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旧北上川水面利用者協議会 設立趣旨

石巻市の復興計画を踏まえ、行政・石巻市・船舶所有者・沿川住民で将来的な保管場所も
含め旧北上川河口部の水面利用について検討し、抜本的な対策を議論する必要性

《協議会の構成》 ・学識経験者 ：知見的なアドバイス
・国、県 ：長期係留・放置船舶への規制 等
・石巻市 ：復興計画に即した整備（マリーナ等）
・水面利用者等：各組織内の意見の調整及びマリーナ等への誘導
・沿川住民 ：地域の声の集約（町内会長や市の復興計画の委員）
・海保、警察 ：情報共有、取り締まり等

それぞれの組織が、その役割を認識して責任をもって行動することが重要

国（河川管理者）、宮城県（漁港・港湾管理者）、石巻市は旧北上川における長期係留・放置船舶に対
して、合同巡視やチラシ等の配布により改善に努めてきたが、根本的な解決には至らなかった

①先の東日本大震災に
おいて船舶が市街地に
流出にしたことによる被
害の拡大

③今後の堤防等の復興
計画において、長期係留・
放置船舶が事業の支障と
なること

②震災で一旦減少した長
期係留・放置船舶が震災
後増えてきている事に対す
る沿川住民の不安の声

震災後発生している課題

①移動先となる恒久的な係留施設が確保されなかったこと
②移動先がないため行政代執行等の強制的な措置がとりにくかったこと

理由

④長期係留・放置船
舶の所有者からの恒
久的な係留施設を求
める声

今後

東日本大震災の発生

旧北上川水面利用者協議会の立ち上げ
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１．当面の長期係留および放置船舶への対策について議論・検討
～堤防復旧工事が予定される中、一定の方針や施設ができるまでの間、現に係留している船舶への対応を議論・検討～

２．恒久的係留施設（マリーナ等）の設置について議論・検討
～石巻市の復興計画に則した恒久的な係留施設（マリーナ）の整備・設置・管理者について議論・検討～

３．暫定的係留施設の設置について議論・検討
～恒久的係留施設が整備されるまでの暫定的な係留施設の整備・設置・管理者について議論・検討～

旧北上川水面利用者協議会で検討していく事項について

４．規制対象区域について議論・検討
～対象区域は、受け皿となる係留施設の設置状況や今後の堤防整備計画を踏まえ議論・検討～

５．条例制定の要否・可否について議論・検討
～１（当面の長期係留・放置船舶への対応）、４（規制対象区域の設定）の状況などをみて議論・検討～

６．強制的な撤去措置について議論・検討
～実態調査の結果を受け、所有者不明の船舶に係る簡易代執行及び係留施設（恒久・暫定）整備後も移動しない船舶に

対して行政代執行を行っていくことについて議論・検討～
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第５回協議会までに確認された事項について

②当面の係留先の候補地について

・旧北上川（治水上及び河川管理上支障のない河口部右岸内港とする）

①当面の係留先に集約する船舶の種類

事業船及び漁船等は、それぞれ工業港及び漁港に収容する ※本来あるべき姿に基づく役割分担
・当面の係留先に集約する船舶はプレジャーボート・ヨット 約４０隻 とする

④係留施設の占用及び管理について

・占用については、公共団体等の公的機関が管理主体
・管理運営については、民間（委託）を含めて検討

③河川・港湾区域に係留する場合の申請に係る手続

・地方公共団体等の公的機関が（関係法令に基づく設置の申請）申請主体となり、
「河川法第２４条・第２６条の許可申請」「港湾法第３７条の占用許可申請」が必要となる
・申請時の監督機関からの指示又は個別協議により係留期間が設定される

⑤利用者への周知方法ついて

・石巻市報や北上川下流河川事務所ＨＰへの掲載により広く周知活動を実施する
・所有者等が判明している船舶については、直接連絡をとる。不明な船舶については、

係留船舶への貼り紙の掲示等で対応する



【発言内容１／２（要旨）】
○（７月に実施した酒田市の）先行事例の現地調査については、非常にうまくいっている事例。簡易な施設で、管理も馴染みのある「指定
管理者制度」で実施されている。この事例を参考に、当面及び恒久の係留先の運営について議論をしていただきたい。

○座長 酒田の（船舶係留）施設は、毎年黒字運営。石巻ではどのように船の（係留施設について）管理運営していくか、さらにどのように
まちづくりに活用するのか、そういった面について協議会で議論を発展させていきたい。

まずは当面の係留場所についてですが、検討フロー（案）につきまして皆さんのご意見は。

○係留船舶のあるべき姿については、非常にいい姿。内港に概ね４０隻としていますが、 ちょっと心配だ。少し余裕を持たせた整備を行う
というのはいかがか。
○もし４０隻以上 となった場合、手だて等は。
→微増している実態があるので、当面の係留としては、４０隻＋微増も含めて概ね４０隻 として想定。
→増えないように、関係機関の指導監督を強化するなどのハード的な整備と指導監督のソフト的な整備をあわせて進めていきたいので、
概ね４０隻の受け入れ案としてご検討いただきたい。
→指導監督の強化等で対応を検討する。この協議会の関係機関の指導監督の強化することと、当面の係留先の管理運営機関がしっかり
管理運営していくことが必要。

○当面の係留先に係留する船と離島航路の船との運行に干渉しない出入りのシステムを構 築を。当面の係留範囲のなかでどのような
配置で係留するか離島航路との兼ね合いで具 体的に示してほしい。
○内港地区は、恒久的係留施設を整備する案も含めていい場所だと思う。ただ離島航路と の調整は必要。
→当面の係留先と離島航路との安全性の確保に付いて、浮き桟橋の復旧工事完成後内港地 区の北側半分を利用し離島航路を運営す

ると聞いているので、支障が出ない導流堤の内側、内港地区の南側を当面の係留範囲として想定している。今後、他の復旧復興事業及
び網地島ライン(株)を含めた関係機関との調整を進め再度皆様にお見せしたい。

○離島航路との安全性が確保されることと、当面の受入数が４０隻でいいという理解が得られれば、この場所でよい。当面の係留先は必
要。

○内港の水面面積が狭いと思う。病院跡地の方にほりこんでほしい。そうすれば、安全に 航路運行ができると思う。

○この場所は堤防工事の支障にならないか、やりくりをしながら（係留施設を）利用して いただくということか。
→河川堤防の工事については、確かに影響があります。現在他の事業との調整が進められており、安全性を確保しながらまた係留施設
を利用しながら工事を進められるよう河川管理者として考えながらやらなければならない。

第５回 旧北上川水面利用者協議会の概要について①
日時：平成２５年８月１９日（月）１４時から 会場：石巻市役所 ５階 議場にて
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第５回 旧北上川水面利用者協議会の概要について②

５

【発言内容２／２（要旨）】
○利用者団体としては、内港地区は一番ベターなところ。今後の課題は、具体的にどの場 所にどれくらいの規模で施設整備するのか、
受益者負担が原理原則でありますので整備 主体が誰なのか、整備は誰が負担するのか、検討が必要。また、漁船・工業船について、
すんなり対応できるのかも課題。

○座長 いろいろご意見が出たが、当面の係留先として内港地区で議論を発展させたいが いかがか。
→参加した委員全てから「内港でよい」と、了解をいただく

○座長 皆さんのご意見は当面の係留先を内港とすることで確認できた。次回でどのよう に整備していくかなどについて、協議を発展さ
せていきたい。

つぎに石巻市から説明があった「河口部における恒久的係留施設の検討について」につ いて、皆様のご意見を。

○ （石巻市の）かわまちづくり委員会では内港地区を恒久的なマリーナとして位置づけ しておりこれから具体的に検討していくが、平成
２７年度までに堤防を整備しなくては ならないので、時間がない。今年度内に方針を出していただかないとなかなか難しいの ではない
か。

○座長 公園計画と市のマリーナは一体になっており、連携の図れる場所。複合施設として内港地区と公園の活用が図られます。市の案
について、ご意見は。

○工業港にマリーナの計画があるが、内港地区にマリーナをとなれば、港湾管理者として計画の調整が必要と考えている。内港にとなる
と、堤防の計画も変更しなければならないと思うが。
→堤防計画の変更調整は可能だが、平成２７年度完成に向けたスケジュールがありますので期限がある。今まさに祈念公園の基本設計
が進められているので、それらと調整をしながら将来のまちづくりに支障とならないような堤防整備にしたい。

○石巻市の提案はすばらしい案。まちづくりの観点、中心市街他の活性化の推進という意 味でも、人の交流の拠点となりうる。いろんな
可能性がありますので石巻市の提示した マリーナ案はよいと思う。

○「長期係留船対策と同時に、まちづくりの交流拠点として活用する手法、船舶収容規模、 実現のための整備手法等の検討」が今抱え
ているおおきな課題。いろんなご意見を出していただきたい。「マリーナ」というとレジャー施設に思えるが、船が津波により市街地に流出し
て、家を壊すなどの被害を与えた。船を安全に係留させるということが防災の観点から重要だということを実体験している石巻では「防災
施設」という位置づけでお考えいただきたい。

○座長 これまでの意見をもとに、今後議論を発展させたい。



●旧北上川河⼝部に⼩型船舶等を集約する防災マリーナを整備し、市内中⼼部や既成市街地
の防災性・安全性の向上を図る。

東日本大震災においては、旧北上川
に係留していた小型船舶等が市街地

に流失して被害が拡大。

●旧北上川防災マリーナ整備計画について

（市内中心部）

《既成市街地》

《既成市街地》

《区画整理》
（産業ゾーン）

《区画整理》
（居住）

・防災マリーナに集約し
適正に係留

無秩序に係留されている
長期係留船舶 （26.9現在80隻）

・市街地への流出、油漏
れや沈潜による環境被
害を防止することにより
防災性・安全性が向上

防災マリーナ整備

※漁船は漁港、事業船は工業港、プレジャーボート等は防災マリーナに集約（旧北上川水面利用者協議会）

《祈念公園》
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平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度

施設整備

管理運営・

指定管理者
制度等

●事業工程について

【事業工程表】

・ 河川堤防、周辺整備及び施設の管理運営について検討・調整し、平成３１年４月の供用開始を目指す

計画検討
H31年4月
供用開始

管理運営
方法の

調査検討 H31年4月
指定管理
開始

調査
設計

基盤整備 施設整備

指定管理者
選定手続き

指定管理者
制度設計

指定管理
条例策定
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協議会のスケジュール
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今後のタイムスケジュール（案）について①

本来あるべき姿に基づく周知活動（指導監督）
・ チラシ配布・啓発看板設置
・ 所有者調査し、郵送で移動協力依頼等

規制対象区域について検討・設定
・ 長期係留対策の計画書策定
・ 重点撤去区域の設定等

H29年度

長期係留是正措置の検討・実施
・ 関係法令による放置艇対策
・ 強制的な撤去措置対策

H30年度

一定の成果

H31年度～（予定）

防災マリーナの
計画・調査設計

防災マリーナ 整備

供用

条例制定の要否について検討
・ 周知活動状況等を勘案し検討

防災マリーナ管理運営
の制度検討・選定手続

防災マリーナ計画
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今後のタイムスケジュール（案）について②

第６回 水面利用者協議会（平成２７年３月１０日）

・周知活動の効果及び是正の実施報告

・長期係留対策の計画書（案）について

第７回 水面利用者協議会（平成２７年１０月の予定）

・防災マリーナについて（計画概要）

・対策実施スケジュールについて

・周知活動（指導・監督）について

●防災マリーナ計画について、石
巻市から計画概要を報告、議論
をいただきます。
●防災マリーナができるまでの長
期係留対策実施スケジュール
（案）を議論いただきます。
●周知活動の具体方法等につい
て、議論いただきます。

●長期係留対策の計画について、
議論をいただきます。

議論のポイント

今後も年１～２回のペースで協議会を開催し議論をいただく予定



旧北上川河口部の船舶係留状況について①

旧北上川（河口から曽波神公園：約１０ｋｍ）の船舶の係留状況

赤太字：平成２６年９月（８０隻） 青太字：平成２６年６月（６７隻） 黒字：平成２５年９月（６９隻）
緑字：平成２５年５月（６７隻） 赤字：平成２４年１０月（５８隻） 青字：平成２４年６月（５０隻）

内港
3隻6隻7隻7隻6隻6隻

門脇・中央
9隻4隻9隻11隻10隻14隻

中瀬
37隻26隻26隻21隻8隻5隻

住吉・大橋
8隻13隻11隻11隻10隻13隻

袋谷地
17隻12隻10隻9隻9隻4隻

湊・不動
1隻1隻1隻3隻13隻6隻

開北橋から上流
5隻5隻5隻5隻2隻2隻

河川堤防工事の進捗に伴い、中瀬に
係留船が集まってきている状況
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旧北上川河口部の船舶係留状況について②

平成２６年９月時点の長期係留及び放置船舶の内訳

係留船舶種別内訳【計80隻】(H26.6時点「67隻」)

種類 隻数 割合

プレジャー外 53隻(40隻) 66%(60%)
漁船 １9隻(17隻) 24％(25%)

釣船 5隻(6隻) 6％(9%)

事業船 １隻(１隻) 1％(2%)

ヨット 2隻(3隻) 3％(4%)

長期係留及び放置船舶の推移（Ｈ２１～Ｈ２５度末）

計 ６７隻計 ４７隻計 １１隻

計４３８隻

計 6９隻

係留船舶所有者所在地別内訳【計80隻】(H26.6時点「６7隻」)

所有者所在地 隻数 割合

石巻市 43隻(38隻) 54%(57%)
東松島市 1隻(2隻) 1％(3%)

県内（石巻市・東松島市除く） 3隻(3隻) 4％(4%)

県外 １隻(1隻) 1％(2%)

不明 32隻(23隻) 40％(34%)
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河川事業（堤防工事等）の進捗状況

◆導流堤・築堤工事（延長ベース）

H26.3末

H25.3末 着手17%

完成6%
着手17%

H24.3末 未着手

H27.3末 着手14% 設計延長を見直し

事業の進捗状況
（Ｈ27年3月末見込み）

・築堤・護岸延長 ：約17.9km
・導流堤延長 ：約1.2km
・全体延長 ：約19.1㎞

◆護岸工事（延長ベース）

H26.3末

H25.3末

完成39% 着手73%

着手69%

H24.3末 着手5%

H27.3末 完成59%
着手63%

設計延長を見直し

◆用地協議 契約率（取得面積ベース）

未着手

H26.3末

H25.3末

未着手H24.3末

契約42%H27.3末

契約21%
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旧北上川河口かわまちづくり

旧北上川河口部の新たな堤防整備にあたり、まちづくり・景観配慮の場として平成25年7月に「旧北上川河口部かわまちづくり検討会」を設立し、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、ワークショップや市民報告会、市民部会を開催し、こ
れまで約500名の方からご意見を伺い、人々が憩える水辺空間の詳細なデザインの検討を行っている。

○まちづくりと一体となった新規堤防整備に向けて（旧北上川河口）

第５回ワーキング(H26.5.28)

住吉小学校わーくしょっぷ(H25.11.15) 第１回地域ワークショップ(H25.12.22)

市民報告会(H26.6.29)

第１回 検討会

第２回 検討会

第３回 検討会

・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

検討ポイント

・景観基本方針の報告
・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

・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

平成25年7月22日

平成25年10月15日

平成26年3月5日

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

・かわまちづくり・景観に関す
る技術的検討

第３回 ワーキング

平成25年12月16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

第１回 ワーキング

平成25年9月10日

平成25年8月11日

第４回 ワーキング

平成26年1月29日

パブリックコメント
平成25年11月21日～12月20日
意見数：18件

個別箇所の地域意見聴取
住吉小学校わーくしょっぷ

平成25年11月15日 児童79名
住吉神社への説明（平成25年12月13日）

地域の方々のご意見を伺う場

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

第２回 ワーキング

検討フロー

第５回 ワーキング

平成26年5月28日

・拠点箇所の整備方針の検
討

平成26年6月29日

市民報告会 出席者165名

第１回市民部会 出席者157名 ・頂いたご意見と反映方法

平成26年8月30日～

第６回 ワーキング

平成26年11月9日

検討会、ワーキング

未定

開催状況

検討対象区間（新規堤防整備区間）

旧北上川かわまちづくりの中間報告・意見交換

第２回市民部会

平成27年1月31日～

市民部会、ワーキング、検討会を継続して実施
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旧北上川河口かわまちづくりの進め方

旧北上川河口部の新たな堤防整備にあたり、まちづくり・景観配慮の場として平成２５年７月に「旧北上川河口部かわまちづくり検討会」を設立し、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、市民部会を開催し地域に重点を置いた検討を進
めています。

市民部会

（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、意見）

市民部会開催状況（第１回市民部会 住吉・大橋地区）

「かわまちづくり検討会」にて検討・作成した整備の基本方針

を基に「新たな水辺空間の利活用や施設の具体的な配置」

について、意見をいただく場。

（対象地区を６地区に分けて開催）

＜委員名簿＞

浅野 亨 石巻商工会議所 会頭

亀山 紘 石巻市長

佐々木 葉 早稲田大学 教授

島谷 幸宏 九州大学大学院 教授

田中 仁 東北大学大学院 教授

平野 勝也 東北大学 准教授

邊見 清二 石巻千石船の会 会長 50音順、敬称略

宮城県 東部土木事務所長

宮城県 石巻港湾事務所長

東北地方整備局 河川部長

東北地方整備局 北上川下流河川事務所長

第2回実施状況第1回実施状況

かわまちづくり検討会
（景観に配慮する方法を指導・助言）

学識者ワーキング

（詳細な技術的検討）

意見・提案

市民部会での意見も踏まえ
た技術的な検討結果の報告

かわまちづくり報告会

（検討した中間成果を報告・意見交換）

参加者と意見交換

市民報告会の状況

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 島谷 幸宏 九州大学大学院 教授

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ 浅野 亨 石巻商工会議所 会頭

亀山 紘 石巻市長

佐々木 葉 早稲田大学 教授

田中 仁 東北大学大学院 教授

平野 勝也 東北大学 准教授

邊見 清二 石巻千石船の会 会長

50音順、敬称略

東北地方整備局 北上川下流河川事務所長

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 宮城県 東部土木事務所 所長

宮城県 石巻港湾事務所 所長

各拠点のデザイン検討案を説明

検討結果の報告

意見交換

検討・助言

模型を用い、デザインを検討

ワーキングチームの状況

＜ワーキングメンバー＞

亀山 紘 石巻市長

佐々木 葉 早稲田大学 教授

島谷 幸宏 九州大学大学院 教授

田中 仁 東北大学大学院 教授

平野 勝也 東北大学 准教授

50音順、敬称略
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市民部会の運営

市民部会は６地区に区割りし、各地区毎に担当を配置し、沿川自治会長と開催日程調整、地域の方から意見をいただく内容などの検討を担当してい
ます。市民部会の開催にあたっては、事務所及び市役所職員が手作りで実施しており、運営においても司会、ファシリティター・メモ係（ワークショップ）
を担当しています。

川口・湊地区：（工務第一課 建設専門官）

不動・八幡地区：（工務第一課 建設監督官）

井内・藤巻地区：（出張所長）

南浜・門脇町２・３地区：（管理課 建設専門官）

中央・門脇町１地区：（調査第二課 建設監督官）

住吉・大橋地区：（調査第一課 建設監督官） ※（ ）は地区担当

市民部会の運営（例）

（役割）

○司会：地区担当

○ファシリティター：司会進行、意見集約（職員）

○メモ係：グループワークの流れをメモ。意見集約の補助（職員）

（進め方）１．５ｈ～２ｈ

○概要説明（職員）

○班毎に意見交換

○班毎に発表

○講評（検討会の委員）

※参加者数に応じて班分けをする。（６～８人／班）

１班

２班

３班

４班 各班にファシリテーター
１名配置

各班にメモ係１名配置

ワークショップの状況

第１回市民部会
（1）住吉・大橋（平成26年8月30日） 参加者41名
（2）中央・門脇町１（平成26年9月17日）参加者38名
（3）川口・湊（平成26年9月20日） 参加者24名
（4）井内・藤巻（平成26年9月28日） 参加者30名
（5）不動・八幡（平成26年10月4日） 参加者24名
（6）南浜・門脇２・３（平成27年3月8予定）

第２回市民部会
（1）住吉・大橋（平成27年1月30日） 参加者26名
（2）中央・門脇町１（平成27年2月4日）参加者17名
（3）川口・湊（平成27年3月8日予定）
（4）井内・藤巻（平成27年2月22日予定）
（5）不動・八幡（平成27年2月28日予定）
（6）南浜・門脇２・３（未定） １５



中央地区のデザイン検討案 大島神社（住吉神社）前のデザイン検討案

市民部会の開催

「旧北上川河口かわまちづくり検討会」にて検討された整備の基本方針
をもとに、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、
地域の皆様や河川を利用される方々からご意見を伺っている。

住吉・大橋地区市民部会 開催状況（平成26年8月30日）
各班に分かれ、水辺デザインを意見交換し発表を実施。

上記は検討中のイメージで、実際の整備とは異なる場合があります。

検討しているデザイン案

住吉小学校前のデザイン検討案

＜ご意見（一部）＞
○堤防道路の自転車が危ないので、歩行者と自転車の区分が必要。
○階段のステップ高を低めにして欲しい。階段には手すりがほしい。
○階段は自転車も利用可能なように、スロープ付きのものを設置して欲しい。
○階段の幅について、幅広の階段はよいが、その他の階段（１ｍ幅）はもっと広く

してほしい。
○長い屋根の東屋で日陰をつくって欲しい。
○ヨシ等、植生の維持は住民、小学校、市が協力して行えるようにして欲しい。
○水辺に魅力があれば人が集まり違法駐車が増えるため、対策が必要。

※上記は多くのご意見の一部を記載。

市民部会の開催状況（例）
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防潮堤新設（TP+3.5)
H23～28

廃棄物埋立護岸
H23～25

防潮堤復旧（TP+7.2)
H23～28

臨港道路復旧 H23～25

岸壁・荷捌地復旧
H23～25

岸壁・荷捌地復旧
H23～26

防波堤復旧
H23～25

南防波堤（国施工）

東松島市 石巻市

西防波堤延伸
H23～26

日和岸壁改良復旧（‐11m増深）
H23～27

大手上屋新築
H23～25

企業岸壁公共化(‐4.5m)
H23～28

防潮堤復旧（TP+7.2)
H23～28

防潮堤新設（TP+7.2)
H23～28

災害復旧事業 事業件数 着手率 完了率 事業費 （億円） 着手率 完了率

件
数

実施中 うち完了 全体 実施中 うち完了

港湾施設 ３８ ３７ ３０ ９７％ ７９％ ９１．９ ８０．１ ８０．１ ８７％ ８７％

海岸保全施設 ６ ６ ３ １００％ ５０％ １２６．２ ９９．６ １５．０ ７９％ １２％

合計 ４４ ４２ ３５ ９８％ ７５％ ２１８．１ １７９．７ ９５．１ ８２％ ４４％

石巻工業港の復旧・復興工事の状況

H26.12末時点
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震災による津波で流出した船舶が、再び旧北上川に係留している（H26.9月末時点、８０隻）
・安全防災（津波・高潮・出水）及び環境上の支障からの懸念
・このペースで増え続ければ、今後の復旧・復興において支障が生じる懸念

これ以上係留船をふやさないために周知活動（指導及び監督）をすすめます

周知活動（指導及び監督）について

・旧北上川には係留をすることができないことについて周知

・係留船の持ち主から関係行政機関への連絡をするよう周知

○関係行政機関（国・県・市等）合同により、係留船舶へ一斉チラシの貼付を実施
○所有者が判明している（若しくは判明した）」場合は、郵送でチラシ等文書を送付

⇒ 本来あるべき係留施設への移動を促す
○確認される箇所及び今後の復旧・復興工事予定箇所へ、連名啓発看板を設置

チラシ 及び 啓発看板 に記載する内容

・係留船の持ち主へ、本来あるべき姿にもとづく監督機関への係留先の照会を指導

配布等する「チラシ」案は次ページのとおり
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旧北上川に長期間係留はできません。
至急移動してください。

漁 船
漁業を生業とする事を目的として
登録している船

事業を営む事を目的としている船
（曳航船・運行船等）

個人的にレジャーを楽しむことを
目的として登録・利用している船

県東部地方振興事務所 水産漁港部
電話：０２２５－９５－７３１８

県石巻港湾事務所 港政班
電話：０２２５－９５－６２７２

北上川下流河川事務所 占用調整課
電話：０２２５－９４－９８５１

船舶等の移動に係る照会先

事 業 船

プレジャー／ヨット

Ｑ＆Ａ

・係留先はどこになるのか？ 係留料金は？

→ 照会のあった船舶に対して、行政機関が個別に提案します。また、係留先によっては料金が発生する場合があります。

・昔から自由にとめてきたのに、今になってなぜ規制されなければならない？

→ 従来から旧北上川には係留することができません。また先の震災においても、船舶が市街地に流出し大きな被害が

発生したところです。

「チラシ」案 表
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東日本大震災が発生

①先の東日本大震災において船舶が市街地に流出にしたこと
による被害の拡大

②長期係留・放置船舶が震災後増加してきている事への沿川
住民の不安の声

③長期係留・放置船舶の所有者からの恒久的な係留施設を求める
声

震災後発生しているこれらの４つの大きな課題について議論・検討するために

旧北上川水面利用者協議会

問い合わせ先

旧北上川水面利用者協議会 事務局 国土交通省 北上川下流河川事務所 占用調整課 電話 ０２２５－９４－９８５１

石巻市 建設部 河川港湾室 電話 ０２２５－９５－１１１１

協議会は、石巻市の復興計画を踏まえ、保管場所も含めた旧北上川河口部の適正な水面利用について議論・検討し、提言
を行うことを目的として、設立されました。

《協議会の構成》 学識経験者 ・国 ・宮城県 ・石巻市 ・水面利用者等 ・沿川住民 ・海保 ・警察

協議会で確認された旧北上川における船舶係留の本来のルール

船種ごとの本来の係留先

漁 船 ⇒ 漁 港
事業船 ⇒ 工業港

ﾌﾟﾚｼﾞｬｰ/ﾖｯﾄ ⇒塩釜・松島のﾏﾘｰﾅ等
※ 将来的には「防災マリーナ」

協議会の場において、旧北上川における本来のルール（船種ごとに本来の係留先に係留がなされるよう、行政の指導及び
利用者のルール遵守が必要）が確認されました。

「チラシ」案 裏

④船舶や係留ロープによる防災活動の支障や、油流出による水質

事故の発生など、防災や環境の面で悪影響を及ぼします。
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本協議会で整理された「本来あるべき姿」の役割分担に基づき

・ 漁 船 → 漁 港
・ 事 業 船 → 工業港
・ プレジャー／ヨット → マリーナ等

に移動するよう周知活動を通じて、指導監督していく。

当面の係留船舶への対応について

プレジャーボート・ヨット ⇒ 近隣マリーナ（防災マリーナ完成まで）
漁 船 ⇒ 近隣の漁港
事 業 船 ⇒ 石巻工業港

移動先について
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