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令 和 ３ 年 １ 月 ２ ０ 日
北 上 川 下 流 河 川 事 務 所
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旧北上川河口かわまちづくり検討会（第８回）を開催します

東日本大震災により被災を受けた旧北上川河口部の新たな水辺の創造に
向けた、有識者からなる第８回「旧北上川河口かわまちづくり検討会」を
開催します。
水辺を活かし、賑わいと人々が憩える空間に配慮した新たな堤防整備におけるまちづくり・景観
配慮の検討の場として「旧北上河口かわまちづくり検討会」を平成25年7月22日に設立し、これまで
７回開催してきました。
今回は主に、これまでの検討経緯と実際の整備内容について報告いたします。

◆開催日時
◆開催場所
◆構成員
◆会議議題

令和3年1月22日（金） 13:30～15:30
石巻グランドホテル２階 鳳凰の間
宮城県石巻市千石町2番10号
別添１のとおり
前回検討会以降の検討概要
関連事業の進捗状況
旧北上川河口かわまちづくり検討会について

※本会議は、公開としております。
※車でお越しの際は、石巻グランドホテル近隣駐車場等をご利用ください。
※当日の配付資料については、後日、北上川下流河川事務所のホームページに掲載
いたします。
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策（手指の消毒やマスクの着用など）にご協
力ください。
＜発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会、
石巻記者クラブ、古川記者クラブ＞
【問い合わせ先】
国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
石巻市蛇田字新下沼80た か こ TELひでゆき0225-95-0194（代表）
建設専門官
高子 秀之 （内線404）
石 巻 市 石巻市穀町14番1号
TEL 0225-95-1111（代表）
そうま
さとし
建設部参事兼河川港湾課長
相馬 里史 （内線5603）
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旧北上川河口かわまちづくり
～子供たちが誇れるふるさとのために～
古くから川湊（かわみなと）として旧北上川を中心に栄えてきた石巻市は、東日本
大震災で壊滅的な被害を受けました。石巻市街地を津波・高潮・洪水の被害から守
るため、平成24年に旧北上川の堤防計画を策定しました。
旧北上川の堤防整備と合わせて、市民の方々の集いの場、憩いの場となる水辺空間
の整備を図ることを目的とし、地元の方々の意見を大切に事業を進めています。
旧北上川を遡った津波（３月１１日１７時撮影）

※整備イメージ

石ノ森萬画館

← 旧北上川

中瀬地区

石巻市街地を津波・高潮・洪水から守るため、新たな
“まちづくり”と連携して堤防を整備を進めています。

写真提供：石巻市

昔の石巻

地元の方々へ堤防等の整
備内容をご理解いただく
ため、140回以上の説明
会を開催し、ご理解を得
ました。

“かわど”と呼ばれる親水施設
未来を担う子供たちも参加

地元の方々のニーズを
把握するため、様々な
意見を伺っております。

現在も残る石積み護岸

整備イメージ

＜ポイント①＞
旧北上川の歴史、文化、社会的特性などを踏まえ
た検討しています。

沿川の地元の方から意見を頂く

＜ポイント②＞
地元の方々の意見を大切に“丁寧な地域対応”を心
掛けています。
新たな水辺空間利用の可能性を把握するため、社会実験
として、カフェブースや物販ブースを出店した“みずべマ
ルシェin北上川”を開催して、今後の利活用における課題
点などの抽出を行いました。

ＶＲ（バーチャルリアリティ）を用いることにより、より現
実的な整備イメージを実現することが有効と考えられます。

＜ポイント③＞
ＶＲ（バーチャルリアリティ）を活用して、”誰にでもわ
かりやすい”整備イメージを今後推進します。

水辺マルシェin北上川

秋サクラ
～石井閘門のサクラとともに～

＜ポイント④＞
地元で多彩な活動をしている方々を中心とした
“ミズベリング石巻”を立ち上げて、新たな水辺
空間の利活用を実践しています。

旧北上川河口かわまちづくり
にぎわいある水辺を石巻に
新たな堤防整備にあたり、まちづくり・景観配慮の検討の場として 「 旧北上川河口かわま
ちづくり検討会」を設置し、景観の基本方針や堤防・護岸等のデザイン、拠点地区の整備
の方向性等を検討しています。あわせてパブリックコメントやワークショップなどを実施
し、地域の方々から意見を伺い、人々が憩える水辺空間の整備を推進します。
地域の方々のご意見を伺う場

旧北上川河口かわまちづくり検討会

コンパクトシティ・街なか創生協議会
第1回：平成25年6月7日
第2回：平成25年6月20日

第１回 検討会

地域ワークショップ
①第1回：平成25年12月22日 参加者27名
②第2回：平成26年 1月18日 参加者21名

9月10日
第２回 ワーキング
10月15日
第２回 検討会
12月16日
第３回 ワーキング
平成26年1月29日
第４回 ワーキング
3月5日
第３回 検討会

市民部会（旧北上川河口部沿川6地区）
平成26～29年度
平成26年8月31日～平成27年3月8日※1
平成27年1月31日～平成27年3月8日※1

5月28日
第５回 ワーキング

※1：1,2回合同開催箇所あり

平成28年8月27日、平成28年12月13日※2

※3：堤防工事の進捗に合わせて5地区で開催

平成30年度
平成31年2月2日～
堤防工事の進捗に合わせて順次開催中

【今後の予定】
・各施設の配置形状の確認
・河川空間の利活用
・維持管理手法（地域との協働）等
・工事進捗状況等

・かわまちづくり・景観に関する技術的検討

・景観・堤防・護岸等の整備方針の報告
・拠点地区の整備方針の報告

・地域意見とりまとめ
・景観に関する技術的検討
・景観配慮事項のとりまとめ
・地域意見の反映
・かわまちづくり施設設計とりまめ
・拠点箇所整備方針の検討

6月29日

※2：「川口・湊地区」「不動・八幡地区」で開催

平成29年7月23日～平成30年3月20日※3

・検討会の進め方
・検討内容、基本条件

8月11日
第１回 ワーキング

パブリックコメント 意見数：18件
平成25年11月21日～12月20日
個別箇所の地域意見聴取
①住吉小学校わーくしょっぷ
平成25年11月15日 児童79名
②住吉神社への説明（平成25年12月13日）

検討ポイント

平成25年7月22日

旧北上川河口かわまちづくり市民報告会

・住民等意見を踏まえた全体的な計画検討
方針の提示

11月9日
第６回 ワーキング
平成27年6月11日
第７回ワーキング
8月5日

・市民部会意見とりまとめ
・拠点箇所の整備方針 等

第４回 検討会

・市民部会等の意見を踏まえた検討結果
・「地区別ＷＧ」「かわまち調整会議」の設置

平成27年度より堤防整備に関する検討会開催のほか、新たな水辺空間の利活用に関する取り組みも実践中
■堤防整備に関する検討会等
平成27年度
・各関係機関の担当者が出席し、実務者レ
第1～11回地区別ワーキング
平成27年12月24日
第1回かわまち調整会議

平成28年度
第12～26回地区別ワーキング
平成28年5月18日
第2回かわまち調整会議
平成29年2月28日
第3回かわまち調整会議

平成29年度
第27～38回地区別ワーキング
平成29年7月7日

第5回 検討会
平成30年度
第39～50回地区別ワーキング
平成30年4月26日
特別ワーキング
平成30年7月12日

第6回 検討会
平成31・令和元年度
第51～56回地区別ワーキング
令和2年1月17日

第7回 検討会
令和２年度

ベルで各地区の拠点部における細部の整
備デザインについて「地区別ワーキング」で
議論し、内容に応じて「かわまち調整会議」
等で学識者から助言等を頂き、意思決定の
場である「検討会」で議論し意思決定と情
報共有を図る。
【これまでに議論されている内容】
• 堤防法面へ施工するコンクリートブロック
の基本コンセプト
• 四阿、ベンチ、照明、階段、坂路の配置
• サインのデザインや配置計画
• 各地区のテラス高
• 各地区のテラスのボーダーのデザイン
• 樋門操作室の外壁の仕上げのデザイン
• 中央地区の安全対策施設の基本デザイン
• 中央地区の舗装・植栽のデザイン
• 川口・湊地区の河川空間利活用デザイン
• 不動・八幡地区や川口・湊地区の親水テ
ラスの基本デザインや安全対策
• 住吉・大橋地区のテラスや住吉小学校前
の干潟空間のデザイン
• 住吉・大橋地区上流側や下流側の堤防断
面形状のデザイン
• 大島神社周辺の石積護岸等のデザイン
• 井内・藤巻地区の現況護岸の活用
• 南浜復興祈念公園との空間連携デザイン
• 雲雀野地区広場整備案のコンセプト
• 堤防坂路等に設置する車止め構造
• 飛び石ブロックの配置のデザイン
・住吉・大橋地区干潟空間造成形状
など

■新たな水辺空間の利活用に関する取り組み（ミズベリング石巻）
ミズベリング石巻
・旧北上川を中心に新たな水辺空間を利用した取り組みを行う
ための プロジェクト。地元で多彩な活動されている方々を中心
に活動を実施中。
みずべマルシェin北上川
・ミズベリングプロジェクトの社会実験として、河川管理施設を活
用して、 カフェ・ヨガ教室・カヌー体験など開催して、新たな水辺
の利活用について 実践中。
かわまちウォーク・散歩・クルーズ
・新たに堤防が整備される旧北上川河口部を地元の方々と一緒
にウォーキングや散歩、クルーズを行い、変化する街並みや整
備状況の説明を行うイベントを北上川フェアとタイアップして開催。
ミズベリング石巻会議
・ミズベリング石巻の活動報告や水辺空間でワクワクするような

イベントの企画、現状の課題などについて、地元の方々が中心
とした 意見交換を開催。

令和３年1月２２日

第57～60回地区別ワーキング

第８回 検討会を開催

会 場 地 図
・会場 石巻グランドホテル ２階鳳凰の間
・石巻市千石町2番10号

ＴＥＬ：0225-93-8111

※会場には駐車場がないため、近隣有料駐車場や公共交通機関等をご利用下さい。

会場：石巻グランド
ホテル

石巻駅

●

出典：地理院地図に会場位置等を追記して掲載

拡 大 図
石巻駅

出典：地理院地図に会場位置等を追記して掲載

