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はじめに 

筆者は、平成 23 年 6 月から 24 年 9 月まで南三

陸町で震災復興計画の策定に関わった。二度と津

波により人命を失わないまちづくりを目指すこと

が最大のテーマであった。 

「なりわいの場所は様々であっても、住まいは高

台に」 

復興計画の町民への説明において、住宅の高台

移転を土地利用計画の中心においた同計画案を住

民説明する際、資料上段に掲げた言葉である。 

 

東日本大震災から４年以上経過し、東北被災地の

各地は復興計画を策定し、各種復興交付金事業に

より今、復興事業の最盛期を迎えている。 

しかし多くの津波沿岸被災地において、未だ土地

利用計画が決まっていない箇所が存在する。 

津波被災地そのもの、防災集団移転跡地、災害危

険区域である。 

多くの復興事業計画において、まず内陸部や高

台の土地利用にかかる事業を進めており、移転跡

地は建築基準法第 39 条に基づく災害危険区域を

指定し、商業、観光、水産等、住宅地以外の土地利用

を行うものとされる。 

そして、津波の形跡を物語る「災害遺構」もそこ

に存在する。 

 

東日本大震災の被災地では、震災祈念公園の整

備や災害遺構保存が検討されているものの、合意

形成や維持管理等の課題も多い。 

本稿では、南三陸町の防災対策庁舎のその周辺

の土地利用計画事例を中心に、災害の記憶を継承

するための都市環境デザインの可能性や復興計画

における課題について検討する。 

 

 

 

 
          防災対策庁舎 H23.6 筆者撮影 

 

南三陸町防災対策庁舎について 

この建物は、多くの震災報道のテーマとなって

おり、ある意味、震災後の南三陸町を代表する建物

になっている。概要、経過を整理する。 

１ 建設経緯 

① 平成6年、防災無線の経年劣化と難聴対策と

して更新計画 

② 平成 7年に阪神淡路大震災発生 

③ 当初役場本庁舎（S32 建築）に設置予定だっ

たが、同庁舎は宮城県沖地震に耐えられな

いことから、隣地に耐震性を重視して建設。 

２ 建物概要 

重量鉄骨造３階立て、地上 12ｍ、H8竣工 

 工事費約 8000万円、 

建築面積 133 ㎡、延べ面積362 ㎡ 

 １階（多目的ホール） 

 ２階（防災対策室、情報処理室、放送室） 

 ３階（書庫・自家発電装置、燃料タンク） 

３ 被災状況等 

・高さ１５．５メートルの大津波が押し寄せ，高さ１２メー

トルの防災対策庁舎は鉄骨の骨組だけが残った。（チリ地震津

波の最大波高は６メートル）  
・隣接していた行政第一庁舎，第二庁舎は流出した。  

・地震観測後，町災害対策本部が設置され，職員が情報収集等

に当たっていたが，大津波襲来により庁舎の屋上に避難した。

屋上の床上３．５メートルに達する大津波に襲われ，町長ら１

１名は生還したが，職員や住民４３名が犠牲になった。  

・庁舎前には献花台が設置されており，多くの人が手を合わせ
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る場となっている。 

・防災無線で町民に最後まで避難を呼びかけ犠牲となった女性

職員については，全国的に大きく報道され埼玉県の公立学校の

道徳の教材になった。  

  

４ 危機管理課職員の殉職 

 「大津波警報が発令されました。高台に避難してください」 

防災無線の呼び掛けが、多くの命を救った。だが、声の主の行

方は震災から１カ月たった今も知れない。  

 ３月１１日午後２時４６分、宮城県南三陸町の防災対策庁舎

２階にある危機管理課。 町職員遠藤未希さん（２４）は放送

室に駆け込み、防災無線のマイクを握った。  

 「６メートルの津波が予想されます」「異常な潮の引き方で

す」「逃げてください」 防災無線が３０分も続いたころ、津波

は庁舎に迫りつつあった。「もう駄目だ。避難しよう」。  
上司の指示で遠藤さんたちは、一斉に席を離れた。  

 同僚は、遠藤さんが放送室から飛び出す姿を見ている。  

 屋上へ逃げたはずだった。が、津波の後、屋上で生存が確認

された１０人の中に遠藤さんはいなかった。  

  南三陸町の住民約１万７７００人のうち、半数近くが避難

して命拾いした。 遠藤さんは、多くの同僚とともに果たすべ

き職責を全うした。         河北新報 H23.4.12 

 

 遺体は４月２３日、志津川湾に浮かぶ荒島の北東約７００

メートルの地点で捜索隊が発見した。 河北新報 H23.5.2 

 

５ 宮城県震災遺構有識者会議 

 同会議では「震災遺構として、ぜひ保存すべき

価値がある」と評価され、次の意見が報告書に記

載されている。 

・世界的に最も認知度が高く，３．１１東日本大震災について

問いかける力が非常に強い。原爆ドームにも劣らないインパク

トを持ち，強い発信力がある。 

・遺族の心情にも配慮が必要であり，拙速に判断するのではな

く時間をかけて考えることも検討すべきである。また，町だけ

に対応を委ねるのは負担が大きいため，県などの第三者が関与

することも検討すべきである。 

 

河北新報 H27.1.29 

 

６ 県有化「賛成」６割 

東日本大震災で被災した宮城県南三陸町防災対策庁舎の保

存の是非をめぐり、南三陸町は２５日、震災から２０年間、県

有化する可否を町民に問うパブリックコメント（意見公募）の

結果を発表した。「賛成」が約６０％を占め、「反対」（３５％）

を上回った。町が６月中に決定する県有化受け入れの判断に大

きく影響しそうだ。 

 意見公募は全約４７００世帯を対象に４～５月に実施。回答

率は約１４％。寄せられた意見６６４件のうち、提出要件を満

たしたのは５８８件。そのうち賛成意見が３５０件（５９．

５％）、反対が２０６件（３５．０％）、その他が３２件（５．

４％）だった。 

 町によると、賛成意見は「次世代に震災の教訓を残したい」

と遺構の必要性を指摘。反対は「（震災を思い出すので）見た

くない」という内容だった。その他には「町長に一任したい」

とする意見もあった。 

 佐藤仁町長は同日の定例記者会見で「町民の意見を真摯（し

んし）に受け止め、議会の議論も踏まえ対応方針を決めたい」

と述べた。賛成が過半数を占めた結果について、「（２０１３年

に解体された気仙沼市の）第１８共徳丸の保存には住民の約７

０％が反対した。４年という時間や町の財政負担がないことが

影響したのではないか」と話した。 

 町防災対策庁舎をめぐっては、佐藤町長は１３年９月、財政

上の理由などで保存を断念し、解体撤去を表明。県震災遺構有

識者会議の「保存する価値がある」との結論を踏まえ、村井嘉

浩宮城県知事はことし１月、３１年までの県有化を町に提案し

た。                     河北新報 H27.5.28 

 

7  町民に意見を聴いて決める町の姿勢 

 南三陸町は様々な復興過程において重要な事項

を決める際、町民の意見を聴いて検討してきた。 

 平成 23 年度７月、筆者が関わった復興計画策

定の初期段階においても、町長・副町長自ら各地

の避難所に出向き、同町の震災復興の方向性につ

いて意見を聞く「地域懇談会」を２３箇所で実施。

宮城大学の支援も得てワークショップ形式で意見

を聴いた。 

 防災対策庁舎の県有化においても、町は４月１

日、全約４３００世帯に毎月配布する広報紙とと

もに、自由記述式の意見書と返信用封筒を送付、

郵送のほかにファクスやメールでも受け付けた。

また、町外の賃貸住宅など、みなし仮設住宅に配

布漏れがあったとして、５月８日まで意見受付期

間を延長している。 

 佐藤仁町長は「デリケートな問題で、町民が説

明会等の場で意見を述べるのは難しい」とパブリ

ックコメントを採用した理由を説明された。 

 ６月の議会での請願審査を経て、町長が判断を

行うこととしている。 
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南三陸町震災復興計画 

防災対策庁舎と原爆ドーム 

 被災地の原野に骨組みだけが残る防災対策庁舎

を見た時、多くの方は広島の被爆の象徴である原

爆ドームを連想するのではないだろうか。 

 宮城県の震災遺構有識者会議において出された

意見にも庁舎が「原爆ドームにも劣らないインパ

クトを持ち、強い発信力がある。」と述べられてい

る。では、原爆ドームを人々がどの様にとらえ広

島平和記念公園の設計計画や都市計画にいかにし

て組み込まれたのか。 

 

1949 年 5 月 11 日、広島平和記念都市建設法が国会で決議

された。それに伴い採用された東京大学助教授・丹下健三氏の

平和記念公園設計案では、100 メートル道路から平和記念資料

館の列柱を通して広島平和都市記念碑（慰霊碑）、原爆ドーム

を見通すことができる軸線を通した計画であった。丹下氏は原

爆ドームを含めた設計案を製作していたのである。しかし、設

計時点で原爆ドームが存置されるかどうかは定かではなかっ

た。後年、丹下は原爆ドームに関して次のように述べている。

「原爆ドームは当時広島県立産業奨励館と呼ばれた、広島では

モダンな建物のひとつでした。その産業奨励館が三角形（の形

をした中島公園）の頂点よりやや東よりの川向こうに、ドーム

の鉄骨をむき出しにしたままの悲しい姿を残していました。こ

れについても、議論は二つにわかれていました。悲惨な姿は平

和時にはそぐわないから取り払おうという意見と、いや悲惨だ

からこそ残そうという考えです。私は残すべきだと思いました。 

原爆の恐ろしさ、残虐さ、非人間性、そうしたことを永久に

忘れないために、もう二度と人類が原爆を使用しないために、

このドームはシンボルとして残すべきだと考えたのです（『原

爆ドーム世界遺産登録記念誌』 1997）。」 

 

当時、原爆ドーム存置に関する議論が二つに分かれていたと

いう事実、そしてその主たる主張、そして平和記念公園を設計

した丹下自身が、存置についてどのように考え設計案を作った

のかということが、この発言からよくわかる。 

 

1950 年 2 月 11 日の中国新聞によれば、広島市が旧産業奨

励館保存と平和祭の在り方で被爆体験者 500 人に対し「広島

原爆体験者についての産業奨励館保存の是非と希望に関する

世論調査」（1949 年 10 月実施）を行った。それに対し428 人

が回答を寄せ、奨励館の保存は、62％ が望み、35％ が取り払

いたい、2.6％ が意見なしと回答した。 

その理由は、「記念のため」「戦争の戒め」「平和の象徴」な

どであった。逆に取り払いたいという主な理由は「惨事を思い

出したくない」が多勢を占めた。市民、特に被爆体験者の多数

が保存を望んでいたという事実が、ここでも明らかになってい

る。 

 

広島の戦災と南三陸町の震災。原因も時代も違

うが、事後４年を経過した時点で、行政による遺構

の保存是非について調査が行われた点、そして、保

存解体を望む意見の割合がそれぞれ約 60％、

35％と似ているところに歴史的な偶然を感じると

ころである。 

また、南三陸町の震災復興計画における当初の

震災復興記念公園は、八幡川と JR 気仙沼線、そし

て志津川湾に囲まれ三角の形状であった。平和記

念公園も元安川と太田川に囲まれた三角形であり、

筆者は南三陸町での復興計画策定時において、平

和記念公園と原爆ドームを連想せざるを得なかっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

http://ja.wikipedia.org/ 
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震災復興祈念公園計画 

  鉄骨がむき出しになった原爆ドームと、防災対策

庁舎。そして平和記念公園と震災復興祈念公園。 

 広島市議会が原爆ドームの永久保存を決議した

のは1966年7月11日であり、終戦から21年が経過

していた。丹下健三らはまだ原爆ドームの保存が決

まっていない 1949 年に、慰霊碑から原爆ドームを

望むことのできる軸線を意識した平和記念公園を

デザインしていた。 

 南三陸町では、旧市街地の中心部である八幡川

右岸のエリアを震災復興祈念公園として整備する

震災復興計画を策定した。しかし、東日本大震災復

興交付金の「都市公園事業」計画においては、その

採択基準として次の要件が示された。 

 

１ 復興まちづくりにおける必要性 

① 津波防災緑地 

津波の減衰、漂流物捕捉機能を有する公園 

背後の守るべき市街地との関係、多重防御 

② 防災公園 

避難地等の機能を有する公園 

避難者数や避難経路の合理性 

地域の津波避難計画との整合性 

２ 整備規模について 

① 面積 

   事業の目的、期待される機能に対して合理的な規模の面

積であること。 

   主に防集跡地や公有地を有効に活用するなど、効率的な

整備を行うもの 

② 盛土の規模、コスト 

   期待される機能に見合ったもの 

   残土活用などコスト縮減が図られている 

   基盤整備以外の施設整備が過大でないこと 

  

 平和記念公園の事業において、国、県、市がどの

ように財源措置を行ったのかは、未調査であるが、

平和記念を象徴するメモリアル、鎮魂の空間をデザ

イン公募し事業化されたと考えられる。 

一方、自主財源が乏しい南三陸町は、復興交付金

事業交付要項の範囲内で事業計画を立てざるを得

ない。しかし、上記「都市公園事業」では、津波減災

や避難場所として実用的機能を有する計画を交付

対象とし、メモリアル空間としての機能については

考慮されておらず、筆者在任期間中の平成 24 年 9

月までには、震災復興祈念公園の土地利用計画を

立案することができなかった。 

平和記念公園の設計デザインが、原爆ドームを視

線に取り込んで設計された様に、筆者らにも防災対

策庁舎を保存する前提でのデザインを検討し、復

興庁、国交省を動かす震災復興祈念公園計画を立

案したい思いがあった。 

しかし、平成 23 年 9 月に町議会が庁舎早期解体

の陳情を採択する状況においては、そのこと南三

陸町庁舎内で口に出すことは憚られた。 

 

今後の展開 

町は建築家、志津川地区のグランドデザインを隈

研吾氏（JV）に委託し、復興祈念公園エリアと市街地

を結ぶ人道橋を設計。また、八幡川河口に近いとこ

ろにかかる橋は現在デザインコンペティションを行

っている。 

平成 27 年 6 月には防災対策庁舎の県有化につ

いての見解が町長から示さているであろう。 

震災復興祈念公園エリアのデザインについても、

今後より具体的な検討がなされ、全国より持続的

に多くの方が訪れる空間になることを願って止ま

ない。 

 

 

 

 

H27.1.22  ｹﾝﾌﾟﾗｯﾂ 
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終わりに 

筆者は JUDI「災害の記憶研究会」に参加し、

H27.4.24～4.27 に行った東北視察の企画を検討し

た際、視察メンバーにどこよりも最初に紹介したか

った災害遺構は「南三陸町防災対策庁舎」である。 

県有化についてのパブリックコメント実施中であ

り、町として保存方針を明言することはできないデ

リケートな期間において、阿部企画課長に我々の視

察に対応いただくことは、心苦しい状況であったが、

快諾いただいた。 

また、視察当日は、佐藤仁町長にご挨拶だけする

つもりで facebook にて個人的にご連絡していた。

町長は我々の視察テーマが災害遺構と聞くと、「防

災庁舎について一番知っているのは私である。」と

公務多忙な中、我々に２０分以上直々にご案内をい

ただいた。改めて感謝申し上げたい。 

 

また、復興事業において多忙な中、また休日にも

関わらず丁寧に視察対応いただいた各自治体や

UR都市機構等のみなさまに改めて感謝申し上げた

い。 

 

我々は、本調査研究を通して復興まちづくりデ

ザインの課題を対外的に情報発信し、もうすぐ５年

を迎え記憶の風化が進む東北沿岸被災地の現状に

ついて関係各位により関心をもっていただき、引き

続き支援する動機付けの一助になれば幸いであ

る。 
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