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東日本大震災調査特別委員会資料（３） 
平成３０年９月７日 
建 設 部 都 市 計 画 課 

 
魚町地区防潮堤について 

 
１ 経過 

魚町地区防潮堤については，6月 8日に開催された東日本大震災調査特別委員会後の経

過は次のとおりです。 

     

※ワーキングとは…自治会及び関係産業団体から選出された 37名の委員で構成され，協 

議会としての意思決定と住民周知を行う会議。      

※運営会議とは……会長，副会長及びワーキング委員から選出された７名の幹事で構成

され，ワーキングの調整を行う会議。  

※地区会とは………単独又は複数の自治会で構成し地元の意見集約と周知を行う会議。        

        【 】内は内湾地区復興まちづくり協議会の会議   

年月日 内容 主な出席者 

平成 30年 

6月 13日 

【運営会議】 

魚町防潮堤に関する要望書に賛同する署名簿作成に向けた協議。 

市：副市長ほか 

 

平成 30年 

6月 22日 

魚町防潮堤に関する要望書に賛同する署名簿の提出（268名の署名） 

（宮城県知事宛て，提出者：内湾地区復興まちづくり協議会） 

市：室長 

県：所長 

平成 30年 

6月 22日 

【運営会議】 

県より，施工ミスに至った原因と経過，土地区画整理事業を遅らせず道路と宅

地を嵩上げして防潮堤は作り直さない案（以下，「新たな対策案」）の説明。 

市：副市長ほか 

県：農林水産部

長，所長ほか 

平成 30年 

6月 30日 

【ワーキング】                               

県より，施工ミスに至った原因及び経過の説明と，新たな対策案の提案。 

そのことを魚町権利者に説明することを容認。            

市：市長ほか 

県：農林水産部

長，所長ほか 

平成 30年 

7月 2日～ 

7月 12日 

【権利者個別説明】 

対象：７～１０街区の権利者 

これまでの経緯と現計画での宅地と道路の段差について説明。（市） 

新たな対策案とその対策後の宅地と道路の段差について説明。（県） 

市：課長ほか 

県：所長ほか 

平成 30年 

7月 11日 

【南町地区会・魚町地区会】 

県より，新たな対策案の説明とそれに対する意見を伺った。 

魚町の権利者から県の説明が不十分であることが指摘され，その場の総意と

して従来計画通り施工することを求められた。 

市：建設部長 

ほか 

県：農林水産部

次長，所長ほか 

平成 30年 

7月 14日 

【運営会議】 

地区会での状況を踏まえ，ワーキング開催に向けた協議。 

市：市長ほか 

県：農林水産部

長，所長ほか 

平成 30年 

7月 14日 

【ワーキング】                                

新たな対策案について協議し，地区会での状況を踏まえ，従来計画通り施工

することを求める方針に変更ないことを確認した。併せて会長が魚町権利者と

住民同士の話し合いをもつことした。                       

市：市長ほか 

県：農林水産部

長，所長ほか 

平成 30年 

7月 23日 
【魚町権利者による懇談会】（非公開） 会長出席 

市：市長 

平成 30年 

8月 3日 

【運営会議】 

内湾地区復興まちづくり協議会として施工ミス発覚後の県の対応に関する深

い失望感を，県に伝え公表することとした。 

市：市長ほか 
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平成 30年 

8月 7日 

【会長記者会見】 

「魚町地区防潮堤工事施工ミスの県の対応に関する協議会としての見解」 

・・・別紙参照 

 

平成 30年 

8月 14日 

宮城県より『「魚町地区防潮堤工事施工ミスの県の対応に関する協議会として

の見解」に対する県からのお詫びとお願い』が会長宛てに提出される。 

  ・・・別紙参照 

 

８月後半以降については県，市，地域において断続的に解決に向けて協議を行った。 
 

平成 30年 

8月 27日 
【魚町権利者会】（非公開） 

市：市長ほか 

県：農林水産部

長，所長ほか 

平成 30年 

9月 3日 

知事記者会見                              

「気仙沼漁港魚町地区防潮堤の施工ミスについて」          ・・・別紙参照 

 

 

２ 添付資料 

 (1) 魚町地区防潮堤工事施工ミスの県の対応に関する協議会としての見解 ・・・資料１ 

（2）「魚町地区防潮堤工事施工ミスの県の対応に関する協議会としての見解」に対する 

県からのお詫びとお願い                                         ・・・資料２ 

 (3)９月３日知事記者会見資料                    ・・・資料３ 

 (4)魚町地区平面図（宅地への嵩上げ影響範囲と宅盤高の比較）宮城県作成資料（Ｈ30.8時点） 

                                  ・・・資料４ 

 

３ 参考資料 

 (1)５月２５日議員全体説明会資料                  ・・・参考１ 

 (2)６月８日東日本大震災調査特別委員会資料             ・・・参考２ 

 

 



 

８月７日記者会見 

 資 料 １  
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魚町地区防潮堤工事施工ミスの県の対応に関する協議会としての見解 

 

内湾地区復興まちづくり協議会 

会 長 菅原 昭彦 

 

今般の魚町地区防潮堤工事施工ミスの発覚後の県の対応に関して、そもそも事

故を起こした責任のある加害者から損害を受けた住民に対しての発言、進め方と

しては不適切であり、私たちは県民と県との信頼関係を大きく損なう事案として

また県政のあり方として深い失望感を覚えています。 

今後、地域住民と県の話し合いが誤解や疑念に満ちたものでなく信頼関係に基

づいたものにしていくため、また県民と県の信頼確保のあり方について、同じよ

うなことが二度と繰り返されることのないように、改めて経緯に関しての事実と

住民の思いについてここに述べます。 

 

１． 内湾地区の防潮堤問題は、防潮堤不要論から始まり、4年以上に渡る多くの

時間と労力を費やし住民と行政がお互い話し合いを進めて一つずつ課題を

克服しながら進めて来たものであり、5 センチ 10 センチの高さを巡って議

論を交わしてきてようやくまとまった計画を不用意かつ単純なミスにより

台無しにしたことに関して、地域住民は驚愕し大きな衝撃を受けるととも

に、やっと新しいまちづくりの展望が開けてきた状況下での容認できない

出来事に極めて強い失望感を抱いております。 

 

２． 本件発覚からこの方、県の様々な立場の方から様々な形で工事ミスに係る

謝罪はあったものの、防潮堤不要論から苦渋の選択をし現在の計画を受け

入れた住民と同じ想いを共有した上での発言がみられないこと、さらに想

いを共有していないことがミス及び本件が長引く原因であることを認識し

ていないと感じています。 

 

３． そのような中で、5 月 18 日のワーキングにおける知事の発言及びその後の

対応については以下の内容の通りであり、それら一連の対応はあらためて

被災地の地域住民に精神的な苦痛や心労を与えることとなっています。さ

らには、民主主義の根幹を揺るがすような態度と進め方であり、住民の県

政に対する不信感を増幅させています。 

 

・県が責任を持って提案した 3案の内から、知事以下県職員の目の前で 内
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湾まち協が総意として「造り直し」を選択したにも拘わらず、それを即座

に否定し、内湾まち協のことを指すのか、気仙沼市民のことを指すのか不

明ながらサイレントマジョリティーは違う意見であると主張し、そのまま

施工を続ける意思表示があったこと。さらにその後の会議などで選択しろ

とは言ってない旨の発言が県職員からあったこと。 

・ミスの責任の所在や分担を明らかにしないまま、作り直しは全て税金 で

賄われると誤解をされる発言があり、また、これまでの防潮堤を巡る経緯

を白紙にするかのように、ミスした 22 ㎝を高い方が安全と言う単純な考

えで整理し、県民の理解が得られないと主張したこと。 

 

・内湾防潮堤における県の合意相手はこれまで全て内湾まち協であった に

も拘わらず、今回だけ県民全体を引合いに出し論理を展開し、あたかも内

湾の一部の人々が我儘を主張しているように、論理を展開しようとしてい

ること。 

 

４． 5月 21日の記者会見において、5月 18日の気仙沼での説明会でも使ってい

ない（さも 22㎝が軽微なことと見える）パネルを使って説明したこと。 

 

５． 2017.3.17 に県職員が間違いに気付いていたことを 6 月 30 日の内湾ワーキ

ング資料にはそれとは分からない形で記載し、説明もしなかったにも拘わ

らず、二日後の県議会常任委員会では県職員の初期的ミスについて詳細に

説明をし、その後すぐには地元に説明がなかったこと。 

 

６． ７月に行った地権者ヒヤリングや地区会での意思表示に関して、協議会は

以前から再三にわたりこの問題は数ではないとの主張をしているにもかか

わらず、またその集計結果に住民が疑念を抱いているにもかかわらず、再

度数による集計結果に基づいた発表やマスコミ対応をしていること。 

 

７． 今回の魚町地区会での嵩上げ案説明会や運営会議では、県の不誠実、不親

切な説明姿勢であったこと。しょうがないから 、してあげるといった態度

が要所、要所に見られ、施エミスをして地域住民に迷惑をかけているとい

うことがまったく感じられないこと。 
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以上のような状況の中、それでも住民は真摯に県の説明を聞き嵩上げ案も検討

してきましたが、以下の理由によりこの限られた時間では理解・合意を得ること

は難しいということがわかりました。 

 

・前述の経緯の通り、地権者の中で県に対しての不信感が相当根強く残っている

状況であること。 

 

・嵩上げ案での説明では 、土地区画整理事業が 2週間程度確実に遅れると説明が

あったこと。また、それ以上の遅れが生じない保障がどこにもないこと。 

 

・道路との格差が最大で 7 5 cmにもなるところと土地が狭いところの対処につい

て、また私有地境界同士の高低差が広がることへの対処について理解が進んで

いないこと。 

 

・不必要な段差を生むことで、不利益を被る住民が出ること。そのことによって

地域の分断を生む可能性があること。 

 

従って、協議会としては、地権者の合意を得ることが出来かつ土地区画整理事

業が遅れなければという前提で検討を進めてきた 22センチ嵩上げ案を現段階でこ

れ以上進めることは出来ないと判断いたしました。 

 

あらためて、6月 30日に県から示された、22センチ嵩上げ案ではなく 6月 6日

の要望書の通り「地盤隆起分を考慮した従来計画どおりの防潮堤施工」「遅滞のな

い土地区画整理事業の推進」を求めます。 

 

 



 

８月１４日県より 

 資 料 ２  
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内湾地区復興まちづくり協議会の皆様へ  

 

「魚町地区防潮堤工事施工ミスの県の対応に関する  

協議会としての見解」に対する県からのお詫びとお願い  

 

この度の気仙沼漁港魚町地区防潮堤の建設に当たりま

して、地域の皆様が幾度もの協議を経て、苦渋の選択をさ

れ、現在の計画を受け入れていただいたにもかかわらず、県に

おける不手際により防潮堤の高さを間違えるという、あってはな

らない事態を引き起こしたことに対しまして、深 くお詫び申し上

げます。 

また、その後の地域の皆様との話し合いにおいて、私の発

言等によりお気持ちを傷つけましたこと、私どもの対応の至らな

さにより大きな疑念と不信感を招く結果になりましたことについ

ても、重ねてお詫び申し上げます。  

 

今月７日の貴協議会の記者会見資料を拝見させていた

だきましたが、「防潮堤不要論から苦渋の選択をし現在の計

画を受け入れた住民と同じ想いを共有した上での発言がみら

れない」、 「知事の発言及びその後の対応はあらためて被災

地の地域住民に精神的な苦痛や心労を与える」、「説明会

や運営会議では、県の不誠実、不親切な説明姿勢であっ

た」など厳しいお叱りの言葉を頂戴いたしました。  

今後は、皆様からのお言葉一つ一つを真摯に受け止め、

信頼関係を回復していただけるよう努力してまいる所存であり

ます。 
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今回、施工ミスに関わった設計業者、施工業者について

は、県の基準に基づき適切に処分を行ってまいります。県職

員についても同様です。また、今回の対策にかかる費用につ

いても、各業者に責任に応じた負担を求めてまいります。  

なお、このことについては、進捗状況を９月に報告させてい

ただきます。 

 

現在、県が提案しているかさ上げ案について、県の対応に

不信感が募る中であったにもかかわらず、皆様で御検討いた

だいたことにお礼申し上げます。  

 

「土地区画整理事業が２週間程度確実に遅れる」との御

懸念については、土地区画整理事業を実施する気仙沼市

と密に調整し、宅地完成に遅れを生じさせないことはもとより、

一日でも早く宅地引き渡しができるよう、県としても全力を尽くし

てまいります。 

 

「道路との格差が最大で 75cm にもなるところ」については、

段差が市で計画している 70cm から追加のかさ上げに伴い

75cm に拡大する宅地のことだと思われますが、段差が拡大す

る片浜鹿折線側から車両の乗り入れを御希望の場合は、

建築計画、駐車場計画などをお聞きし、対応策を御相談さ

せていただきます。 

 

「土地が狭いところの対処」については、車両の乗り入れに

支障のないよう、かさ上げを行わないこととしておりますが、同

様に御希望に応じて対応策を御相談させていただきます。  
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「私有地境界同士の高低差が広がること」については、現

在、追加のかさ上げを行わないこととしている宅地についても、

御希望があれば、かさ上げを行うことで、高低差が広がらない

ようにいたします。 

 

道路から各宅地への乗り入れ等についても、市と協力しな

がら、個々の土地利用や建築計画に応じた対応を行ってま

いります。 

 

かさ上げ案による「不必要な段差を生むことで、不利益を

被る住民が出ること。そのことによって地域の分断を生む可能

性があること」という御懸念については、かさ上げにより市の計

画から段差が拡大する宅地ではその擁壁の増加費用につ

いて、県が費用負担を行うことといたします。  

 

県といたしましては、貴協議会における御懸念を踏まえて、

かさ上げ案について上記の改善を図っていくことといたしますの

で、再度、説明の機会を賜りますようお願い申し上げます。  

 

平成３０年８月１４日    

 

宮城県知事  村井  嘉浩  

 



記 者 発 表 資 料 

平 成 ３ ０ 年 ９ 月 ３ 日 

農林水産部漁港復興推進室 

担 当：鈴木・佐藤 

内 線： ２６７４ 

 

気仙沼漁港魚町地区防潮堤の施工ミスについて 

 

この度，気仙沼漁港魚町地区防潮堤の施工ミスに関して，下記のとおり関係資料を公表すること

といたしました。 

 

１ 公表内容 

 （１）県民の皆様へ 

気仙沼漁港魚町地区防潮堤の高さの決定に当たっては，内湾地区復興まちづくり協議会や地域の

皆様と何度も協議を重ね，防潮堤位置の見直しにより高さを下げる技術的な工夫や起立式ゲートの採

用による見え高の確保などを行い，地域の皆様にもご配慮いただき，ようやくまとまった防潮堤計画

でありました。また，その後の地盤隆起に対応した高さの見直しについても，地域のご要望を踏まえ，

対応してきたところです。 

そのような中で起きた防潮堤の施工ミス以降，地域の皆様が，全く非がないにも関わらず，いわ

れのない批判を受けているとのお話を頂戴いたしました。 

地域の皆様が，防潮堤不要論から始まり，長い期間や多くの労力を費やして，防潮堤の高さを少

しでも下げる努力を積み重ねてこられたことを考えれば，防潮堤を計画どおりに造り直してほしいと

のご意見は自然なことであり，そのようなご批判があるならば，それは多分に県民の皆様に誤解を生

じさせてしまった私たちの責任です。 

地域の皆様に非常につらく，気まずい思いをさせ，ご心労をおかけしてしまったことに対し，大

変申し訳ないと考えております。 

つきましては，県民の皆様に今般の事態について正確に理解していただきたいと考え，これまで

の経過やミスが起きた経緯を下記のとおりホームページ上でも公表することといたしました。 

より早く，このような形で公表すれば，地域の皆様への批判的な意見は出なかったのではないか

と反省しており，今後は，県民の皆様へ積極的に情報発信するよう努めてまいります。 

また，今回の施工ミスはあってはならないものであり，今後，このようなミスが起きないよう，

再発防止策を講じてまいります。 

最後になりましたが，今回の一連の経過により，内湾地区の皆様に多大なるご迷惑をおかけして

いることに改めてお詫び申し上げますとともに，広く県民の皆様にご心配をおかけしていることにお

詫び申し上げます。 

 

平成 30年 9月 3日 

宮城県知事  村 井 嘉 浩  

 

 （２）公表資料 

  ① 防潮堤高さに関する内湾地区復興まちづくり協議会等との協議経過（資料１） 

  ② 魚町地区防潮堤工事の施工ミス概要図（資料２） 

③ 魚町防潮堤工事の施工ミスに至った原因と経過（資料３，資料４，資料５） 

  ④ 施工ミスに関する内湾地区復興まちづくり協議会等との協議経過（資料６） 

  ⑤ 「魚町地区防潮堤工事施工ミスの県の対応に関する協議会としての見解」に対する県からのお

詫びとお願い（資料７） 

 

２ 掲 載 先 

  宮城県ホームページ＞トップページ＞プレスリリースをご覧ください。 

 資 料 ３  

 

































 魚町地区平面図（宅地への嵩上げ影響範囲と宅盤高の比較） 

1 

変更後宅地高･･･赤 
変更前宅地高･･･青 

今の計画より ５ｃｍ嵩上げ 

今の計画より１０ｃｍ嵩上げ 

今の計画より１５ｃｍ嵩上げ 

今の計画より２０ｃｍ嵩上げ 

＋５ｃｍ 
＋１０ｃｍ 

＋１５ｃｍ 

＋２０ｃｍ 

＋１０ｃｍ 

＋５ｃｍ 

片浜鹿折線沿いの小さい区画（白抜き）は嵩上げを行なわない計画としていましたが，地域の一体感
を損ねず，より使い勝手の良い宅地になるよう，ご希望を伺いながら高低差が生じないよう盛土などを
行って参ります。 

宮城県作成資料（H30.8時点）  資 料 ４  



 参 考 １    
 

議員全体説明会資料 
平成３０年５月２５日 
建 設 部 都 市 計 画 課 

魚町地区防潮堤について 
 
１．経  過 

魚町地区防潮堤については，去る 3 月 28 日宮城県から気仙沼漁港魚町地区防潮堤の天

端高について，地盤隆起分を考慮しない防潮堤高（T.P.+5.1ｍ+0.22ｍ）となっているこ

とが判明した旨の説明を受けました。 

経過については次のとおりです。 

【 】内は内湾復興まちづくり協議会の会議 

年月日 内容 

平成 27年 6月 9日 
宮城県が防潮堤本体工事の仮契約 

（平成 27年 7月 3日議決） 

平成 28年 5月 11日 
内湾地区復興まちづくり協議会が，宮城県に対し「地盤隆起を差し引いた防潮堤の

高さ」への見直しを求める要望書を提出 

平成 29年 2月 28日 国土地理院による水準点の見直し公表 

平成 29年 3月 6日 
【ワーキング】 

宮城県から内湾地区の防潮堤の高さを 22cm下げることの報告を受ける 

平成 30年 3月 2日 
宮城県が防潮堤天端高の確認 

天端高に誤りがあるとの疑いから，宮城県が施工業者に対し再測量を指示 

平成 30年 3月 6日 再測量の結果，施工ミスが判明 

平成 30年 3月 28日 
宮城県から施工ミスについて，市長・副市長が説明を受ける。また，防潮堤工事の

工期が平成 30年 3月末から平成 30年 9月末まで延長したとの報告を受ける。 

平成 30年 4月 5日 市から内湾地区復興まちづくり協議会運営会議メンバーに内容説明。 

平成 30年 4月 9日 

【運営会議】 

河端副知事外県職員が出席し，謝罪と説明を行った。14日に内湾地区復興まちづ

くり協議会ワーキングを開催し公表することとした。 

平成 30年 4月 14日 

【ワーキング】 

河端副知事外県職員が出席し，謝罪と説明を行い公表した。 

【運営会議】 

今後の流れの確認。（ワーキング終了後開催） 

平成 30年 4月 23日 
【運営会議】 

対策案と今後の地区会開催に向けた協議。 

平成 30年 5月 1日 

          5月 2日 

【地区会及び権利者説明会】・・・資料１参照 

宮城県気仙沼地方振興事務所長外職員が出席し，謝罪と対策案の説明を行った。

（3案提示） 

平成 30年 5月 8日                                           

～5月 11日 

県による魚町地区での個別意向調査開始。 

 

平成 30年 5月 11日 魚町権利者による会合・・・資料３（2）3頁以降参照 

平成 30年 5月 14日 
【運営会議】 

対策案と今後のワーキング開催に向けた協議。 

平成 30年 5月 18日 

魚町二区自治会長がまちづくり協議会へ要望書を提出・・・資料２参照 

【ワーキング】・・・資料３，４参照 

県の意向調査結果と魚町有志による再調査結果の報告を踏まえた対策案の協議。

ワーキングの総意として，「誤った高さの防潮堤を造り直すこと」を決議。 

宮城県知事からは「防潮堤をそのまま施工案」で進めたい方針が示された。 

平成 30年 5月 21日 宮城県農林水産部長宛てに「魚町防潮堤について」を送付・・・資料５参照 



  
 

２ 

 

 

２．５月１日，２日地区会及び権利者説明会資料・・・・・資料１ 

 

３．魚町２区自治会長からの要望書・・・・・・・・・・・資料２ 

 

４．５月１８日ワーキング資料・・・・・・・・・・・・・資料３ 

 

５．５月１８日ワーキング議事録 ・・・・・・・・・・・・資料４ 

 

６．宮城県農林水産部長宛て「魚町防潮堤について」 ・・・資料５ 

 



 

 参 考 ２  
 

東日本大震災調査特別委員会資料（６）                               

 

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ８ 日 

建 設 部 都 市 計 画 課 

 

魚町地区防潮堤問題への対応について 
 
１ 経過 

魚町地区防潮堤については，5月 25日に開催された議員全体説明会後の経過は次のと

おりです。 

【 】内は内湾復興まちづくり協議会の会議 

年月日 内    容 

平成 30年 5月 28日 
【運営会議】 

要望書についての協議 

5月30日 
【南町地区会】 

これまでの経過等の説明と，署名活動に向けた協議 

6月 6日 要望書提出（内湾地区復興まちづくり協議会，気仙沼市，気仙沼市議会議員連名） 

 

【要望書提出の概要】 

要 望 先 日   時 場   所 

宮城県知事 
対応者（河端副知事） 

６月６日（水）午後５時３０分～ 
提出者 
（菅原会長，菅原市長，菅原議長） 

宮城県庁 
４階（庁議室） 

宮城県議会議長 
対応者 
（中島議長，只野副議長） 

同 日    午後５時５０分～ 
提出者 
（菅原会長，菅原市長，菅原議長） 

宮城県議会棟 
３階（議長応接室） 

 
 
２ 内湾地区復興まちづくり協議会要望書・・・・・・・・・資料１ 
 
３ 気仙沼市要望書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・資料２ 
 
４ 県知事及び県議会議長のコメント 

宮城県知事（河端副知事） 
・県のミスでご迷惑をお掛けしている。まち協にも何回を会議を開催いただき申し訳ない。 

  ・住民に理解をいただける方策を検討している。海が見えること，早期の復興に心掛ける。 
・市の協力をいただき，方策を早くまとめ，住民に丁寧に説明していく。 

 
宮城県議会議長 

 ・これまでのプロセス，積み重ねの重さを感じた。 
 ・議会の中でさらに深め，執行部とも話をしていきたい。 
 ・合意が大事であり私も汗をかく。 

 
５ 今後の予定について 

  本市としては，今後とも宮城県と地域住民及び地権者との早期の合意形成に向け，

最大限の努力を引続き行ってまいります。 

 


