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第 2 回女川町復興計画公聴会 議事録 

（浦宿・鷲神地区 意見交換会） 
 
日時：平成 23 年７月２１日（木）１４：００～１６：２０ 

場所：女川高校 
 

議事１ 挨拶 
○町長：この公聴会は、これからの女川町がどういう方向で進むかを検討する重要な場。復興

計画は、多くの方がこれを身近に感じ、納得したものでなければならない。押し付けがまし

い計画ではいけないという基本でやっている。なかなか情報が伝わりにくいということもあ

るので、本日、ご意見をいただくとともに、今後身近な方々に内容を伝えてほしい。 
これまで 4 回の委員会を開催し、8 月 10 日頃に最終答申をいただく。県が 10 年間として

いる復興を、なぜ女川町は 8 年かという疑問もあろう。こういうときこそ、住民とともに自

ら復興計画を検討し、いち早く中央に伝えていくことが必要である。国や県の検討結果を待

つということではいけない。 
津波被害の実態は、各地区で違う。二度とこうした災害を受けないまちづくりをどう進め

るか。原則として、今回のような津波でも完璧に被害を防ぐことは難しく、減災からスター

トしている。自然との共生ができれば生きがいも生まれるので、それを抜きには考えられな

い。そういう気持ちを大切にしつつ委員会で検討してもらっている。委員はみな女川町に縁

のある方々で、すでに町民の方とも接触を持ってもらっている。スタートから熱心に議論を

し、住民の方々の意見も聞きながら案を修正して最終とりまとめに向けて検討している。今

日の公聴会も有意義なものとしてもらいたい。 
個別の詳細な検討は今後行っていくので、今回は、骨子としての方向性の基本を議論して

いただきたい。皆さんには、犠牲にしていただかなければならないこともある。たとえば高

台に移住することについては、だいぶご理解いただけていると思う。また、海岸付近は常に

冠水で悩んでいることから、かさ上げという大規模事業もあえて盛り込んだ。離半島部では、

集落の集約化には強い不安があるというご意見もあるが、これも委員会で検討する。そこに

生きる方々の思いを大切にし、中央からもしくは我々が押し付けるという形では限界がある

ことを踏まえなければならないと思っている。よろしくお願いしたい。 
○鈴木会長：これまで委員会は 4 回にわたって検討した。2 回目の委員会で中間答申をとりま

とめ、この会場で 1 回目の公聴会を開催している。その後 2 回、委員会を開催し、公聴会に

おける皆さんのご意見等を踏まえて、今日皆さんにご提示する内容となった。8 月上旬には

最終答申をまとめたいので、公聴会としては今回で終わり、骨子案に皆さんの意見を反映し

ていく。 
しかし、いろいろな方の話を聞くと、まだ復興に対する不安の声が聞かれる。たとえば、

高台に家を作っても、そこで仕事が確保できるかわからず、移転する決断ができないという

ご意見がある。復興計画は、どれほど立派なものができ実行できても、人が激減しては成功

とはいえない。今生き残ってがんばっている人々がここで生活し続ける、または若い人々が
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ここへ戻ってくる町にしないと、復興計画は成功ではない。そのためにはより多くの人々の

意見を反映する必要があるという気持ちで今日ここに臨んでいる。率直なご意見を聞かせて

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 

[質疑] 

①浦宿、針浜、大沢の安住など海際の方は、高潮で長靴を履かなければ家に入ることができな

い。たとえば、浦宿と針浜にある川を止めて、満潮時にポンプでくみ上げれば解決できる。

具体的な計画を考えていただきたい。 

②また、全く異なる話になるが、福島の原発のことを考えると、脱原発を目指して、電力資本

が再生可能エネルギーに進出してこそ、私としては女川町を守れるし、漁民も守れる。津波

の来る女川、原発のある女川からは町を捨てて出て行ってしまうだろう。10 年後には 4,000

人程度になってしまうかもしれない。十分に考えていただきたい。 

③原発に依存しながら今日まで来ているのに、この資料の中には一言も書いていない。女川で

福島のような事故が起きたら復興計画どころではない。資料の 5 ページに、自立型エネルギ

ーが示されているが、はっきりと原発廃炉を明記して、身の丈に合った地方自治本来の姿に

戻ってもらいたい。 

④復興計画案という大変立派な案ができたと思うが、人口が減れば税金の面で負担が増えてい

くことになる。具体的な人口を想定して、たとえば 3,000 人になればこのような状況になる

かもしれないというようなお金の面の案も出してもらいたい。 

⑤今回の津波では JR のトンネルがふさがったので波が来なかったが、ふさがらなかったら第一

小学校あたりも被災していた。できればトンネルではなく、道路側を通る線路を敷設するよ

うお願いしたい。 

→町長：①地盤沈下による冠水の問題については、地震・津波によるり災出はないけれども、

毎日のように床下・床上浸水になっている現状を考えると、前回や大規模半壊等を認めるべ

きであるという話が出てきている。復興計画の中に取り入れるかということも検討が必要で

あると認識している。川を止めてポンプで排出することを実施するには大規模にならざるを

得なくなり、維持管理についても費用が発生することなどの課題がある。そこでたとえば、

今回の図面に示された旭が丘近隣の土地をうまく活用し、地盤沈下をした地域についても津

波で被害を受けた地域と同じような扱いをできるのではないかと考えている。津波と一緒の

災害という認識でとらえ、場合によるとご負担も掛けるが、今構想している切り土の造成地

に場所を移して考えていただけるかどうかという話も出てくる。 

また、大沢、安住の問題に関連して各処理場の取り扱いについての陳情があった。大沢、

安住、針浜の各処分場を針浜に集約し、針浜での冠水対策についても具体的に検討しながら、

1カ所で緊急的な対応を今考えているところである。 
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④人口問題については、将来に向けて大事なことであると認識している。町長になってか

ら約 1,000 人の人口減があり、今回の災害で 830 人の方がお亡くなりになられた。この事実

を考えると、4,000 人まで減ってしまうかどうかということがとても不安である。そのため、

「女川に残って欲しい」と言うよりもむしろ、1 日も早く復興計画を立てるという考え方に

立って、メッセージを送ることによってとどまる人もいるだろう、戻りたいと思う人もいる

だろう、そのような発想で計画策定を行っている。税負担の問題については、既往の制度を

超える災害であるので国の支援を強く求めている。一方で、東日本の復興のための費用を国

民全体としてどの程度理解していただけるかという部分は不安であり、節度を持って行動す

る必要がある。 

皆さんの土地の取り扱いについては、これから国の方針が出ることになる。買い上げかど

うかということは別として、女川に住んでもらうと言うことが重要である。国も検討を進め

ているが、過去の自治体の費用負担率を考えると、4 分の 3 とか 2 分の 1 というものでは、

今回の災害で町は耐えることができない。そうすると制度を変える必要があるが、今要望を

しているのは特区制度である。全国規模で適用する制度では、国民負担が非常に大きくなる。

漁業権特区のよう話ではなく、総体的に各制度を個別に対応できる特区のようなものを要望

している。 

②、③原発について、これだけのリスクがあることは想定できていませんでした。今、津

波災害と同以上に報道され、不安を与えるような状況になって、その結論的なものは今まさ

に中央政府の中で議論されている。復興計画と単純に分けることは難しいが、まずは津波の

被災からの再生を急がなければならず、町の復興と原子力の問題を同時に検討をすると混乱

をしてしまうことが懸念される。そこで先ずは津波からの復興を優先的に考えることとして

いる。 

⑤トンネルの問題については、JRと国道 398 号もかかわってくる。鉄道は現在も復旧して

いない。かさ上げをすることになる場合、トンネル以外のルートも含め鉄道と国道 398 号整

備の関係者間で協議が必要と認識している。 

→鈴木会長：私は福島県の復興ビジョンの検討委員会の座長も担当しており、福島では脱原発

を立ち上げた。福島県の場合は、実際に地元の市町村自体に住めない状態になっており、原

発自体の対応を示さなければ、福島県の復興ビジョンは描けないことを委員会で完全に一致

し到達した。日本全体の原発に対する政策は変わっていくことになり、それと呼応して女川

原発も考えていくという課題がある。しかし、今回の復興計画に脱原発までを位置づけるの

は非常に難しい問題と認識している。 

 

○鷲神地区の中間部に住んでいるのだが、建築制限地区に含まれているのか。 

→事務局：鷲神の家の建っている範囲は全域建築制限がかかっている。今、中心部で建築制限

がかかってないのは旭が丘と浦宿浜である。 

○少し高い場所にあると思うので、今の段階から家を建てて住み始めることは可能か。 

→町長：制度上は不可能である。今は、生計を確保するために必要な市場を仮設として開設す

るなど特例は認めている。現在の制度では区域全体を全て同等に規制する。詳しくは後ほど
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担当課から個別にご説明・ご相談をさせていただきたい。 

→事務局：女川町は地盤沈下でマリンパルも冠水している。対策としてかさ上げをすることに

なるが、先ずはその基準として海辺の高さを決めた上で、内陸部にむけて段階的に盛り土を

していくことになるが、技術的にはその高さは元の地盤から 5 メートル程度である。図面で

示された低層市街地再建ゾーンは、完全に津波を防ぐという考え方ではなく、減災の考え方

を採用している。国道等を盛り土して津波を減衰させるとともに、町民が地震が来たら高い

ところに逃げるということも重要になる。合わせて避難ルート・避難場所の確保といった対

策も講じていきたい。 

 

○拠点港 5 港の中に尾浦、出島、寺間、指ケ浜、塚浜、飯子浜、横浦となっているが、高白は

浜として状態が良く候補に入れてもらいたい。 

→事務局：女川には 12 の漁港があり、それを全て整備すれば 20 年、30 年はかかる。そこで、

県と町で相談をして、港湾の広いところ、幅の広いところ、あるいは奥行きがあるところ、

いわゆる静穏度が保たれるところを検討してこの 6 つを選定した。さらに県の管理である港

湾（横浦）を加えた 7つを選定した。 

 

①現在どれくらいの仮設の数が足りないのか。 

②原子力発電所の件で、これからサンマの時期になって、サンマは回遊魚ですから、放射能測

定器などによるチェック体制はないのか。 

③建築制限が何年続くのか。土地がどのように動くのか。既に山を買ったという噂もでている。 

④稲井の山を下りたところの仮設住宅については何故 5 月から 6 月まで建築が中止になったの

か。 

→①、④事務局：5月、6月も工事を進めていた。但し一部地盤が悪い場所があったので、地盤

改良をしたことはある。在庫整理ではない。 

仮設の建設と申請状況については、440 件の申請の家、395 戸建設している。50～60 軒が

不足しているが 2 次の希望も取っている。希望者の精査をしなければ、現時点で具体的な不

足数は回答できないが、不足をしていることは明らかなため早急に建設したい。 

→③事務局：建築制限については、建築基準法の 84 条で制限されているのだが、この期限が 9

月 11日であり、それを具体的な計画がある程度見えてくる 11 月頃まで延長をする。その後、

被災市街地復興推進地域を指定して、新しい土地区画の整理事業を進めていきたい。この地

域指定により被災をした費から 2 年間建築制限がかかることになり、その間に土地の区画を

進めることになる。復興計画では、2年間の復旧期にがれきの処理や造成等の工事を進める。

早いところでは平成 25 年度から一部の地域で住宅が建てられるような進め方をしていきた

い。 

→②事務局：サンマ等の放射性物質の検査は、1 台あたり 300 万円の検査機器を購入し市場に

設置している。 

 

○鷲神は女川の３分の１の人口であったが全滅した。今後どの程度の年数を想定しているのか。
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商売は何年後くらいからできるのか。 

→事務局：建築基準法 84条による建築制限は被災日から 2年間を予定しているため、2年間は

我慢していただきたい。3 年目からは一部の地域で復興住宅が建てられるような場所をたて

ることができる。商店街についての申し入れも町にあり、担当課と商工会と協議をしてプレ

ハブ商店街ができはじめるなどの動きが出ている。 

 

○防波堤がないと風が強いときに船をつないでいるロープが切れる恐れがあるので、湾内に入

ってくるのが難しいとう話を聞く。防波堤は平成 25 年度からとなっているようだができるだ

け早く整備して欲しい。 

 

○高齢で身体障害者である母親がいるが、何度仮設に応募しても抽選に外れてしまう。 

→事務局：大変申し訳ありません。お身体が不自由な方は多く、その中での抽選で当たらない

という状況が起きていることは事実である。全員がくじを引いているため次の機会に再度お

願いしたい。懸命に努力しており、もう少し時間をいただきたい。 

○女川から出たくなった。先はないのか。 

→町長：申し訳ございません。高齢者等優先順位をつけて対応している。申し訳ないという話

ではすまないことで、最終的には全員入居できるようにする。 

 

①第一小学校の下のガードの下のふたが 4 つ、5 つ開いている。大変危険なため、対応しても

らいたい。 

②浦宿の土地に親戚が家を建てたいと言っているが建てることは可能か。 

→鈴木会長：①震災前からの話のため、町で早急に対応するようにお願いしたい。 

→事務局：②後ほど個別にご相談いただきたい。 

 

○浦宿、針浜、安住など地盤沈下した 3 つの部落については、委員会で取り上げていただける

か。 

→鈴木会長：委員会で議論させていただく。 

 

○復興ニュース第 3 号を読むと、針浜地区内の山を切り土して高台を形成し、住宅を確保する

と書かれている。わざわざ山を削るのではなく、針浜集落の休耕田を活用し、グループホー

ム建設など、高齢化に配慮した施設を整備することで、女川のセールスポイントとなり、雇

用にもつながる。この場所については、複数の地権者が町の復興に貢献したいと言っている。 

→鈴木会長：医療福祉関係の充実については、委員会の中でも重要な項目として位置づけよう

という方向になっている。具体的に施設をどこに設置するかについては、さらに個別の計画

になっていくことになる。 

 

[委員からの意見] 

○木村副会長：今日見ていただいた計画は、将来に向けた大まかな計画で、細部にわたっては
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まだこれから検討が必要。予算面なども未確定な中だが、予算が決まってから動くのでは前

に進まない。 

また、この復興計画の実現は、町役場だけが頑張ればできるものではなく、町民みんなで

頑張っていかなければならない。一人一人がやるぞという攻めの姿勢でやらなければ、この

計画は実現できないと思う。その意味で、自分たちがやるんだという気持ちでこれから取り

組んでほしい。 

女川町は、復興について他自治体と比べると、一番先頭を走っている。そのため県も国も

かなり期待を寄せて全面的に支援しようとしているので、うまくそれに乗じて動いていけば

かなりいい形で進むと思う。もたもたしているとどんどん遅れてしまうので、なるべくこの

まま先頭を走れるように、皆さんも気持ちを 1つにして走ってもらいたい。 

 

○ 首藤アドバイザー：今日皆さんと町長さん、役場の方々の応対を見て、これだから女川は最

先端を走っていけるのだと思った。やはり町役場と住民がうまく丁々発止でやれば、復興が

早く進む。昭和三陸津波の復興もそうで、その関係がうまくいったところとうまくいかなか

ったところを比べると、2～3年の差が出ている。なので、町民の方は「思い」をどんどんぶ

つけて、町長さんの優秀なスタッフをどんどん使っていただくと進むだろう。 

これからもご協力の上、元よりいい女川町を皆さんの手でつくり上げてもらいたい。 

 

○ 今野アドバイザー：私が女川町に住んでいた小中学校時代は、女川の人口は 1万 8,000 人程

度で、原子力発電所もなかった。この震災前の人口は 1 万人だったが、さらにそれが激減す

るおそれがある。防波堤や防潮堤を造ったり高台の住宅ができたりしても、女川の人口がほ

とんどなくなっては意味がない。この復興計画と同時に、当面の生業をどうするかという問

題が大きいと思う。 

たとえば小中学校の子供たちにとっての女川は、健康に育つことができれば一番いい。20

～30 代にとっては、本当に女川でチャレンジする仕事があるのか、また将来仕事もして結婚

もして、ここで生活していけるのかという関心があるだろう。40～50 代になれば、今まで蓄

積してきたことをさらに発展させ、子供を育てていく見通しが立てられるか。60 代になれば

静かに健康で生きられるか。世代によって関心はそれぞれ違う。 

それぞれの住民にとって何が大切なのかを考えると、安全の確保と同時に、ここで仕事を

して、そのことが幸せであると実感できることも大切。そのためには、福祉、健康とともに

教育問題も重視しなければならない。たとえば子供たちの将来はどうなるのか。ぜひ皆さん

で協力してやっていただきたい。 

憲法にあるとおり、すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利（生存権）

を持っている。そのために、各地からの連携による支援があり、国・自治体もやっている。

皆さんのその権利を実現してくためにも、今は一時的に女川を離れている人たちも女川に希

望をかけられるような町づくりを、自治体と同時に住民の人たちが一生懸命になって協力し

てほしい。 
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○ 安住町長：先生方が、女川町のことを考えて真剣に皆さんと接していただいていることが、

非常に力になる。お互いに真剣になって、この空気を風化させないことが非常に大事。住民

の方々にも参加するという気持ちになっていただくために、本日集まっていただいた皆さん

方が中心になり、ぜひ場を広げてほしい。 

決して内輪だけで解決できる問題ではなく、外に対してもメッセージを強く送らなくては

いけないと理解している。これからも先生方のお知恵を借りながら頑張っていくので、皆さ

ん、ご協力をよろしくお願いします。 

 

○ 鈴木会長：阪神大震災が起きた 1995 年はすでに不況に入りつつあったが、そのときから比べ

ても、今は日本中がとてつもない経済不況の中にある。この震災はそういう中で起きた。加

えて、大きな政治的な混迷の中で起きたということも特徴。さらに、人口減少・超高齢社会

に向かっている日本でも特にそれが進んでいる地域が今回の震災の被害を受けた。そういう

中で私たちは今、この震災に立ち向かおうとしている。女川の人たちには、ぜひみんなで力

を合わせていきたいという気持ちになっていただきたい。 

若い世代や女性の声もぜひ伺いたい。先ほどのように女川を去りたいという意見は、非常

に切実な問題だと思う。 

今日ご参加の方々にお配りした資料を、ご欠席の方々にもできるだけお見せして、皆さん

の意見を反映したい。例えば避難所などにできるだけ資料を整えて、多くの人の目に触れる

ようにしたい。 

お手元の資料中にも意見の記載欄があるので、今日、言い足りなかった方がおられれば、

ぜひご意見をお寄せくださるようお願いします。 

以上 

 

 

 


