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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 
 ～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 
 ～石巻市の復興計画に即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 
 ～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～ 

４．規制対象区域について 
 ～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て規制対象区域について議論・検討～ 

５．条例制定の要否・可否について 
 ～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 
 ～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～ 

１ 

旧北上川水面利用者協議会における検討事項 



第１～６回協議会における確認事項 

②当面の係留先の候補地について 

・プレジャーボート・ヨット ～ 旧北上川河口部右岸内港 → 近隣のマリーナ 

①当面の係留先に集約する船舶の種類について 

・事業船及び漁船等は、それぞれ工業港及び漁港へ 
・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隻と想定 

④係留施設の占用及び管理について 

・占用箇所の管理主体は公共団体等の公的機関、管理運営は民間（委託）を含めて検討 
・石巻市が内港地区に恒久的施設を整備 

③河川・港湾区域に係留する場合の申請に係る手続きについて 

・申請主体は地方公共団体等の公的機関（関係法令に基づく設置の申請） 
 「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 

⑤水面利用者への周知方法について 

・市報や北上川下流河川事務所ＨＰへの掲載による広範な周知活動 
・直接連絡または貼り紙の掲示等（船舶の撤去・移動） 

２ 

・プレジャーボート、ヨットの係留保管等に関する照会 → 国土交通省北上川下流河川事務所 
・漁業を生業とした登録漁船の係留保管等に関する照会→ 宮城県東部地方振興事務所 
・事業船の係留等に関する照会 → 宮城県石巻港湾事務所 
・防災マリーナに関する照会 → 石巻市 

⑥関係機関の役割分担について 



【発言内容１／２（要旨）】 
 
○前々回H25.8月に行った協議会では、「漁船は漁港」「事業船は工業港」「プレジャーボートはマリーナ」に集約、マリーナの候補
地を「内港地区」にて検討していくこととなった。今回はマリーナ(船舶集約施設)の整備計画を提示し、旧北上川における秩序ある水
面利用と石巻の復興まちづくりの実現に向け議論いただきたい。 
 
○座長 これまで５回協議会までの間、マリーナの場所を選定しました。マリーナという施設は、旧北上川の秩序ある利用のみならず
災害に強い町を形成することを目的としています。さらに加えマリーナという施設は石巻の魅力を作る拠点となり得ると考えますので、こ
れから議論を発展させていきたい。 
 まずは「防災マリーナ」の整備計画につきまして皆さんのご意見は。 
 
○陸置き１００隻と考えられているが、ハーバーの風景、観光の面とかを考えても水面に係留する方法も考えてはいかがか。 
○防災マリーナにヨットやプレジャー等ということでまさしく旧北上川の水面利用ということで納得はするが、一方でこれまで不法係留し
ていた一般的な事業船、小型漁船がマリーナ整備後係留された場合どのような排除の措置をするのか、市の条例若しくはその他の条
例で規制するのか、また、罰則があるのかご説明いただきたい。 
→法整備については、これからの議論になるが、河川法第２４条、第２６条や港湾整備法がある。しかしながら罰則規定がなかったた
め強制力なかった。今後、河川管理者・県・市の行政機関と協力し罰則規定を含めた条例化に向け整備を進めていきたい。 
→罰則規定を設けていくかについては、今後の「周知活動(監督指導)」を進めながら、長期係留船をどう排除していくか、それでもダ
メな場合など段階的に考えていかないと、いきなり「罰則」というのも難しいと考えられますので、今後様子を見ながら進めてやって
いくべきではないかと思います。 
 
○座長 条例が必要か、罰則規定が必要か、どのような罰則を設けるか、また、罰則が必要であれば段階的に用意していくことも必
要不可欠だと思います。法律を作ってもすぐ執行力があるというわけではない。そういったことを踏まえながら、議論を発展していきた
いと考えます。 
 
○当初、「まちづくり」「風景づくり」というテーマがあったはず、それについて中央２丁目の再開発で「生鮮マーケットが整備され
る」ということで動いていますが、その辺りにヨットやプレジャーボートが長期ではなく一時係留という形で入ってこれるような仕組みを
作ると、「港町らしい風景」が出来ると思うがいかがか。 
→旧北上川河口部は災害復旧工事を進めていますが、元々、船の物揚場として機能していたものは基本残そうとしているエリアがある。
また、「防災マリーナ」においても、完全に全部が陸揚げではなく、ビジターの方々のための水面係留場所である桟橋も考えている。
中央地区も一時的な係留が出来るようになるので、一時係留についてのルールづくりをしていくことが必要と考えます。 

第６回 旧北上川水面利用者協議会の概要① 

日時：平成２７年３月１０日（火）１０時から  会場：石巻市役所 ４階 庁議室にて 

３ 



第６回 旧北上川水面利用者協議会の概要② 
【発言内容２／２（要旨）】 
 
○マリーナ施設の場合、どの規模の船まで受け入れるとか、方法と設備について対象となる船種によりコストもかなり違ってくる。特に
ヨットの場合、陸上保管となると上げ下げするのに大変な労力を要す。マストも有り大変難しい作業になる。コストの面からも景観の面
からも水面係留も併用していただきたい。 
→今回整備するマリーナに「防災」という言葉を付けた意味は、２つの目的(「平常時の安全利用」「災害時の危機管理」)に照らし合
わせて、なるべく水面に浮かぶ船を少なくし、有事の際の被害の極小化を図る目的、基本「陸上係留」という部分は崩したくないとい
う思いがあるます。住民の方々も震災の状況を見ており、震災から得たものを風化させないためにも、これが「石巻のスタイルのマ
リーナです」よといえるような、「震災から何を学んだか」を生かしたマリーナ整備を考えています。なお、今後利用者の方々と話し
合いで決めていきたいと思いますし、協議会でも議論していきたいと思います。 
→マリーナの施設規模については、日和大橋がありマスト高１８ｍ以上の船が入ってこれないことと、旧北上川河口部は浅いので４０
フィートの船が最大の基準と想定しています。 
 
○４０フィートの船のマストがぶつかったので、３６フィートで考えていただきたい。 
○「ヨットをクレーンで上げ下げ」を考えると作業に１時間はかかる。津波が来たらあきらめて係留ということにもなると思われます。 
○「船を係留する(車両を駐車すると同様)場合、「それなりのお金がかかる」「ただで河川に置く(係留)するという発想をやめていた
だく」というような啓蒙活動を行っていただきたい。 
→平成３１年度マリーナ供用開始までの４年間で利用者の方々含め市民の方々、船舶所有の方々と議論して意識を高めていきたいと考
えます。 
 
○防災マリーナが整備されるエリアは、７．２ｍの堤防ができる。その堤防をどこかで切り開いて船舶の出入がある。また聖人堀鉄工所
が周辺に移転してくる。さらには網地島ラインがあり機能が集中する場所であるので、その関係者らとしっかり話し合いをしながら、よ
り良い計画を出していただきたい。 
→検討していきます。 
 
○鎮守大橋が出来て、船舶の航行できる高さを分かる範囲でお聞かせ願いたい。 
→市の鎮守大橋の担当者と話し合いをし、船舶の航行に支障のない高さで計画されています。なお、現在調整中です。 
 
○座長 これからの協議会は第２ステージで皆さんと活発な議論をさせていただきたい。その理由は、石巻の魅力づくりということで、
江戸時代の石巻は交易都市として、江戸へ千石船が出た。我々の先祖様は巧みに川を利用し石巻を繁栄させてきた。「防災マリーナ、
災害に強い町」のみならず、この設備をどう利活用していけば石巻のさらなる魅力をつけていけるかを協議会の場において議論を深
めていかなければならないと考えます。これからこのスケジュールに則って皆さんと議論を深めて行きたいと考えます。できれば皆さ
んと勉強会を兼ねてさらに魅力ある設備にしていきたいと思います。 
 事務局の皆様には、各委員からのご意見を踏まえて進めるようにお願いします。 ４ 



関係法令における罰則規定について① 
河川法施行令等の一部改正による放置艇対策の推進について 

【平成２６年３月２６日付け国土交通省水管理・国土保全局長通達】 
  

放置艇対策の強化(禁止・罰則規定の追加)について(河川法施行令第１６条の４及び第５９条関係) 
１．これまでの経緯及び河川法施行令改正の必要性等について 
  ①河川区域における放置艇の現状 
   プレジャーボートを利用したレクリエーション活動が盛んになるにつれて、各地の河川、港湾、漁港の三水域の公共用水域に放置される船舶が 
   多数発生し、今なお約３万４千隻が全国の河川区域に放置されている。 
  ②放置艇による支障 
  ・放置された船舶は、河川区域内においては、洪水時等の流下阻害、河川管理施設の損傷、燃料の漏出による水質汚濁等の原因となり、河川管 
     理上著しい支障となっている。  
  ・東日本大震災の教訓として、津波によって流出し、堤防を乗り越えた船舶による家屋等への２次被害が懸念されている。 
  ③河川法施行令改正の必要性 
  ・海岸法、港湾法、漁港漁場整備法には既に船舶等の放置を禁止する規定及び罰則規定が設けられており(※)、河川関連法令においても船舶等 
     の放置を禁止する規定及び罰則規定を設ける必要があった。 
  ・平成２５年５月に、国土交通省及び水産庁は「プレジャーボートの適正管理及び利用環境改善のための総合的対策に関する推進計画」を策定し、 
    平成２５年度から１０年間で放置艇をゼロ隻とすることを目標に、河川では、放置艇の撤去を一層強化するとともに、河川区域内で収容できない放 
    置艇を港湾区域又は漁港区域において収容するなど地域レベルで必要な係留・保管能力を充足させることとしたところ。 
 
２．現行規定の概要 
  河川法第２９条で「河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、 
  これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。」と規定されており、同規定に基づき、現行の河川法施行令 
  第１６条の４において河川を損傷すること、土石の投棄、河川管理者が指定した区域内に自動車その他の河川管理者が指定したものを入れること等 
   を禁止している。 

 
３．改正の概要 
  ①現行の河川法施行令第１６条の４第１項第２号において流下阻害の防止及び河川の清潔の保持の観点から、「土石」又は「ごみ、ふん尿、鳥獣 
     の死体その他の汚物若しくは廃物」を「捨て」る行為を禁止していることから、みだりに、すなわち正当な権原又は正当な理由なく、河川区域 
     内に船舶その他の物件で河川管理者が指定したものを捨て、又は放置することを禁止する旨を同号に規定する。 
   ②対象区域は、河川区域内であればおよそ船舶等の放置が洪水時の流下阻害等を及ぼす原因となるおそれがあることから、河川区域全般とする。 
  ③規制の対象物は、主に船舶を想定しているが、個別の河川の態様によって船舶以外にも河川管理上支障となる物件(例えば、浮桟橋等)があり 
   得ることから、河川管理者が指定することとし、指定した場合にはその旨を公示することとする。 
  ④罰則の量刑は、河川法施行令第５９条による「土石」を捨てた場合の量刑と同様に、３月以下の懲役又は２０万円以下の罰金を課すこととする。 

 
４．施行期日について(附則関係) 
  平成２６年４月１日から施行することとする。 ５ 



・平成７年及び平成９年、河川法改正。 
 簡易代執行制度等を創設・拡充。 

 
 
・平成１０年度、河川局長通達発出。 
 河川管理者による不法係留船対策の計画策定、重点的撤去区域の設定、計画的撤去の推進。 

 
 
・平成１１年度、海岸法改正。 
 海岸保全区域における船舶等の放置を禁止する規定及び罰則規定を整備。 

 
 
・平成１２年度、港湾法改正及び漁港漁場整備法改正。 
 港湾区域及び漁港区域のうち水域管理者が指定した放置艇禁止区域における船舶等の放置を禁止 
 する規定及び罰則規定を整備。 

６ 

（※）三水域に係る関係法令における船舶放置の 
   禁止規定及び罰則規定 

関係法令における罰則規定について② 



７ 

（仮称）鎮守大橋について① 

日和大橋 

防災マリーナ 

位置図等 

「門脇町三・四丁目１号線(仮
称)鎮守大橋 橋梁架橋 
河川法第２４条、第２６条、第
５５条申請協議資料」 
（平成２８年２月 宮城県石巻
市）から抜粋 



８ 

(仮称）鎮守大橋について② 

「門脇町三・四丁目１号線(仮称)鎮守大橋 橋梁架橋 
河川法第２４条、第２６条、第５５条申請協議資料」 
（平成２８年２月 宮城県石巻市）から抜粋 
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集合場所【AM9:30集合】 
 水辺の復興・みらい館 

③住吉エリア 

⑤不動町エリア 

④大橋エリア 

➀中瀬エリア ②内港エリア ③住吉エリア ➁－１内港エリア、④大
橋エリア以降は、(国)単独 

るーとずれれれれ 

※上記のルートを合同で移動し活動した。 
  なお、合同での周知活動は③住吉エリアで終了。その後は(国)単独の活          
動とした。 
 

① 

② 

③ 
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長期係留船現地周知活動（平成２７年１１月２５日）① 



 長期係留船現地周知活動で使用したチラシ 

Ａ４版たて 両面印刷 １０ 

長期係留船現地周知活動（平成２７年１１月２５日）② 



【 石 巻 ・ 旧 北 上 川  不 法 係 留 船 を 合 同 巡 視 】 

 石巻市を流れる旧北上川に、船舶を長期間係留しないよう、呼びかける活
動が行われました。  

 東日本大震災の津波では、旧北上川に不法係留された船が市街地に流さ
れ、被害が拡大しました。 
 今日の呼びかけは、不法係留の危険性を認識してもらおうと国や石巻市が
行ったもので、職員１３人が船舶の所有者に声をかけたり、チラシを取り付け
たりして旧北上川には船を長期間係留しないよう呼びかけました。 

 北上川下流河川事務所によりますと、旧北上川の河口付近に放置された船
は現在８０隻ほどあるということです。 

 石巻市では、旧北上川の河口に、安全に船舶を係留できる防災マリーナを
整備する計画で、２０１９年４月の利用開始を目指しています。 

放映日時：平成27年11月25日(水) 11:42～ 
番組名：STRAIGHT NEWS ミヤギテレビ 
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長期係留船現地周知活動（平成２７年１１月２５日）③ 
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石巻かほく ２０１５年１２月１日付掲載 石巻日日新聞 ２０１５年１１月２６日付掲載 

長期係留船現地周知活動（平成２７年１１月２５日）④ 



合同周知活動後の長期係留船所有者からの声 

・係留出来ないのは、知っている。ただし行き先(係留する場
所)が無いため、仕方なく係留している。工事の際は移動す
る。【漁船所有者】 

・防災マリーナが整備されれば、移動したい。 
 【プレジャーボート所有者】 

・河川法が出来る前から、係留している。防災マリーナ整備
は知っている。工事の際は移動する。 

 【プレジャーボート所有者】 

・周辺漁港は居住地より遠方なため、移動できない。 

 【漁船所有者】 
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長期係留船現地周知活動（平成２７年１１月２５日）⑤ 



周知活動における今後の課題 

プレジャーボート所有者は、整備予定である防災マリ
ーナへの入港(移動)に理解を示している。ただし、そ
れまでの間、河川管理者(事務局)としてどう対応する
か。 →周知活動を継続的に行い、防災マリーナへの移動を促す。 

漁船(笹舟)所有者への対応を今後どうするか。 
→漁業を生業としている場合とレジャー目的の使用などで、より細分化した対応が必要と 
  思われる。 

長期係留船の「長期」の定義が必要か。 
→河川法の許可が無ければ係留＝不法となる。 
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長期係留船現地周知活動（平成２７年１１月２５日）⑥ 



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２８年２月（７４隻） 青太字：平成２７年５月（８６隻） 黒字：平成２６年９月（８４隻） 
    緑字：平成２６年６月（６７隻）  赤字：平成２５年９月（６９隻）   青字：平成２５年５月（６７隻） 

内港 
10隻7隻７隻6隻7隻7隻 

門脇・中央 
0隻1隻6隻4隻9隻11隻 

中瀬 
30隻39隻37隻26隻26隻21隻 

住吉・大橋 
16隻10隻8隻13隻11隻11隻 

袋谷地 
11隻17隻17隻12隻10隻9隻 

湊・不動 
1隻1隻1隻1隻1隻3隻 

開北橋から上流 
6隻11隻8隻5隻5隻5隻 

河川堤防工事の進捗に伴い、中瀬 
だけではなく、施工中箇所以外への 
分散化がみられる。 

旧北上川  撮影年月日：平成２８年３月１７日 
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旧北上川 



旧北上川河口部の船舶係留状況について② 

平成２８年２月(平成２７年度末)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74隻】(H27.5時点「86隻」) 

種類 隻数 割合 

プレジャー外 41隻(52隻) 55%(60%) 
漁船 23隻(23隻) 31％(27%) 

釣船 5隻(5隻) 7％(6%) 

事業船 1隻(1隻) 1％(1%) 

ヨット 4隻(5隻) 6％(6%) 

長期係留及び放置船舶の推移（Ｈ２１～Ｈ２７年度末） 

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74隻】(H27.5時点「86隻」) 

所有者所在地 隻数 割合 

石巻市 34隻(39隻) 46%(45%) 
東松島市 2隻(2隻) 3％(2%) 

県内（石巻市・東松島市除く） 2隻(2隻) 3％(2%) 

県外 １隻(1隻) 1％(1%) 

不明 35隻(42隻) 47％(50%) 

計 82隻 
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計 ７４隻 



 事業の進捗状況（Ｈ２８年３月末現在） 

契約62% 

河川事業(堤防工事等)の進捗状況 

◆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% 

H28.3末 契約62% 

完成6% 

◆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 

H28.3末 着手32% 
完成11% 

◆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 

着手・完成64% H28.3末 
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■転落防護柵 

配色はダークブラウン（こげ茶色）とした 

■操作室 

 ・縦長窓としたシンプルなデザイン 

 ・周辺施設との統一感を持たせる ■ゲート 

 ・配色はかわまちづくり等で相談していく 

 ・一般者がゲートと認識でき、奇抜なデザインとしない 

■川裏法面 

 ・張芝（覆土式ブロック）としてマリーナ側からの景

観に配慮 

■監視カメラ 

 海側の監視 

回転灯 

回転灯 

■監視カメラ 

 ゲートの監視 

 注意：今後、かわまちづくり地区別ＷＧ等
の意見を取り入れることとしているため、
詳細は変更となる予定。 
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長期係留船舶の漁港での受入れについて 

 宮城県東部地方振興事務所 
 
   ①係留の方法・受け入れの可否 
        漁港施設は漁業者 ・ 漁船による自由使用が原則であることから，漁港 
    管理者（県）は離島連絡船や給油船舶などの特定目的の岸壁を除き係留 
   場所を指定しておらず，また，漁業者間での係留場所の調整は漁協及び 
   魚市場等に一任している。そのため，漁港施設への係留を希望する場合 
   は，船の所有者が直接漁協・魚市場等と調整する必要がある。 
 ②県管理漁港での係留状況 
     旧北上川から最も近い漁港の石巻漁港は，岸壁が高く，小型船の係留 
   には不向きである。     
     次に近い漁港の渡波漁港は，現在も復旧工事が続いており，既に利用 
     している漁船だけでも係留場所が絶対的に不足しているため，受け入れ 
    はかなり難しいものと思われる。 
     また，他の漁港（女川・雄勝・桃ノ浦・狐崎・福貴浦・寄磯・鮎川・網地・ 
   仁斗田）についても，おおよそ平成３０年度までの工期で工事が行われて 
   いるため，係留場所が不足する状況が続く見込みである。 
          

当面の係留船舶への対応について① 
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沢田 

万石町 

幸町・長浜 

佐須 

梨木畑 

工期（予定） 
～H30.3 

工期（予定） 
～H30.3 （凡例）       

    完成・係留可  
     工事中 
      

工期（予定） 
～H29.3 

渡波漁港の復旧の状況 Ｈ28.3.31現在 

２０ 



 
 

• 平成26年度までに岸壁等港湾施設の復旧事業は完了し，係留施設の機能

は回復している。貨物の取扱量についても，概ね回復基調にある。 

• また，防潮堤整備については，平成30年度の完成を目標に進めており，未

だ工事関係船舶が多い状況である。係留場所に関して，港湾利用者との調

整に苦慮している。 

• 上記の状況から，石巻工業港内に専用の係留場所を確保することは困難で

あるが，関係者と調整した上で係留することは可能である。石巻港湾事務所

へ事前に相談いただきたい。 

                            宮城県石巻港湾事務所  

石巻港区での事業船の係留について 

２１ 

当面の係留船舶への対応について② 

長期係留船舶の港湾での受入れについて 



石巻港区の復旧・復興の状況（平成28年6月現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ※ 工事完成予定年次は，予算状況，入札不調等により変わる場合があります。 

防潮堤新設（TP+3.5) 
H23～30 

廃棄物埋立護岸  
H23～25 

防潮堤復旧（TP+7.2) 
H23～29 

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・航路泊地浚渫（-11m増深） 
H23～29 

大手上屋新築 
H23～25 

企業岸壁公共化(-4.5m) 
H23～30 

防潮堤復旧（TP+7.2) 
H23～29 

防潮堤新設（TP+7.2) 
H23～30 

●凡例 
 赤字  ：  事業継続中 
 黒字  ：  完了 
 赤   ： 復旧事業 
 青   ： 復旧事業（臨港道路） 
 黄   ： 復興事業（防潮堤） 
 緑   ： その他の事業 

防潮堤新設（TP+3.5) 
H23～30 
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●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、復旧復興の支障となった。 

（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 （28.3現在74隻） 

・市街地への流出、油漏
れや沈船による環境被
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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旧北上川防災マリーナ整備計画について① 



 東日本大震災による津波は旧北上川を溯上し、河川内の長期係留船が
市街地に流出し、復旧復興の支障となった。そこで、長期係留船の受け皿と
して「防災マリーナ」を整備し、市街地の安全性向上と秩序ある水面利用を
目指すこととした。 
 平成27年度は、施設の更なる魅力向上と事業採算性アップを目指し、観

光資源や地域リソースを活用した、市の復興と魅力あるまちづくりに貢献で
きるよう、防災マリーナの活用検討を行った。 
 平成23年12月 石巻市震災復興基本計画策定  
 平成24年4月～平成28年 旧北上川水面利用者協議会（継続中） 

（仮称）旧北上川防災マリーナ 
 
・敷地面積：約2.5ha 
・公共施設：マリーナ施設   
 
【特徴】 
津波・高潮時の船舶流出防止を目的と
した、陸上保管を基本とするマリーナ 

１． 防災マリーナ及び周辺エリアのコンセプト 
 「石巻市南浜地区復興祈念公園（仮称）基本計画」や「い
しのまき水辺の緑のプロムナード計画」との連携を図り、防
災マリーナと周辺活用を検討した。 
・魅力の向上：来客用の施設を検討し、交流人口を増やし、 
         またウォーターフロント空間の創出を図り、 
         来訪者の賑わいの創造。  
・産業の充実：周辺施設や観光資源との相乗効果を図り、 
         また離島観光や海洋レジャーの拠点として、 
         地域経済の活性化。 
・回遊性の拠点：水辺のプロムナードなどを通じて、中心市 
         街地や観光拠点、復興祈念公園などとの回 
         遊性の向上。 

２． 所有者の利便性を踏まえた事業スキーム 
 旧北上川の長期係留船所有者にアンケートを実施し、 
長期係留船の年間利用料金を検討した。 
 また、事業条件等を踏まえ、民間事業者の参入、指定
管理者制度の活用、直接運営等について検討・評価し
た結果、指定管理者制度による運営が望ましいことと
なった。 

今後の予定（案） 

平成29年度 指定管理者制度設計 
平成30年度 指定管理者選定手続き 
平成31年度 供用開始予定 

事業化にあたっての課題 

・要求水準の設定 
・防災マリーナとしての、インセンティブの 
 あり方 

これまでの経緯 施設の概要 

昨年度の検討状況 

今後の展望 

日和山からの眺望（想定） 

検討実施箇所 
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旧北上川防災マリーナ整備計画について② 



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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旧北上川防災マリーナ整備計画について③ 



計画的な不法係留船対策の促進について 
〔平成10年建設省河川局長通達〕 

①重点的撤去区域の設定、 
同区域における不法係留
船の強制的な撤去措置に
係る年次計画 
 
②暫定係留区域における
暫定係留施設の設置に係
る年次計画 
 
③斜路及び船舶上下施設
の設置に係る年次計画 
 
④河川における恒久的係
留・保管施設の整備に係
る年次計画 

河川管理者 
地方公共団体 
公共水域管理者 
警察機関 
学識経験者等 

河川管理者 

不法係留船対策に係る計画
の策定 

地域住民 
意見 意見 
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 河川水面の利用調整に関 
 する協議会 

不法係留船対策に係る計画
の内容検討 

旧北上川河口部係留船対策計画（案）について① 



河川管理者 

旧北上川水面利用者協議会 
 

  学識経験者、国、県、市、警察、海上保安部、 
  水面利用者、沿川住民                                      

係留・保管の適正化 水域利用の秩序確立 

水域利用の秩序 

• 水面利用ルールの指
導 
 

自己責任の徹底 

• 受益者負担の原則 
• マナー・ルールの遵守 
• 賠償責任保険への加

入 

係留・保管施設 

• 当面の係留保管施設
の利用 

• 防災マリーナ計画の
情報共有 

規制措置 

• 重点的撤去区域の設
定 

• 所有者への指導 
• 規制措置の周知徹底 

２７ 

旧北上川河口部不法係留船対策計画書(案）について② 

不法係留船対策 
 

＜計画の策定・対策の実行＞ 



Ⅰ．旧北上川河口部における不法係留対策の基本的考え方 
 １．不法係留船対策に係る計画策定の目的 
 ２．不法係留船対策に係る計画策定の方法 
 ３．旧北上川河口部における不法係留船の現状 
 ４．計画の対象区域 
 

Ⅱ．旧北上川河口部における係留保管施設 
 １．当面の係留保管施設 
 ２．恒久的係留保管施設 

 

Ⅲ．規制措置の進め方 
 １．規制措置の基本方針 
 ２．重点的撤去区域の設定 
 ３．重点的撤去区域における不法係留船の強制的な撤去措置に係る年次計画 
 ４．規制措置の周知 
 ５．河川法等に基づく規制手順 
 

Ⅳ．その他 
 １．関係者への広報啓発活動 
 ２．計画推進のための体制 ２８ 

旧北上川河口部不法係留船対策計画書 骨子(案） 



旧北上川河口部における法規制について 

旧
北
上
川
河
口
部 

河川区域 
河川管理者 
（国土交通省） 

漁港区域 
漁港管理者 
（宮城県） 

河川管理者の許可を得ずに河川に船舶を係留することや、桟橋など
の係留施設を設置することは、河川法によって規制されています。 
《河川法第２４条及び第２６条》 

旧北上川の漁港区域には、船舶を係留・放置することはできません。 
《漁港漁場整備法第３９条第５項第２号》 

港湾管理者の許可を得ずに船舶を係留することや，桟橋などの係留
施設を設置することは，港湾法により規制されています。 
《港湾法３７条・宮城県港湾施設管理条例７条》 

港湾区域 
港湾管理者 
（宮城県） 

旧北上川河口部約１０km区間(規制対象区域) 

三水域重複区間(東西内海橋から河口まで) 
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係留船対策行動スケジュール 

H24～25年度 H26年度 H27年度 H28年度 

 

○
確
認
さ
れ
た
事
項 

 
 

 

・
当
面
の
係
留
先
の
決
定
～
漁
港
、
工
業
港
、
マ
リ
ー
ナ 

 
 

 

・
係
留
施
設
占
用
手
続
き
は
公
的
機
関
が
申
請
主
体 

 
 

 

・
係
留
施
設
の
維
持
管
理
は
民
間
含
め
検
討 

 
 

 

・
石
巻
市
が
防
災
マ
リ
ー
ナ
を
内
港
に
整
備
す
る
。 

 
 

 

・
水
面
利
用
者
へ
の
広
範
な
周
知
活
動 

 
 

 
 

・
水
域
管
理
者
ご
と
の
役
割
分
担 
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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 
 ・チラシ配布、啓発看板設置 
 ・船舶の移動、撤去協力要請等 

規制対象区域の検討・設定 
 ・不法係留船対策計画書の策定 
 ・重点的撤去区域の設定、公示 
  等  

H29年度 

是正措置の検討・実施 
 ・関係法令に基づく放置艇対策 

 ・所有者調査、強制的な撤去措置対策  

H30年度 

一定の成果  

H31年度～ 

関係法令に基づく指導・監督 

河川管理者 

 

漁港管理者 

 
港湾管理者 

 

石 巻 市 

 

防災マリーナ整備・供用 

 ・計画、調査設計 

 ・施設整備 
 ・管理運営の制度検討、指定管理者の選定 
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今後のスケジュール(案)について② 

第７回 水面利用者協議会（平成２８年１０月３日） 

・防災マリーナについて（進捗状況報告） 
 
・係留船対策計画書（案）について 

第８回 水面利用者協議会 

 

●係留船対策計画骨子(案)
について、議論をいただきま
す。 
 

●防災マリーナ計画につい
て、石巻市から進捗状況を
報告します。 
 
●係留船対策計画書(案)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回程度のペースで協議会を開催し議論をいただく予定 

・係留船対策計画書骨子（案）について 



旧北上川水面利用者協議会設立まで経緯について 

１ 

 
●従前から 
 ○旧北上川では、不法係留船が約４４０隻確認されており、河口～１４ｋに集中。 
 
 
●平成１６～18年 
 ○「旧北上川不法係留対策会議」が発足 
   国、県、石巻市が不法係留船対策について情報交換。 
  
 
●平成19年6月  
 ○「旧北上川不法係留船対策検討会」が発足 
  従前の「旧北上川不法係留船対策会議」を発展的に解消 
 ○平成２４年１月まで計８回開催。 
 ○各機関における対応状況報告、意見交換。 
 ○啓発チラシ配布、不法係留船所有者への訪問指導を実施。 
 
 
●平成２３年３月１１日 
 ○東日本大震災発生。 
 ○津波により不法係留船のほとんどが流出等の被災。 
 ○約440隻が１０数隻に激減。 
 ○不法係留船が市街地へ流出し被害を拡大。  
 
 
●平成２４年４月１８日 
 ○「旧北上川水面利用者協議会」が発足。第１回協議会開催。 

河口港であった石巻港（昭和30年頃） 

津波により石巻市街地に流出した船舶 

現在の旧北上川(石巻市中瀬付近) 

３２ 



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・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  ：専門的知見に基づくアドバイス 
            ・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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