きを
変化させたことで陽の当たり方で
表情が変化

交通広場

いしのまき元気いちば

天端プロムナード

広小路、内海橋の袂までは、古くから石巻の行政と商業の中心地です。新たに造られたバスや乗用車の駐車場や、川裏に整備されたバスターミナルから、
テラス空間までを連続的に結びつけました。天端プロムナードの舗装には平板ブロックを用い、日の当たり方で表情に変化が生まれるデザインとしています。

広小路

民間商業施設

7200

5000

11008

2000

1800

川や船を見下げ、将来的に成長
する植栽を見上げる方向性をつくる 発生材の井内石

10
50

0

ソヨゴ・カンツバキ

11000
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建築と堤防の一体的整備元気いちば前

元気いちばからスムーズに天端へ繋がる 長い机のある川と向かい合う四阿

中央地区上流側の坂路広場と堤防をつなぐ階段
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要石 H=450

いしのまき水辺の緑のプロムナード計画において、建物と堤防の一体化が検討されていたことを受けて、堤防天端空間と建築の一体的整備によって川とまち
を積極的に結びつけ、新たな賑わいの拠点を創出しています。イベント時も含め多目的に使用される機能的な空間づくりを目指しました。

5000

13000

大きなテーブルとし、複数の
グループで使用可能にする

一つのテーブルに明るい
場所、暗い場所をつくる

まち側から軒下空間の
活動が見える

10000

1800

1400

2400

3700

盛土抑えのための
コンクリート壁

旧北上川の暫定復旧の際に
使用された L 型擁壁を再利用した

可動式ベンチ・テーブル

元気いちば 2階テラスから
直接堤防天端へ降りることができる

下端部はテラス幅確保のため
法留に沿う形の線形とした

現場打ちコンクリート縁石

120

350

新内海橋の下を通り
上流へ向かう坂路
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川へのまなざしと賑わいの仕掛け水辺テラス

石積テラスに腰をかけて川を眺める
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張芝

間知石 (野面 )

基礎コンクリート

裏込め材

胴込めコンクリート

460 312

350
300

43
0

30
0約

39
0

77
0

1:6.0前後

2.0%
150

1.
0

0.3

T.P.+1.800m

T.P.+1.400m

20
00

1600

T.P.+1.000m

250

700

ジベル筋 D3

鋼管抗切断

6割程度の緩勾配とし、
腰を下して休めるように

法留の腰石積は高さに
変化を持たせた

10m毎の目地に現地発生材の
井内石の嵌め込み

港湾区域であることから
矢板前面の捨石修景ではなく
水辺テラス岸壁型の形状

係船柱 (5PB3/1)

80
0

ボラード間隔は笠コンクリート
の間隔に合わせて 2.36m

井内石で設えた腰石積によって生まれる 6割勾配の座りやすい法面によって、寛ぎながら川を眺めることのできる空間を整備しました。テラスからは石巻の
ランドマークでもある萬画館や船が見渡せ、川湊らしい新しい水辺の風景を創出しています。



Φ110

Φ180
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ポール (アルミ製・非塗装 )

PF-22

500 100

350 150

250

41
5

11
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30
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50

照明灯 LED17W

接着系あと施工アンカー

溶接金網Φ 6×150×150

再生クラッシャーラン基礎

500

50
0

照明灯基礎

足掛金物

笠コンクリート(鋼矢板Ⅱw用 )
係船柱

防舷材足掛金物防舷材

係船柱

プレキャスト笠コンクリート (鋼矢板Φ1000)

1600
1420 180

257 1136 207

2150

550
350 200

17
50

25
0

15
0

ジベル筋 D13
L=408 n=6

ガイド筋 D13
L=380 n=10

1200575 575

500
800

850
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水辺の安全性の観点から港湾
管理者との調整を行い、船舶
の停泊に必要な係船柱の位置
を設定し、それ以外の区間に
おいては、ボラードを設置して
います。また、間隔は笠コンク
リートの間隔に併せて 2.36m
としました。笠コンクリートは
角を面取りすることで対岸から
見たときに、影が隙間に落ち、
コンクリートの塊に適度な分節
を生み出しています。夜間利用
にも配慮した照明デザインと併
せて整備することで新しい夜
景を生み出しています。

笠コンクリート断面図 S=1:50

笠コンクリート配置図

アプローチ灯平面図 S=1:30

アプローチ灯立面図 S=1:30

ボラード照明柱立面図 S=1:15笠コンクリート正面図 S=1:50

照明点灯時の様子 天端プロムナードを照らす照明
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27 石巻かわまちづくりデザインノート

石巻の名前の由来とも言われる「巻石」と雄島や、平安中期には既に記載があり、
遥か昔から川を見守ってきた大島神社といった地域資源を活かした空間を整備しま
した。大島神社の堤防については、境内空間を確保することから 3割勾配の仮想
堤防断面を内包する形で護岸を整備し、中央部には参道的な階段を組み込み、夏
至の陽の上る方向に合わせるなどの工夫を行っています。新たに生まれた神社前の空
間は見晴らしの良い公園として生まれ変わります。

大島神社前
住 吉 ・ 大 橋

8

浮桟橋区間　断面 雄島前　断面9

大島神社前　断面

10

8

9
10
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震災を耐えた巡視船の船着き場浮桟橋テラス

浮桟橋と新たな護岸 神社から下流に歩くと現れる震災を耐えた船着き場

大島神社下流コーナー部階段下の踊り場部分
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現況の景
観保全の

ため法勾
配 2割

補強矢板新設区間 (浮き橋背後 )

既存矢板存置区間 (約 95m)

既存石積護岸存置区間 (約 125m)

自然石による修景

震災にも耐え、活用可能な浮桟橋を存置することで、既存護岸を残しながら大島神社へと印象を繋ぐ空間整備を行いました。テラス高を周囲より高くするこ
とで通路幅の拡張を可能とし、テラス空間の上下流の動線を確保しました。

法留を兼ねた
井内石で設えたベンチ

T.P.+1.500m

T.P.+1.200m

土留、修景、アク
セントの覆土

T.P.+0.200m
階段状の調整コンクリートで
テラス高、幅を確保

T.P.+4.500m

護岸基礎高は既存
笠コンクリートとする

通路 +コーピング天端

500

450

埋め込みをまばらにし
芝生との境界をぼかす

袖石積の基礎コンクリート
の埋め戻し

T.P.+1.500m

震災に耐えた浮桟橋



30石巻かわまちづくりデザインノート

大島神社と手前の雄島。奥にはお焚き上げの様子も

歴史の舞台を石積で設える大島神社の石積



31 石巻かわまちづくりデザインノート

石巻の名前の由来とも
言われる「巻石」

雄島

3200

T.P.+1.200m

715

笠石には井内石を用いる
(130×130×130)

男鹿石を間知石積みする
ことで均一でない豊かな表情

矢板の打ち込みは行わず、
既存の石積護岸をそのまま活用した

井内石のボーダーにより
引き締まった印象に

既設重力式擁壁を一部カットし活用

大島神社

角部における算木積み
夏至の日に日が昇る方向に
参道的な階段工を整備

お焚き上げの様子

堤防天端に大島神社と境内を移設し、川に向かって参道を設ける空間整備を実施しています。テラスの石積は既存石積を存置しつつ、天端に境内空間を確
保するため男鹿石と井内石を用いて、擁壁を設置し鐘楼や鳥居、トイレやイベント時の駐車場を確保しました。

鐘楼
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鳥居基礎

テラスの表面仕上げの差だけを
際立たせるステンレス目地

32石巻かわまちづくりデザインノート

大島神社前石積み断面図 S=1:60

大島神社階段工平面図 S=1:200

大島神社階段工断面図 S=1:200

階段工小口止め S=1:80

通常笠石は大きめのものが使われますが、本現場では異なる石を使うこと、石の色味が異なること、下から見上
げた時の不安感を減少させることを鑑み、井内石の特性を活かした形状で採用しています。また、男鹿石の石積
の施工にあたり、本石積みでは目地周りも石に添わせるようにジグザグに配置することで、目地周りが目立たない
ように配慮されています。

神社前の石積護岸の表情 石積施工時の様子

笠石の収まり

階段工施工時の様子



計画高水位 T.P.+2.339m

6548 14501 6000 14390 1648

T.P.+2.400m
T.P.+1.256m

T.P.+4.944m

19312 9900 6000 9952
10449 6504 12259

朔望平均満潮位 T.P.+0.733m

計画高水位 T.P.+2.318m

T.P.+5.950m

T.P.+1.300m

6000 10779

1500
2~300

飛び石
PCブロック

計画高水位 T.P.+2.302m

4933

9290

33 石巻かわまちづくりデザインノート

江戸時代には川から運ばれてきた米を保管する蔵があり、川湊石巻を支えていまし
た。今も残る「かわど」などの古くからの資源を生かしつつ、自然学習の場としても
活用できるような干潟の整備を行っています。干潟空間では、近隣の児童にとっての
野外学習の場として広く活用されることを想定し、検討段階から住吉小学校の児童
を対象にワークショップも開催しながら意見を取り入れました。

住吉上流部
住 吉 ・ 大 橋

11

飛び石区間　断面 干潟テラス前　断面12

上流樋門扉室前　断面

13

11
12 13



34石巻かわまちづくりデザインノート

河岸を歩く体験を豊かにする飛び石ステップ

大型 PC ブロックの一様でない配置がリズムを生み出す



35 石巻かわまちづくりデザインノート

水辺空間のテラスとは異なる関係性を創出するため、修景捨石の上に歩行が可能な大型 PCブロックを飛び石状に配置し、単調になりがちな堤防の直線区
間にリズム感のあるテラス空間を創出しました。飛び石の配置に当たっては、ブロックの設置高さや平面配置に変化を持たせ、自然な印象にしています。

T.P.+1.200m

T.P.+0.800mを基準に± 0.1m

1450

380程度を捨石に埋め込むことで
安定性を高める

できるだけ水面に近づけることで
飛び石としての役割を伝える

580

人工物としての印象を和らげるため
平面線形にも変化を持たせる

堤防造成前の見学会の様子



36石巻かわまちづくりデザインノート

安心して学べる水辺をつくる住吉干潟空間

干潟空間と住吉小学校

干潟へ向かう親水テラス

整備された干潟。これから少しずつ育っていく

ブロックの間隔が広いところには大き目の捨石を配置



37 石巻かわまちづくりデザインノート

専門家の意見も取り入れながら、近隣の子供たちが親しめる干潟空間の創出を行いました。今後は地元小学校などの総合学習の時間などを通して、旧北上
川で自生しているヨシの移植や、干潟の植物、生物観察の場としての活用が期待されます。

T.P.+1.200m

ヤシマット

ヤシロール

T.P.-0.800m

鋼矢板
L=11.0m

干潟テラス部
の男鹿石積

吸出防止材
岩ズリ

砂泥質

56m15.6m

15.6m

住吉小学校

男鹿石積ブロック

飛び石ブロックの終点部は
2～ 3個セットで配置

T.P.+1.200m
150

140× 4

ブロックの間隔が広い部分は
大きめの井内石を配置

飛び石の配置は干潟との連続性を意識
し、ブロック間の間隔を抑えた
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法留石野面 (左写真 )

1:
4.

21:
2.

9

1:
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5

小型の駒留ブロックを配置

街側からのアクセスを高めるために
川表側には手すりを設置

38石巻かわまちづくりデザインノート

干潟テラス平面図 S=1:700

住吉法留部　断面図 S=1:70

干潟テラス石積断面図 S=1:50

子どもたちの利用する親水空間を主体として周辺を整えています。法面の覆土ブロックの基礎とは別に法留石を
川側に設置し、法尻部の緩勾配化（1:3→ 1:10）を図ることで、子どもが遊ぶ際や走り回りやすくする事、また
それを親が見守る際に座りやすい場所をつくることを念頭におきました。飛び石ブロックから緩やかな干潟テラ
スへの接続においては、旧北上川の雄大さを失わないように、おおらかな段々テラスとしています。

住吉法留部　平面図 S=1:500住吉終点部階段工、自然石との取り合い

男鹿石の法面抑え



石巻かわみなと大橋
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L 型擁壁

39 石巻かわまちづくりデザインノート

江戸時代は、米蔵があるなど、物流の重要拠点であり、明治以降には魚市場が整
備され、また造船所もありました。生活空間・産業空間に隣接する地域であること
から、堤防のアースデザインを積極的に展開し、暮らしに密着した散策・憩いの場と
してかわまち空間の創出を目指しています。また、国と市の協議の結果、二線堤接
合部に乗り越え道路が計画されたため、堤防天端上に拠点となる広場の整備、水
辺には形の異なるテラスを整備しました。

左岸河口部
川 口 ・ 湊

14

親水テラス部　断面 二線堤接合部　断面16

石巻かわみなと大橋袂　断面

15

1415

16



40石巻かわまちづくりデザインノート

潮の満ち引きと呼応する憩いの場づくり川口親水テラス

形の異なる親水テラスの様子



水位の変化によって様々な表情に変化
座る・遊ぶなどの多様な使い方ができる

湊直流放流樋管かつての鍵型の水際のイメージを踏襲
広がり感のあるテラスとした

41 石巻かわまちづくりデザインノート

堤内地には工場などの産業用地が広がっているため、働いている方や、釣り人の利用を想定した親水テラスを整備することで、大らかな堤防の中でのアクセ
ントとしました。また、樋管の計画に伴って矢板の切り下げが必要であったことからテラス整備と併せて矢板線形の検討も実施しています。

アイストップとしての植栽

T.P.+0.1m

T.P.+1.3m

T.P.+0.425m

T.P.+1.2m

テラス高 T.P.+1.400m

14.7m



42石巻かわまちづくりデザインノート

余白を編集し水辺への視線を誘導する二線堤接合部

二線堤との接合部俯瞰

テラスから天端方向を見上げる

特徴的な形状の親水テラス

川表階段のすぐ隣に整備されたコンクリートベンチ



43 石巻かわまちづくりデザインノート

T.P.+1.400m
400

400
200

250

縁部の洗い出し仕上げ

水面越しエリアの島状テラス

修景捨石

二線
堤

親水テラス

市が地域の人々の声に
応えてトイレを整備

8%勾配

坂路からの
アイストップとなる植栽

川表階段

パーゴラ

照明柱

拠点性を示すために
小高い丘を整備

二線堤の接合部の天端空間においては、防災緑地と一体になった広場を創出しました。多様な活用に応えるために、広場へ向かう斜面にはやや勾配をつけ、
ランドマークとなる築山の位置にも配慮し、一定の平場を確保しました。川側には休めるベンチや親水テラスの整備を行いました。

川表階段の袖には
腰をかけられる法尻ベンチを設けた
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支柱
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目隠しルーバー
70× 40

親水テラス

川表階段

二線堤

トイレ

パーゴラ

駐車場から直接堤防に
上がれる通路の設置

パーゴラに腰をかけた様子

築山

44石巻かわまちづくりデザインノート

パーゴラ/ ベンチ平面図 S=1:80

パーゴラ/ ベンチ立面図 S=1:80 パーゴラ/ ベンチ側面図 S=1:80

基礎伏せ図 S=1:80

A 部（梁・桁連結部）詳細図 S=1:15

B-B' 断面矢視図 S=1:15

二線堤接合部施設配置図

パーゴラは親水テラスを利用する人を上から見守ることを念頭
におき配置しています。形は全地区共通ですが、極力繊細に
見えるよう側面側にもルーバーを設置し、木質化しています。
また、近接して配置した照明の発電用ソーラーパネルをパーゴ
ラのルーバーの上部に設置することで目立ちにくくし、照明柱
としてもシンプルな形で建柱しています。
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45 石巻かわまちづくりデザインノート

住居や事業所が立ち並び、内海橋や牧山トンネルが通う交通と人の要衝でした。震
災後は、内海橋や新東内海橋が新たに架け替えられ、ますます人の往来が盛んに
なることが期待されます。市の中心部に近いこともあり、テラス空間を整備することで、
花火大会や孫兵衛船競漕の観覧の場所として、また、ボート・カヌー等の接岸に配
慮したデザインによって水面利用に配慮したかわまち空間の創出を目指しました。特
に不動・八幡地区は、古い写真からも確認できるように、変化に富んだ水際線を有
していたため、矢板もこれに倣ってのびやかで変化のある自然な線形となりました。

左岸テラス
不 動 ・ 八 幡

17

不動沢付近　断面袖の渡しテラス部　断面18

親水テラス部　断面

19

1817

19



46石巻かわまちづくりデザインノート

地域での多様な活動に応える工夫河岸テラス

袖の渡しテラスから対岸の神社を見る

新内海橋からテラスを見る

袖の渡しテラス

井内石の平板で設えたベンチ



橋から見たときに、水辺に近づきたいと
思わせるような伸びやかなデザインとした

かつての水際線の入り組みに応じた
線形での矢板打設を行った

折れ曲がり部の笠コンクリートには
捨石を被せることで自然な印象にしている

一人で、複数人で、多様な組み合わせで
座れるように井内石平板の枚数を変化させた

立ち上がる際に手をかけられるよう
井内石平板が張り出している

47 石巻かわまちづくりデザインノート

対岸の大島神社と合わせてかつての
袖の渡し場を想起させる空間とした

左岸では、灯篭流しや花火大会の際の観覧、カヌーの乗り降りなどの川を舞台とした多様な活動に応えるために、様々な形状の水辺テラスを整備しました。
また、かつて袖の渡し場であったことから対岸の大島神社との関係性を意識した整備を行っています。

T.P.+1.200m

T.P.+0.850m

灯篭流し等に用いるため、最下段に
広いスペースを確保した

花火等のイベント観覧時に腰を
かけられる法尻部のブロック
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安全対策として笠コンの上に
捨石をのせる h=30cm

A

安全対策のための異なる仕上げのコンクリート

48石巻かわまちづくりデザインノート

左岸テラス平面図 S=1:400

袖の渡しテラス平面図 S=1:400

左岸テラス断面図 S=1:150

A 部 段鼻の安全対策

袖の渡しテラス断面図 S=1:150

左岸テラスは橋の上から見たときに、水面に近づきたいと思わせるような、伸びやかな線形を活かした大らかなデ
ザインとしました。川の干満でテラスに堆積する土砂の吐き出しを考えて小口を広く取っています。また、水辺テラ
スは、水に濡れた後も歩行者が足を滑らせないように、刷毛引き仕上げとしているほか、親水テラスの段鼻は、安
全対策として、コンクリートの洗い出し仕上げとしました。地域の声を伺いながら、カヌーの乗り降りや、花火大会
の観覧のために腰をかける、など様々な活動に対応できるよう、複数の種類の親水テラスを整備しています。



計画高水位 T.P.+2.479m

道路区域 河川区域

3056 8513 501

5390

T.P.+2.160m
T.P.+1.700m

井内石テラス

6000

300 3500 8500 928

5413

8839

10492 10126 6000 6978 8722

計画高水位 T.P.+2.563m

T.P.+4.620m
T.P.+1.800m

9500

計画高水位 T.P.+2.518m
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昔から石材業が盛んで、近くの山から切り出される粘板岩は、石碑に加工しやすく、
北上川流域、仙台湾岸には鎌倉時代から室町時代までの井内石でつくられた板碑
と呼ばれる石製塔婆が残っています。現在の河畔や石積護岸の風景を保全し、一
部区間を既存石積護岸を活用した山付き堤防にするなど、石の雰囲気を活かした空
間の創出を目指しました。また、水辺空間に沿って付け替え整備される県道との関
係を踏まえて、堤防天端やテラス空間の動線に関わる計画を中心に見直しています。

稲 井 地 区
藤 巻 ・ 稲 井

稲井第二樋門前　断面井内石テラス終点部　断面21 22

20 山付き堤防区間　断面

20

21

22
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今までの護岸と新しい堤防、道路が一体となる山付き堤防

山付き堤防と水辺テラスの取り合い
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この地区の多くは水衝部であることから水深が深く、矢板の新設が困難であったため、一部を既存石積の風景を保全するための山付き堤防としました。こ
れにより、既存の石積が残る風景の保全と、新たな整備スペースの確保が可能となりました。

河畔の形状を生かして、法尻部を緩やかにした

山付き護岸区間 L=160m

県
道
石
巻
雄
勝
線

道路と堤防天端の間を盛土し、
広場スペースを創出

法尻部に一段高い井内石のテラスを整備
区画道路と川表階段を
つなぐ横断歩道を設置

既存かわど
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地域の素材の良さを最大限活かす井内石テラス

既存護岸を活用したテラス

法尻の切り替え地点での井内石の収まり

川を眺められる一段高いテラス

階段前の踏石



新設の護岸 (修景捨石 )

かわどの存置

旧県道をテラスとして使用するにあたり、
箱型基礎を積極的に保存した

井内石を用いた旧護岸
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背後の牧山から産出される地元の石材である井内石を用いて、法尻部に腰石積を作り一段高いテラスを整備しました。腰石積については、地元の井内石材
工商組合と協力し、地区の個性を生かした端正な印象としました。

井内石の置き石をアクセントとして敷設

300

480

706枚の井内石をテラスに
用いている

20

踏み石として大きめの
井内石を敷設

20

50

直線部

曲線
部

800 480600

527

300

480
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文化活動をつなぐお焚き上げ空間

お焚き上げ用のテラス空間
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堤防整備の影響で、これまで使用していたどんと祭お焚き上げの場所が消滅してしまうことから、その活動場所を確保してほしいとの声を受け、テラス空間
の一部に耐火コンクリート仕上げのお焚き上げスペースを整備しています。

4m

5m

井内石平板による縁取り 耐火コンクリート仕上げ

三方を囲むことを想定する

笠コンクリートへの熱の影響
を避けると共に落下を防止する
ため 2m以上離す

樋門扉室
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構造物を周囲の景観と調和させる井内第二樋門周り

第二樋門周り俯瞰

女川と石巻を繋ぐ石巻線

扉室の唐突感を和らげるデザイン

樋門の高さを抑えた他、テラス幅を確保した
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水辺プロムナードの左岸上流部となるこのエリアは、テラスと天端の管理用通路と堤内道路の交差部となるため、それぞれの機能を整理し一つの場にしてい
ます。例えば、堤内の区画道路からテラスへ直接移動できるように管理用階段の位置を調整しました。

緊急車両が通れる幅 (W=5.0m)を確保

扉室の高さを抑えた

直線的な線形で摺り付けることで
違和感を軽減

1mの引き込み

二段の折れ線で構成

石巻線高架への影響がないように
工事には配慮を重ねた

元々下流側にも設置が検討されていた
管理用階段が一つに集約

川表の石碑群広場を存置



コンクリート打ちっ放しの上
浸透性吸水防止材塗装

パネル板
1100× 800

ベンチ
合成木材

アルミ製疵

化粧目地 15×15

窓ガラス t4

400

出隅面取り

コンクリート打ちっ放しの上
浸透性吸水防止材塗装
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樋門操作室外観

樋門扉室外観
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樋門操作室立面図 

樋門扉室立面図 S=1:150

ベンチ詳細図 S=1:50

操作室の形状は全地区共通ですが、表面の仕上げはそれぞれ
の地区でいくつかの種類を設けて設置しています。人が近くを
多く通るであろう場所は、コンクリート打設の際に表面に凸凹
が生まれるようにし、遠目から見た際に肌理ができるようにし
ました。また、窓の形状に合わせてスリットを入れ、四角い箱
にリズム感が生まれるように意図しています。扉室の大きささは
極力全体として小さくなるようにしています。特に、扉室の見え
ている部分については川に向かって不要な部分をなくし、勾配
をつけることで、横から見た際の形が、四角形ではなく台形に
見えるようにしました。また、高さを抑える事で圧迫感を減らし、
また法面との比高をなくすことで、転落の事前予防対策を行っ
ています。本来堤外側は扉室周りは条件護岸が露出している
場合が多いですが、井内第二樋門周りでは堤防線形上扉室が
突出してしまう形になってしまうことから、斜路から降りてくる
車が扉室の突出に自然と気づくようにするため、周囲の法面を
緩やかにすることでテラス部に突き出すように配置された扉室
が法面の一部に組み込まれた印象にしています。
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かわまち空間の
これからに向けて

　2011年 3月11日の東日本大震災で石巻市は地震・津波により
甚大な被害を受けました。国と石巻市は、新たな堤防整備による
安全・安心の確保を行うとともに、復興まちづくり計画と連携する
ことで、市民や観光客が賑わい集い交流できる水辺空間の創出を
図る「かわまちづくり」に取り組んできました。中央地区では、中
心市街地の活性化に向けた起爆剤として、この水辺空間を活用し
た数多くのイベントなどを行ってきました。これまで、旧北上川で

のカヌー・ヨット乗船体験や石ノ森萬画館をスクリーンにした野外
映画上映会など行い、賑わいを演出しています。また、湊地区で
は学校教育の場としての活用等を行っており、他地区も併せて散
策や祭りなど市民が集い交流できる「憩いの場」として活用を図
ります。「川と共に生きる」石巻市は、命を守る堤防（かわまちづ
くり）と連携した「水辺の緑のプロムナード計画」の推進こそが
石巻市の発展に繋がるものと期待しております。

―石巻市
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これまでの利活用に関する取り組みの例
ミズベリング石巻 2015年度～ /水辺マルシェ in北上川 2015年度～ /
かわまちウォーク・散歩 2015年度～ /i感謝フェス 2021年 8月 22日
/Reborn-Art Festival2021年 8月 11日～ /かわべでシアター 2021
年 6月 26日 /コロナに負けるな！地場産品祭り 2021年 8月15日
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整備に関わった人たち

旧北上川河口かわまちづくり検討会
2013年 7月～ 計 8回開催
景観等に配慮した具体の施設の配置や構造につ
いて、専門家より指導・助言を行う

ワーキング
2013年 8月～ 2015年 6月 計 7回開催
水辺空間に関する技術的検討を行う

調整会議・特別ワーキング
2015年 12月～ 2020年 11月 計 5回開催
水辺空間の整備内容について、地区別ワーキング
での検討内容の確認・協議を行う

地区別ワーキング
2015年 8月～ 2021年 2月 計 61回開催
水辺空間の整備内容について、各関係機関の
実務担当者がデザイン検討および関係者間調整
を実施する

市民報告会
2014年 6月 29日
検討開始から1年経過し、その
中間報告を市民の皆様へ報告す
るために実施

市民部会
2014年度～ 2018年度
地域や河川を利用する方々の意見を
整備に反映させるため、意見交換を行う

「船だまりの会」 
南浜・門脇二、三丁目地区 計 3回開催

「中央門脇川と未来の会」
中央・門脇一丁目地区 計 3回開催

「住吉大橋開拓チルドレン」
住吉・大橋地区 計 4回開催

「かわ湊の会」
川口・湊地区 計 4回開催

「私、船 ( わたしぶね ) の会」
不動・八幡地区 計 3回開催

「かっぱの会」
井内・藤巻地区 計 4回開催

パブリックコメント
2015年 11月 21日～ 12月 20日

住吉小学校ワークショップ
2013年 11月 25日

地域ワークショップ
第 1回：2013年 11月 25日
第 2回：2014年 1月18日

検討体制

島谷幸宏 (九州大学大学院 ) 佐々木葉 (早稲田大学 ) 田中仁 (東北大学大学院 ) 平野勝也 (東北大学 ) 邊見清二 (石巻千石船の会 )

浅野亨 (石巻商工会議所 ) 青木八州 (石巻商工会議所 ) 亀山紘 (石巻市長 ) 菅原敬二● 伊藤一彦●

後藤寿信● 菅野洋一● 三浦晃● 郷右近正紀● 梅本和彦〇

鈴木正彦〇 後藤孝二〇 熊谷滋雄〇 工藤啓 (東北地方整備局河川部 ) 佐藤克英△

東出成記△ 高橋政則△ 佐藤伸吾△

事務局

小林徹平 (東北大学 ) 篠崎伸 ( 建設環境研究所 ) 松本泰人 ( 建設環境研究所 ) 伊藤登 (プランニングネットワーク ) 岡田一天 (プランニングネットワーク )

浅野寿彦▽ 阿部智美▽ 天田崇人△ 天野紀△ 石田和也△

伊勢友彦▽ 市川園● 入江俊一△ 岩沢博章△ 岩渕繁●

遠藤一成▽ 及川英明▽ 及川瀬南▽ 大金知子● 大澤修一△

大山健一▽ 岡直樹▽ 奥山吉徳△ 小野寺正樹● 柏弘樹▽

金子潤● 川口高雄▽ 菊池浩幸〇 木村博英▽ 金真一郎△

工藤達也〇 黒須弘章● 小出博△ 小嶋光博△ 後藤孝二●

小室篤示△ 小山恭平▽ 小山茂樹▽ 小山良太▽ 近江克義●

今野正之▽ 今野裕美△ 齋藤克浩△ 齋藤茂則△ 齊藤勝博△

旧北上川河口かわまちづくり検討会委員

※所属は当時
●宮城県東部土木事務所・〇宮城県石巻港湾事務所
▽石巻市河川港湾室・港湾課・△北上川下流河川事務所
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事業の概要
設計期間

施工期間

事 業 者 国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
宮城県 東部土木事務所 /石巻港湾事務所
石巻市河川港湾室・港湾課

2013~2021

2015~2021

斎藤巧△ 堺佳子▽ 櫻井雄基● 櫻井隆広△ 佐々木昇平△

佐々木保● 佐藤一弘▽ 佐藤伸吾△ 佐藤正明△ 佐藤豊▽

佐藤裕生▽ 佐野敏宏▽ 雫石光治● 渋谷奨△ 庄司正彦△

白戸孝△ 鈴木究▽ 鈴木典宏● 千田徹也〇 相馬里史▽

外山久典△ 高橋孝義△ 高橋章弘▽ 高子秀之△ 高田浩穂△

高野和成△ 武内大知▽ 竹山勝幸▽ 舘澤清城△ 田中鏡介●

田中勝〇 知念洋一郎▽ 千葉教正▽ 千葉宏一▽ 千葉忍▽

塚清仁△ 土門高大〇 土田昭夫△ 角田ゆか〇 角田篤彦●

東海林芙優花▽ 中村亮祐● 西條一彦△ 西村祐弥▽ 能登屋章△

野村昌弘▽ 畠山直樹△ 馬場正啓▽ 馬場農利▽ ファム桂奈▽

福永英世● 福原政一● 藤川裕介● 藤沢隆志● 舟山祐弥▽

本田英則△ 松芳健一△ 間山隆之▽ 村松直弥▽ 八木恵里△

矢田山勉● 山崎一弘△ 山田拓也△ 山内純一△ 結城孝俊〇

横山孝臣△ 若松一雄△

あとがき
用地提供にご協力頂いたみなさま、様々な個別の相談、説明会、市民部会などに参加頂いたみなさま、本当にありがと
うございました。関係者のみなさま、改めて、堤防の完成おめでとうございます。

この本で書かれている内容は上記のメンバー、そして、誌面の都合上挙げきれなかった関係者、工事関係者で作り上げ
たものです。

出来上がった堤防について、石巻市民の皆さまに二つの視点で批評頂きたいと思っています。
「川は美しく見えていますか」、「改めてみなさまの馴染みある川になれそうでしょうか」。

これは、私が関わった 8 年間で多くのメンバーが入れ替わる時に、可能な限り関係者に伝えてきた言葉です。それぞれ
の人生のなかで、日常生活や生まれ育った場所に馴染みのある川があるように、「石巻市やここに住む人たちにとって馴
染みある川をつくろう」、「主役は川だから、川が美しく見えるようにしよう。」と伝えてきました。

もちろん、出来たことも出来なかったこともありました。不出来なこともあったと思います。それでも、川の大きさを感じ
ながら散歩していると気持ちが晴れていく。そんな力を持つ素晴らしい旧北上川の景色に、出来上がった堤防が寄与し
てくれていたら、関係者の一人としてこれ以上嬉しいことはありません。

―小林徹平 (地区別ワーキングアドバイザー)
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