
第６回 
女川町復興計画策定委員会 

とき 平成24年3月21日（水） 
    午後2時30分～ 
ところ 女川町役場仮設庁舎2階 
     第二会議室 

次第 
１ 開  会 
２ あいさつ    女川町長  須 田 善 明 
            女川町復興計画策定委員会 
                                 会   長  鈴 木   浩 
３ 議  事     
 （１） 女川町復興計画について 
   ①復興計画策定後の取り組み状況等について 
   ②土地利用計画案、事業手法、スケジュール案について 
   ③その他について 
 （２） その他について 
４ 閉  会 



これまでの経緯① 復興計画の策定 

8月10日 第5日 復興計画策定委員会（最終答申） 

9月15日 女川町復興計画 町議会議決（一部修正） 

② 

2011年 

[修正箇所] 
・ゾーニングの一部変更。 
 「スポーツ施設ゾーン」→「多目的複合ゾーン」 
・津波避難対策の構築に項目追加。 
 「船舶の避難行動等に関する講習会の開催の検討 
 を追加。 
・災害遺構の指定・保存の一部変更 
 候補としてあがっていた新田住宅を削除。 
 「町民の声を尊重しながら」保存に努めると変更。 
・拠点港に「竹浦」追加。 
・総合運動場の移設について変更。 
 運動場は残し、第二多目に災害公営の建設を検討。 
 



これまでの経緯② まちづくり講演会 

10月15、16日 女川町復興まちづくり講演会 

9月16、17日 女川町まちづくり説明会 

９月１６日（金）午後７時００分 ～８時３０分 女川町役場２階第１会議室 
９月１７日（土）午前１０時３０分 ～正   午  女川高校武道館 
           午後１時３０分 ～３時００分 石巻バイパス仮設団地東集会所 

１．講演「過去の震災事例から考える復興まちづくり」（新潟大 福留邦洋 特任准教授） 

１０月１５日（土）午前１０時００分～１１時００分 女川町立第四小学校 
                           午後１時００分 ～２時００分   旧第三小学校 
              午後３時００分 ～４時００分  海泉閣 

講演「新潟県中越地震から学ぶ小集落のまちづくり」（新潟大 福留邦洋 特任准教授） 

２．新しいまちづくりのための「被災市街地復興推進地域」について 



これまでの経緯③ まちづくり推進協議会設置 

11月2日 第1回 女川町まちづくり推進協議会 開催 



12月8日 第1回 女川町まちづくり推進協議会合同作業部会 開催 

発表の様子 

これまでの経緯③ まちづくり推進協議会合同作業部会 

ワークショップの様子 

・３部会合同で開催 
・福留先生を講師に、ワークショップの手法（KJ法）について全員で学び、 
「震災前の女川町の良いところ、悪いところ」をテーマに実際にWSを行なった。 
・参加者は各課担当職員、まちづくり推進協議会委員（町民）。 

・現在、町民主体の体制に立て直しを図るべく、室内で検討中。 



これまでの経緯④ 離半島部協議 

■各地区ごとに高台住宅地を整備することに決定 
 １２月８日 各区長対象に説明会を開催 
          ↓ 
        高台用地の選定、移転への合意形成への取り組みがスタート 
 

■江ノ島・・・住宅整備をすることが決定（災害公営住宅整備、小規模住宅地区改良事業） 

        ※３月３１日住民説明会開催予定         
         

竹浦地区 御前浜地区 



これまでの経緯⑤ 住民説明会（1月13日～2月18日） 

1 午後① 13：30～15：30 塚浜小屋取集会所

2 夜 18：30～20：30 旭が丘集会所

3 1月14日（土） 午後① 13：30～15：30 四小体育館

4 1月15日（日） 午後① 13：30～15：30 内田仮設談話室

5 午後② 16：30～18：30 一小（3階ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ）

6 午前 9：30～11：30 竹浦地区番屋

7 午後① 13：30～15：30 桐ケ崎仮設談話室

8 午後② 16：30～18：30 旧三小ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾎｰﾙ

9 午前 9：30～11：30 高白浜仮設談話室

10 午後① 13：00～15：00 指ケ浜仮設談話室

11 夜 18：00～20：00 御前分館

12 1月18日（水） 夜 18：30～20：30 清水仮設集会所

13 1月19日（木） 夜 18：30～20：30 蟹田仮設集会所

14 1月20日（金） 夜 18：30～20：30 魚市場管理棟2階会議室

15 午前 9：30～11：30 大石原浜仮設談話室

16 午後① 13：30～15：30 飯子浜地区番屋

17 午後② 16：00～18：00 横浦仮設談話室

18 夜 18：30～20：30 野々浜仮設集会所

19 1月25日（水） 夜 18：30～20：30 総体柔道場

20 1月26日（木） 夜 18：30～20：30 バイパス仮設集会所（東）

21 1月27日（金） 夜 18：30～20：30 ニューこのり

22 1月28日（土） 午前 10：00～12：00 針浜集会所

23 午後① 13：00～15：00 パイパス仮設集会所（西）

24 午後② 16：30～18：30 総体柔道場

25 1月29日（日） 午前 10：00～12：00 清水仮設集会所

26 午後① 13：00～15：00 野球場仮設集会所

27 午後② 16：00～18：00 旭が丘集会所

28 2月2日（木） 夜 18：30～20：30 野球場仮設集会所

29 2月3日（金） 夜 18：30～20：30 清水仮設集会所

30 2月4日（土） 午前 9：30～11：30 清水仮設集会所

31 午後① 13：00～15：00 小屋取集会所

32 午後② 16：00～18：00 清水仮設集会所

33 夜 19：00～21：00 総体柔道場

1月24日（火）

1月17日（火）

1月16日（月）

日にち 時　　　　間 会　　　　場

1月13日（金）

34 2月10日（金） 夜 18：30～20：30 石巻合同庁舎

35 2月11日（土） 午前 10：30～12：30 大崎合同庁舎

36 午後 16：00～18：00 仙台Gプラザ

37 2月16日（木） 夜 18：30～20：30

38 2月17日（金） 午前 18：30～20：30

39 2月18日（土） 午前 10：00～12：00

40 午後 13：00～15：00

総体柔道場

●中心部・離半島部含め 全40会場 
 （※追加として石巻・大崎・仙台で開催）  
 （※追加として行政区ごとに開催） 
●参加町民総数 約1400名 



これまでの経緯⑤ 住宅再建等に関する意向確認調査 

１．調査対象および調査方法 

項目 内容

調査対象 中心部：土地区画整理事業範囲内の居住者、土地所有者

離半島部：全世帯

調査方法 郵送による配布、回収

調査時期 ①平成２４年２月１８日（金）～２月２９日（水）※返信期限

２．配布数および回収結果 

３．調査内容 
・土地所有状況、今後の所有の意向について等 
・住宅再建意向、希望移転先、希望敷地面積等 
・災害公営住宅の希望 
・その他、まちづくりへの要望 現在、集計中。 

配布数 ３，１２０通

有効回収数 １，７７７通（平成２４年３月１５日現在）

有効回収率 ５７．０％（平成２４年３月１５日現在）



これまでの経緯⑥ 復興交付金事業計画 

■第１回目提出 １月３１日     ■第２回目提出 ３月３１日   （※その後随時） 



これからの実施体制 

■３月１日 女川町復興まちづくり推進パートナーシップ協定 調印 
 
女川町が行う計画策定、合意形成及び事業の実施に専門的立場から包括的・ 
総合的に支援していただくもの。 

■４月から、「復興対策室」から「復興推進課」へ 


