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地域意見の聴取

ミズベリング北上川推進準備会（仮）

みずべマルシェin 北上川

平成27年6月27日

かわまちづくり検討会

１．これまでの検討の流れ

第１回 検討会

平成25年7月22日
・検討会の進め方
・検討内容、基本条件
・検討項目、検討区間
・全体的な整備の方向性

第１回 ワーキング

平成25年8月11日

第２回 ワーキング

平成25年9月10日
・かわまちづくり・景観に関する技術的検討

第２回 検討会

平成25年10月15日
・景観基本方針
・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

第３回 ワーキング

平成25年12月16日

第４回 ワーキング

平成26年1月29日
・地域意見とりまとめ
・かわまちづくり・景観に関する技術的検討

関係民間団体からの聴取

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３回 検討会

平成26年3月5日
・景観配慮事項のとりまとめ
・地域意見の反映

第４回 検討会

平成27年8月5日

第５回 ワーキング

平成26年5月28日

第６回 ワーキング

平成26年11月9日

第７回 ワーキング

平成27年6月11日

・市民部会の進め方
・かわまちづくり・景観に関する技術的検討

・市民報告会・市民部会意見を踏まえた検討
・かわまちづくり・景観に関する技術的検討

・かわまちづくり・景観に関する技術的検討

市民への報告・意見聴取

市民報告会

平成26年6月29日

地域意見を踏まえた、全体的な計画検討方針の
提示

第１回市民部会（６地区）

平成26年8月30日～10月4日、3月8日①市民部会の名称
②階段の位置・形状、あづまやの位置
③親水施設の位置・形状
④新たな水辺空間を利活用してやってみたいこと

第２回市民部会（６地区）

平成27年1月31日～3月8日①階段、坂路、堤防天端・テラスの舗装等の施設
設計の考え方
②上記施設の配置 等

利活用に関する検討

継 続

継 続

⇒

今
回
報
告
内
容

継続

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

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
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２．「ワーキング」の検討概要

○日 時：平成26年5月28日（水）13：30～16：45

○場 所：東急ビル４階会議室（東北地方整備局河川資料室）

○参加者：島谷委員長、佐々木委員、平野委員、亀山市長、事務局

○議 題：市民部会の進め方
藤巻地区護岸構造の検討
中央地区における整備の進め方
検討報告会の実施案

湊地区（左岸1.0ｋ～1.2ｋ）の護岸構造

かわまちづくりにおける課題等の解決に向けた具体策について、学識者・関係機関とで検討

■第５回ワーキング

○日 時：平成26年11月9日（日）13：00～16：45

○場 所：TKP東京駅前会議室

○出席者：島谷委員長、田中委員、平野委員、亀山市長、事務局

○議 題：市民報告会・市民部会等の意見を踏まえた検討
南浜地区の平面計画
樋門・樋管のデザイン

■第６回ワーキング

〇日 時：平成27年6月11日（木）13：30～16：45

○場 所：東急ビル４階会議室（東北地方整備局河川資料室）

○参加者：佐々木委員、田中委員、平野委員、亀山市長、事務局

○議 題：藤巻・井内地区の歩行者動線
水辺の安全対策
右岸テラス高の変更
川口・湊地区の歩行者動線
中央地区施設整備（案）

■第７回ワーキング

【主な内容・意見等】

・市民部会の進め方について、確認した。
・藤巻・井内地区は、極力石積みを残すよう工夫を行う。また、県道の歩行者動線を再考すべきである。
・施設単体ではなく、ランドスケープとして全体をデザインコントロールする必要がある。
・先行する湊地区で、植生等の試験施工を行う。

【主な内容・意見等】

・市民部会の意見を踏まえて、階段、坂路、かわど等の細部形状について検討を行った。
・南浜地区の堤防法線について、条件等を整理し、見直しを行うことが必要である。
・樋門・樋管について、操作室と一体となった休憩空間を整備するようなデザイン案を再度検討すべきである。

・四阿、ベンチ、サイン・照明類等のトータルデザインが必要である。

【主な内容・意見等】

・中央地区への転落防止柵の必要性、安全対策の考え方等について検討を行った。
・網地島ラインの波高等も考慮した、中央地区のテラス高について検討を行った。
・細部を詰めていくための、今後の検討体制について検討を行った。
・背後地の土地利用・動線等を重ねて各地区の課題を明確にし、デザインの見直しを行うことが必要である。
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３．「市民報告会」の開催概要

検討会・ワーキング等における中間報告と、かわまちづくりを行っていくための意見交換を実施

○日 時：平成26年6月29日（日）13:30～16:30

○場 所：石巻グランドホテル2階 鳳凰の間

○参加者：約170名

○内 容

１．整備方針と今後の進め方

２．パネルディスカッション

（１）デザイン方針について

（２）一般部のデザインについて

（３）拠点地区のデザインについて

３．意見交換

回答者84人の内訳
【お住まい】

石巻市 71人
仙台市 2人
多賀城市 2人
大崎市 1人
美⾥町 1人
涌谷町 1人
無回答 6人
無回答 4人

【年代】

20代 6人
30代 9人
40代 13人
50代 16人
60代 21人
70代 14人
80代 1人

【性別】

男性 71人
⼥性 8人
無回答 5人

■開催概要

■実施後のアンケート調査結果

【主な意見等】

・不法係留等への対応を考えて欲しい ・設置可能なスペースに駐車場が欲しい
・安全性に配慮して欲しい ・活性化のためには、やわらかい発想が必要
・北上川フェアを復活して欲しい ・河口部にある遺構（水難救済会の恩賜塔）を保存して欲しい
・照明、トイレ等の設置をお願いしたい等

※回答者数：84人
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かわまちづくりの整備の基本方針を基に、「新たな水辺空間の利活用や施設の具体的な配置」などについて、
地域及び河川を利用される方々から意見をいただくことを目的に、沿川の６地区で「市民部会」を開催

参加者に応じた班編成を行い、ワークショップ形式で議論

■地区分け 以下、６地区に分けて開催

■実施方法

石巻かほく・平成26年9月2日

４．「市民部会」の開催概要

○第１回

市民部会

○第２回市民部会

〈住吉・大橋地区〉
石巻かほく・平成27年2月7日

〈中央・門脇地区〉
朝日新聞・平成27年2月7日

〈井内・藤巻地区〉
石巻日日・平成27年2月26日

【新聞への掲載】市民部会は、延べ10回新聞記事として掲載された。

石巻かほく・平成26年8月16日
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住吉・大橋地区

『住吉大橋開拓チルドレン』

○月日：平成27年8月30日（土）
○時間：14時00分～16時30分
○会場：石巻中央公民館住吉分館
○参加：41名

中央・門脇一丁目地区

『中央門脇 川と未来の会』

○月日：平成26年9月17日（水）
○時間：18時30分～20時30分
○会場：みやぎ生協 文化会館（アイトピアホール）
○参加：38名

川口・湊地区

『かわ湊の会』

○月日：平成26年9月20日（土）
○時間：14時00分～16時00分
○会場：総合福祉会館 みなと荘
○参加：24名

藤巻・井内地区

『かっぱの会』

○月日：平成26年9月28日（日）
○時間：18時30分～20時30分
○会場：井内会館（大瓜井内・井内西部集会所）
○参加：30名

不動町・八幡町地区

『私(わたし)、船(ぶね)の会』

○月日：平成26年10月4日（土）
○時間：14時00分～16時00分
○会場：総合福祉会館 みなと荘
○参加：24名

【検討内容】 ○市民部会の名称

○階段の位置・形状、あずまやの位置

○親水施設の位置・形状

○新たな水辺空間を利活用して地域としてやってみたいこと

１）第１回市民部会

【階段】

・手摺、自転車用スロープ等が必要である。
・昇りやすい階段・ステップ高、滑らない材質で整備して欲しい。

【坂路】

・バリアフリーへの配慮（車椅子、子供・お年寄りへの配慮）が必要である。

【舗装】

・ジョギング・サイクリング等への配慮が必要である。

【かわど等】

・色々なパターンのものが欲しい。
・昔あったようなものを復元して欲しい。
・船着き場等として活用できる形状にして欲しい。

【東屋・ベンチ】

・もっと多く設置、大・小のバリエーションがあると良い。
・かわどの近くに設置して欲しい。
・管理面も考慮すべきである。

【照明】

・夜でも歩けるように照明が必要。
・ソーラー式のものを設置して欲しい。

その他、各地区の施設配置、利用形態等に
関する意見をいただいた。

●主な意見

南浜地区

『舟だまりの会』

○月日：平成27年3月8日（日）
○時間：14時～15時30分
○会場：石巻市役所 庁議室
○参加： 22名

※第１回・第２回合同開催
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【検討内容】 ①全地区共通の施設設計の考え方（階段、坂路、堤防天端・テラスの舗装 等）について

②各地区の施設（階段、坂路、親水施設（かわど・水辺の階段など）、休憩施設（東屋・ベンチなど））の配置について 等

住吉・大橋地区

『住吉大橋開拓チルドレン』

○月日：平成27年1月31日（土）
○時間：14時～15時30分
○会場：石巻中央公民館住吉分館
○参加：26名

中央・門脇一丁目地区

『中央門脇 川と未来の会』

○月日：平成27年2月4日（水）
○時間：18時30分～20時
○会場：みやぎ生協 文化会館（アイトピアホール）
○参加：17名

川口・湊地区

『かわ湊の会』

○月日：平成27年3月8日（日）
○時間：10時～11時30分
○会場：石巻市役所 庁議室
○参加：16名

藤巻・井内地区

『かっぱの会』

○月日：平成27年2月22日（日）
○時間：18時30分～20時
○会場：井内会館（大瓜井内・井内西部集会所）
○参加：18名

不動町・八幡町地区

『私(わたし)、船(ぶね)の会』

○月日：平成27年2月28日（土）
○時間：10時00分～11時30分
○会場：不動町集会所
○参加：15名

２）第２回市民部会

・階段、坂路の形状・構造については概ね了承をいただいたが、設置位置については様々な意見をいただいた。
・囲わない見晴らしの良い東屋がよいが、今後形状を検討したい。海沿いなので風に強いものが良い。
・テラスには自転車は下ろさせない方が良い（特に中央地区）。
・テラス部には、安全のため転落防止柵と街灯が必要である。
・堤防天端に地域の方が利用できる広場やスペースをつくって欲しい。
・同一風景すぎるので、ポイント的な景観の工夫が必要である。
・昔のように、子供達が水に触れることができる遊び場所を確保したい。
・木や植物を植えるスペース、花壇等が欲しい。
・地区の特色・文化を反映するような整備をして欲しい。 等 その他、各地区の施設配置、形状等に関する具体の意見をいただいた。

●主な意見

南浜地区

『舟だまりの会』

○月日：平成27年3月8日（日）
○時間：14時～15時30分
○会場：石巻市役所 庁議室
○参加： 22名

※第１回・第２回合同開催
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かつての賑わいを失ってしまった日本の水辺の新しい活用の可能性を創造していくプロジェクト。ミズベリングは「水辺＋RING

（輪）」、「水辺＋R（リノベーション）＋ING（進⾏形）」の造語。水辺に興味を持つ市⺠や企業、そして⾏政が三位⼀体となっ
て、水辺とまちが⼀体となった美しい景観と、新しい賑わいを生み出すムーブメントをつぎつぎと起こしていくプロジェクト。

ミズベリングとは
（全国的な取組み）

① まちにある川や水辺空間の賢い利⽤
② ⺠間企業等の⺠間活⼒の積極的な参画
③ 市⺠や企業を巻き込んだソーシャルデザイン

・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

振動伝える

ここから始める
（私が始める）

基本コンセプト 実施状況

ミズベリング東京会議の様子

北上川、旧北上川、⽯井閘門等の水辺空間を活用したミズベリングに興味のある⽅を集め意⾒交換
を実施。年度内に協議会を設置し、オープンカフェなどの社会実験等を実施して実績を積み、その他
の地域に活動を拡大する予定。

ミズベリング・北上川推進準備会

毎回多様な団体の方が参加して活発に意見交換 運河交流館や旧北上川を
実際に見て歩く

事務所からは他地域の事例や付近の工事状況を説明 水辺で楽しいことが出来ないか
意見交換

開催実績（主催：NPO法人ひたかみ水の里）

５．「ミズベリング石巻」の取組み

平成27年4月1日現在

2-7



チラシ 
■ みずべマルシェin北上川（社会実験）

⽯井閘門・運河交流館周辺で、カヌー等の体験
ブース、⽯巻らしい食べ物や小物を売る物販ブース、
カフェブース、 事前予約制の機材などは持ち込み不
要のお手軽BBQブースの４本を柱に「みずべマル
シェin北上川」を開催。延べ150人の⽅々に参加いただ
いた。

①どの企画が気に入ったか ②旧北上川の川原の利用頻度は ③今後この場所をどう利用したいか

物販ブースが最も多い（46％） はじめての方、週１～２回利用する方が、
それぞれ23％

「散策の場」「川を見ながら休憩できる
場」があわせて５割と、ゆったりとした
利用を望んでいる

★ 日時：平成27年6月27日（土）13時 17時
※ 6月28日（日）は出水が予想されたため中止

★ 会場：旧北上川 ⽯井閘門周辺
★参加者数：150人
★ 主催：みずべマルシェ実⾏委員会
★ 体験ブース：カヌー体験、木工体験、魚つかみ取り

カフェブース：ドリンク、たい焼き
物販ブース：水ヨーヨー、チョコバナナ、くじ引き
ＢＢＱブース

 会場マップ

石巻かほく・平成27年6月28日

来場者
アンケート結果

※回答者数：15人
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