
第 2 回女川町復興計画公聴会 議事録 

（女川・清水地区 意見交換会） 
 
日時：平成 23 年７月２０日（水）１８：００～２０：２０ 

場所：女川町第二小学校 
 

議事１ 挨拶 
○町長：昔の女川のイメージを追いながら、みんなで譲り合うところは譲り合い、協力を求め

て、何とかいち早く復興計画を作りたい。この復興計画はあくまでも基本的なもので、個別

の対応については今後の作業の中で進めていく。まずは、基本の計画を早めに策定する。ま

た、現状の復興計画を想定すると、制度の大幅変更や、町財政の何十倍もの資金が必要なの

で、国の理解も必要で、県と一緒に中央に訴えていく。一方で、多くの方々に現状の計画を

理解してもらうことが大事だと思う。そのためには、住民の皆さんと真剣に議論をする。 
多くの方々のお見舞いや、支援物資を受けて今日がある。皆さん方も、悔しい思いもしな

がら耐えてきていただいている。その気持ちをしっかり再確認し、復興計画に応分のご協力

をお願いしたい。 
この策定委員会の委員は、それぞれ女川町に縁がある。委員会での議論だけでなく、皆さ

ん方と個別に接触するなどの努力をしていただき、真剣に考えていただいて今日まで来た。

その間、いろいろと修正を加えてきたので、さらに皆さんのご意見を確認したい。なおかつ、

膨大な予算が必要となりそうなので、町としては一日も早く計画を樹立して、早めにその意

思を伝えたい。 
災害があまりに大きかったため、仮設住宅や避難所にいる方ばかりではなく、よその土地

に行っている方もいる。そういう方々に対しても、女川の復興の方向に関するイメージを一

日も早くつかんでいただくと、気持ちの落ち着きが違うだろう。皆さん一致協力して、1 人

でも多くの方々に本来の女川をもう 1 回呼び起こしていただけるような復興計画にしていき

たいと考えているので、今日は忌憚のないご意見をいろいろ出していただきたい。 
先ほど行った五部浦の公聴会では、皆さんそれぞれ自分の生活や今後の生業、地域の伝統

や歴史もある中でも、これだけの被害を受けたので、ほとんどの方が高台移転については分

かったと言ってくれた。また、復興のための基盤整備の順序についても一部理解するが、や

はり集落を集約化することに対してはたいへん難しいという意見がほとんどだった。委員の

先生方もそれをとらえて、今後どう決断をしていくかが課題。町なかの方々が高台へ移転す

るときにも単純に抽選で決めてよいのかという課題などがある。これらも含め、自ら生活を

する環境をどうつくっていくかということについて、いろいろな視点から忌憚なくご意見を

出していただきたい。 
 
○鈴木会長：前回、5 月 27 日にこの学校で第 1 回目の公聴会を開催し、5 月 9 日に出した中間

答申を皆さんにお示しした。公聴会で聞いた皆さんのご意見をもとに委員会を重ね、今日皆

さんにお示しする資料のように修正を加えて、今回第 2 回目の公聴会となった。 
まだ皆さんとの接点が不十分と思いながらも、時間などの制約があり、公聴会という形で



ご意見を伺う場を設けていただいた。女川町の人たちが女川町に住んでよかったと思うよう

な計画を作る決意なので、皆さんの生の声をお聞かせいただきたい。 
たとえ復興計画が立派にできても、その暁に人がいなくなったのでは女川の復興計画にな

らない。今でも皆さんの中では、女川に住み続けていいのか迷う方々もたくさんいると聞い

ている。そういう中で、私たちは、女川がもう一度再生できるという復興計画にしたい。ぜ

ひ率直なご意見をお聞かせいただきたい。 
 

議事２ 復興方針・復興構想案について 

・ 柳沼復興推進室長より、復興基本計画（骨子）及び復興計画図（案）について説明を行った。 
 
議事３ 意見交換会 
［復興計画図（案）に対する質疑応答］ 

○町中心部における復興の考え方に盛り土が示されているが、各地域で何メートル程度の高さ

まで盛るのか決まっているのか。 

→事務局：基本的には、漁港部の地盤沈下が発生しているため、漁港部の基準を定める必要が

ある。各地域の盛り土の高さについて、委員会での意見では最大で元の地盤から 5 メートル

程度の高さまでなのではないかという考え方である。図面では、低層市街地再建ゾーンと高

台市街地開発ゾーンがあり、低層市街地再建ゾーン（鷲神地区方面）は、現在の想定で 14 メ

ートルから 19メートルぐらいになると考えている。清水地区はまだ高さの想定をしていない。 

○土はどこから確保するのか。 

→事務局：宮ヶ崎地区等の山を切り崩すなど、町内で土を確保することを想定している。 

○土地を国の方で買い上げるという話を聞くことがある。買い上げる場合には、災害前の価格

で買うのか、それとも災害後の価格で買うのか。 

→町長：被災前価格については、あくまでも希望をしている段階で決まったわけではない。さ

まざまな事業の実績はあるが、今回の場合は被害が広域で国でも算定しかねているのが実情

である。 

  清水地区への運動公園の移転については、今の運動公園を住宅地として活用すれば、何年

も先の話ではなく、現状で復興住宅を建設できる可能性がある。清水地区については運動公

園にして、いざというときには逃げることができ、住宅は高台にあり守られることになる。 

また、清水地区に一部残った住宅については、個別の話し合いをすることになる。先ずは、

全体としての計画を理解していただくことが重要である。 

また、土の確保については切り崩す土の性質を調べる必要がある。現状の案は、宮ヶ崎や

旭が丘の針浜側の山あたりが候補である。 

○どのくらいの年数で造成が完了し住み始めることができるのか。 

→町長：かさ上げをしながら、公園の方は一部住宅を建てられるという状況である。復興住宅

が建設されるというのは、平成 25 年度から始まる。平成 24 年から造成も始まって、平成 25

年から一部そういう復興住宅も建てていく。高年齢の方々も、買うのか借りるのかという問

題、家賃を払うからマンションなどに住みたいという意見もある。具体的な需要について調

査をした上で、復興住宅等の整備も工夫していく必要がある。 



→鈴木会長：高齢社会であるとともに、この復興計画が達成できたときに、若者たちが誰もい

ないということも困る。次の世代につなげることも、復興計画では大きな課題である。両者

とも考慮に入れて、皆さんの意見を聞きながら進めたい。 

 

○復興計画案の中に、今から女川に残ろうとする 20 代、30 代の方々の意見を取り入れたり、

若者に対する公聴会などを行う予定はあるのか。また、女川町は多くの職員がいるため、各

課の意見を聞く必要があるのではないか。 

→鈴木会長：今回の公聴会でもできるだけ若い方の発言を期待している。若い方にとって公聴

会は出にくいものなのか。 

○女川町は年配者の方々の意見を尊重しやすい地域である。公聴会の年齢制限を企画するとい

うのも 1 つの手である。同年代の青年であれば、さまざまな青年団活動等をしているため、

思い切ったプランなども出てくるし、自分たちの気持ちもストレートに出てくると思う。 

 

○どの程度の町民が残って町の再生に尽力するのかによっては、現在の計画が基本的に変わる

こともあり得る。今後の住民の動き方によっては、まだまだこの構想そのものが変化をして

くる可能性は十分にある。 

→鈴木会長：人口の想定については、例えば 7,000 人で出発するのか、5,000 人で出発するの

か、いろいろな立脚点がありますが、きるだけこの女川に人が居残ってほしいし、魅力的に

なったらよそから戻ってくれる人がいることを期待する計画として考えている。 

○嵩上げについては具体的な高さを明確にしてもらえれば、どこに住むべきか決めることがで

きる。たま、産業の再生も必要であり、防災を優先するのか生計を優先するのか優先順位を

決めて進めていただきたい。そうすれば若い人も公聴会に参加するだろう。自分たちが発言

をしても意見が通らないという考え方の町民がいることも事実で、個別の意見を吸い上げ瑠

ような進め方が非常に重要である。 

→事務局：若い世代の意見を取り入れるということはご指摘のとおりと認識している。今回の

検討にあたっても、役場の若い職員等々と各課の職員に意見を求めている。また、女川の災

害 FM では公聴会の状況も放送する予定である。災害 FM は若い世代が運営しており、若い世

代の情報発信によって意見を是非取り込んでいきたい。また、パブリックコメントのチラシ

を配布しているが、こちらについても是非若い世代の方々の意見をいただきたい。また、現

在、復興計画のキャッチフレーズを小中学生から募集をしている。そのような形で次の世代

の意見・メッセージも取り込んでいきたい。 

○公聴会は今回が最後になるのか。 

→鈴木会長：8月 10 日の委員会としての最終答申に向けてた公聴会としては今回が最後の機会

と考えている。 

 

○公聴会資料は、各家庭への配布など参加した人以外ももらえることができるのか。。 

→事務局：検討させていただく。8月 10日までのスケジュールを考慮すると、各家庭個別には

無理かもしれませんが、各避難所等に複数部配布をさせていただくことは可能である。公聴

会や委員会については、全て町のホームページに公開している。ホームページ上でもパブリ



ックコメントを募集したい。 

 

○パブリックコメントは計画の中に反映されるのか。 

→鈴木会長：今回の資料の中にも、前回の公聴会の意見とその反映状況について説明がされて

いる。今回も同様に反映する予定である。 

 

○資料の 3 ページの丸ポツの 2 つ目ですが、総合運動場の移転が示されている。一方 4 ページ

では、居住施設については現運動公園周辺と書いてあり、整合性がとれていないように感じ

る。 

→鈴木会長：居住施設は運動公園そのもののところには住宅地を開発して、運動公園は清水の

方に移設するという考え方が示されている。表現が誤解を招く可能性があるため「周辺」と

いう文字を削除する必要があるかもしれない。 

○若い頃から野球やソフトボールなどさまざまなスポーツ活動を行ってきた。今回の震災によ

って残った町民の財産は運動公園のみである。住民のコミュニティーの形成のためにも、あ

るいは児童生徒の学校教育の活用のためにも、この財産は残すべきだと思う。 

→鈴木会長：委員会においても運動公園の対応については同様の意見が出された。しかし、町

の担当者から、運動公園自体被災をしており同じ場所に復旧するにしてもかなりの費用が発

生するということがわかっている。さらに検討をさせていただきたい。 

→町長：運動公園の陸上競技場は被災しているため、復旧には 10 億円近い予算が必要である。

体育館は、天井が落ちたりしましたけれども被害は少なく、今後、周辺が住宅になったとき

に利用価値もあると考えている。現状の運動公園にある施設のうち、いくつかは残すことも

できるのではないかという話が委員会でも議論されている。 

また、清水地区の問題は、例えば 10 メートル、15 メートルかさ上げするということにな

ると、川の周辺に土手を組んで、平地がほとんど残らないという形になって、十分な土地の

整備ができなくなる可能性がある。女川は伝統的に残す必要があるのではないかという考え

方で検討をしており、運動公園移設が望ましいという話になっている。さらに、津波を受け

た場合、運動公園となる清水側に波を集中させることで、中心部の全体的な被害を少なくす

ることも可能なのではないかという技術的な議論も進めている。 

完全防災は困難であり、漁業・加工業といった地場産業や、観光業も活性化させるために

は海の魅力が重要である。魅力を活かすためには減災、津波から「逃げる」という考えが重

要であり、命と一部の財産を守ることを考えると、住居は高台に移転することが望ましいと

いう考えである。海岸寄りのところはローコストで、たとえばマリンパルは立派な建物であ

ったが、青空市場のような形でも良いのではないか、自然との共生を考える必要があるので

はないかと考えている。 

○ソフトボールについては、昭和 47年に県の高校総体をはじめ努力を続け、三十数年かけてソ

フトボールの町と称されるようになった。我々にとっては財産である。また、全国の皆さん

から柔道の町女川と言っていただくために、ソフトボールと同じように苦労してきた。運動

公園にはさまざまな施設があり、特に第 2 多目的運動場や総合体育館は可能な限り残してい

ただきたい。 



→町長：各施設について、たとえばソフトボール場に復興住宅を建てるということになるかも

しれない。それと平行して、理解が得られれば清水の方のかさ上げを一部早めてソフトボー

ル場を整備することも可能だと思う。 

工場も同様である。かさ上げの順番は当然出てくるため、業界の皆さん方がとにかくやり

たいという要望がとても重要である。相談していくことが、復興計画の大事なポイントであ

る。 

 

○若い人が意見を出しにくいという話が出たが、押さえつけられているというだけでなく、こ

れまで町をつくってきた人たちの意見を尊重したいという思いもある。また、今回の復興計

画は、8月 10 日という期限があるが、共同で作っているという関心を持ってもらうことが重

要である。最近まで復興を考える余裕がなかったが、気持ちに余裕がなければこういう会に

も参加しようとは思わない。例えば期限について、8月 10 日に出来上がることが大事なので

はなくて、今から意見を集めようとしていることが大事だという意味で、変更も可能なので

はないか。 

→鈴木会長：若い人や漁村部の皆さん個別の話を聞いたり、避難所で自主的に食事の準備をさ

れている女性の方々に話を聞くなどの取り組みも必要である。今回の公聴会中も避難所でお

話を伺う機会を設けるなど、できるだけ個別のご意見をいただけるような場を役場の方にも

協力していただいて確保している。 

 

○避難所ごとに公聴会開催していただきたかった。避難所ではさまざまな意見が出る。座談会

のような場があればと思う。 

→鈴木会長：町から説明があったように、避難所にはできるだけ束ねて置かせていただくとか、

その中で意見を聞けるようにしたい。そのような取り組みを行っているという呼び掛けも皆

さんの方で行っていただきたい。 

 

［委員からの意見］ 
○木村副会長：非常にいろいろなご意見をいただき、皆さんが今後どうするか真剣に考えてお

られることをひしひしと感じた。 
これまでいろいろな被災地の復興に関わってきたが、どこでもよく出てくるのは、住宅と

産業の問題。女川でも、住宅問題については早くというご意見が多いが、そうすると場所の

問題が最優先となる。今日の話にあったように山を削って宅地を造成するまでには、用地買

収、山を切る作業、造成が必要で、その全てを宅地の分譲単価に反映すると非常に価格が高

くなり、その価格で被災者の方に買ってもらうのは非現実的。このため、一番身近な、ちょ

っと目の前にある土地を利用する方が手っ取り早いのかもしれない。そこは非常に歴史や思

い出のある場所かもしれないが、人がいればまたいつの日か歴史や思い出は作れる。今はや

はり、ここに生きている人がどう生きるかが最優先。とにかく女川に人が残ればまたいろい

ろなものが作れると思うので、取りあえず今の生活を何とかしなければいけないと思う。 
この復興計画は 1 つの将来像、みんなでこれに向かって歩こうという目標値のようなもの

で、細部の議論はこれから進めていく。その意味で、今日が最後ではなく、今後もいろいろ



な場をつくってご意見を聞く。町にはそういう場づくりを私からもお願いしたい。 
いずれにしても、今日見ていただいた図では、女川がまったく今までと違う姿形で描かれ

ている。人によっては、こんなものできっこないと思う方もいるかもしれないが、できない

と思えばできない。でも、やるという熱意があれば必ずできる。将来の子孫のためにみんな

で安全ないい町を残そうという思いがあれば、私はできると思う。逆にこれは行政だけでは

なく、町民の皆さんの熱意をこれからどう喚起していくかということが非常に大事だと感じ

た。 
 
○福留委員：今日皆さんからいただいた、いろいろな世代のいろいろな声をもっと拾い上げる

べきという指摘は、まさにその通り。そういったご意見は真摯に受け止めて、可能な限りそ

れを反映できるようにすべきとあらためて思った。 
今回議論になった復興計画は、あくまでも女川町としての全体の方向性を示すもの。言う

までもなく、町が決めて進めるものではなく、皆さんとの対話の中で決める。皆さんにとっ

ての将来計画だが、具体的な個別の問題は、この計画ではなくて次の話になる。 
過去の災害では、市・町の全体計画ができた後に、各地区での計画が始まっている。女川

でも、今後、行政区単位もしくは複数の行政区がまとまった連合で、町づくり協議会などを

作って検討することになろう。その段階では、今度は皆さんが計画を提案・説明して、同じ

行政区・地区の中で対話をしながら、町並みや道路のあり方などについて具体的な話を進め

ていく。そういうときも今日出されたようにさまざまな意見をぶつけあっていくことが、本

当の意味の町づくりとして大切。道のりはまだ遠いかもしれないが、その段階でもお手伝い

できることがあれば伺いたい。 
 
○今野アドバイザー：中学校まで女川に住んでいたが、その当時の女川の人口は 1 万 8,000～

9,000 人ぐらいで原発もまだなかった。今回の震災時には、人口 1 万人で、1,000 人ぐらいが

被災した。日本の人口減少以上に急ピッチで人口が減少し、なおかつ高齢化してしまった。 
今後の震災復興はどの人数から出発するかわからないが、今いる人を何とかつなぎとめる

だけでは不十分で、もっと女川に引き込むための仕掛けが必要と考えてやってきた。 
どちらかというと津波に対する安全確保が中心となっているが、前に皆さんの意見を聞い

たところでは、それも重要だが危険を覚悟しながらも何とか生業をつくらなければならない

とのことだった。資金的な問題もあるが、肝心なのは女川の人たちがみんなで復興させると

いう力。やはり基本的には皆さんのご意見を聞きながら一緒に作っていくことが大切。8 月

に基本の計画が出された後も、それをどう実行していくかという過程で、やはり皆さんのご

意見を聞きながらやっていかなければいけないと思う。 
私は、福祉・医療・保健の問題と教育の問題を、もっと前面に立てるべきだと思う。やは

り未来を担う子供たちをどうするのかということは非常に重要なので、単に学校現場だけで

はなくて、町全体として、教育、文化、スポーツをきちんと町づくりの中心に据え、それに

よって女川に住んでみたいという人をつくれたらと思う。 
 

○安住町長：今後ともいろいろ話し合いの場を持つので、いろいろなご意見を、提案も含めて



お願いしたい。皆さんがつくる町なので、一緒になって頑張りましょう。 
 
○鈴木会長：絵に描いたもちにならないようにという今日のご意見は、私たち復興計画委員会

でも一番頭の中に持っている。あるいは、この復興計画をうまく実行した暁に、人がいなく

なっていても問題。この復興計画は、女川の人たちがみな参加して、その一端を担いながら

女川のために頑張ろうという気持ちになっていただかないと、失敗するのではないかという

気持ちでいる。 
今日皆さんからは、非常に大切な視点をご指摘いただいた。まだまだ不十分だが、できる

限りのことをやっているつもりなので、皆さんの方からさらにご指摘をいただければありが

たい。 
 

以上 

  

 


