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■ 全面コンクリート張り 
 河川堤防は海岸の防潮堤とほぼ同じルールで

計画している。東日本大震災のように発生頻度

が低い最大クラスの津波は「レベル 2 津波」、明

治三陸津波やチリ地震津波のように発生頻度が

百数十年以内の津波は「レベル 1 津波」に分類。

復興予算を利用して、このレベル 1 津波を防ぐ

堤防を整備する。レベル 2 津波に対しては、居

住制限や避難などのまちづくりと一体とした防

災で命を守る。その考え方は、国交省が 2011 年

7 月に設置した河川津波対策検討会の「河川へ

の遡上津波対策に関する緊急提言」が基本にな

っている。 

 構造も海岸防潮堤と同様に「粘り強い構造」

とした。河川堤防は土堤構造が原則のため、傾

斜型(山型)を基本とするが、設定を上回る津波が

来襲しても全壊しにくいように、全面コンクリ

ート張りにし、越流で基礎部分が洗掘されない

よう強化するなど工夫した。 

この方針によって、宮城県が管理する神山川

の堤防は東日本大震災の津波でもほぼ無傷だっ

たのに、かさ上げと全面コンクリートブロック

張りのため、土手にある桜を伐採することにな

ったのだ。堤防工事の

契約は 2014 年 9 月の

県議会で承認され、右

岸から着手しており、

約５０本の桜並木の伐

採は今年 10 月ごろを

予定。このままだと今

春の花見が最後になっ

てしまう。  

今回のテーマは「神山川堤防と桜並木」。宮城県の堤防整備によって桜の木を伐採することになった

神山川の事例から、河川堤防の問題を紹介する。気仙沼市内で一番人気だった大川の桜並木が伐採(一部

は異色保存)され、次は神山川の番となったが、津波に耐えた桜の伐採を惜しむ声が高まっている。一方

で、東日本大震災は神山川の堤防を越えて市街地を襲っており、堤防のかさ上げを望む住民は少なくな

い。防災と景観の両立はできないのだろうか…。津波シミュレーションの結果からは、「余裕高」とい

う考え方を整理すれば、安全を保ちながら桜の一部を保存できる可能性があることが分かった。 
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■ 余裕高のためのかさ上げ 
 神山川の堤防高は海抜 3.7ｍに設定した。103

年間隔で発生している明治三陸津波(三陸沖北部

から房総沖の海溝寄り地震津波)を対象に、津波

シミュレーションで高さを決めた。 

河川に流入した津波は、遡上するほど減衰す

るため、堤防高は河口から上流に向けて低くな

っていく。下流の堤防が高くなることで、津波

が鉄砲水のように襲来することを心配する人も

いるが、重力に抵抗しながら勾配のある川を遡

上すことで勢いは徐々に弱まっていくのだ。 

神山川が流れ込む気仙沼大川の場合、堤防高

は河口で海岸防潮堤と同じ 7.2ｍだが、曙橋の手

前から 5.0ｍ、南郷地区で 4.4～3.4ｍとなり、河

口から約 2.2 ㎞の本郷にあるＪＲ気仙沼線の大

川橋梁が堤防の終点となる。高さの違う堤防

は、6％の勾配で高さを合わせる。 

神山川と大川の合流部の堤防高は 4.4ｍ。支流

である神山川では津波の勢いが弱まるため、堤

防高は 3.7ｍに下げることができた。合流部から

条南中学校前までの延長 1190ｍにわたって、レ

ベル 1 津波に対応した「粘り強い構造の堤防」

を両岸に整備する。桜並木のある区間の既存の

堤防は 3ｍ前後の高さがあるため、残りの 70 ㎝

前後分をかさ上げしてコンクリートブロックで

覆う。ブロックだけで約 50 ㎝の厚みがあり、わ

ずかな盛り土で済む区間もある。 

ここで注目したいのは、「津波シミュレーショ

ンの結果」と「余裕高」である。津波シミュレー

神山川のレベル 1津波シミュレーション結果。既存の

堤防高にほぼ収まっており、よやぅ高のためのかさ上

げだと分かる。津波は神山橋から減衰し、余裕高は 1

ｍ以上になる。例えば、田中前 1地区を堤防の終点に

しても 1ｍの余裕高は確保できる。 

神山川堤防の断面図。左側が田中前２丁目 

堤防高 

レベル 1津波のシミュレーション結果 
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ションの結果は説明会で示されており、神山川の

場合は 3ｍを超えることはない。洪水対策で震災

前から設定していた堤防高は 3ｍだったので、無

駄な工事をしなくても、地盤沈下分(70 ㎝程度)を

かさ上げするだけでレベル 1津波を防ぐことがで

きるのだ。沈下分を戻す原形復旧ならば、粘り強

い構造にする必要はない。そもそも、震災から 5

年間で地盤は 25 ㎝も隆起しており、30～40 ㎝ほ

どのかさ上げだけなら桜並木を保存することも

可能だろう。 

しかし、県は津波シミュレーションの結果に

1ｍの「余裕高」を追加することをルール化して

いる。地震による地盤沈下、想定を上回る津波

やせり上がりに対し、安全性を高めることが目

的である。神山川の堤防は、ほとんどの区間が

この余裕高を確保するためにかさ上げが必要に

なった。終点に近い場所では、余裕高分の数㎝

をかさ上げするために、矢板を打って水面付近

からコンクリートブロックで覆う工事を行う。 

■ 特殊計画堤防高の可能性 

災害危険区域指定のためのシミュレーション

によって、神山川に 3.7ｍの堤防を整備すれば、

東日本大震災と同じ津波も防ぐことが分かって

いる。これがレベル 1 津波の余裕高の防災効果

だとすると、単純に不要だと判断できない。こ

の余裕高の効果を検証するため、レベル 2 津波

の遡上高を確認する必要がある。 

なお、県は共通仕様書の中で、神山川のよう

な河川の堤防高について①河川津波遡上計算水

位(シミュレーション結果)に余裕高 1ｍを加えた

高さで水平に設定することを基本とする②計算

水位の減衰に従って区間ごとに階段状に高さを

下げていく③高さの変化点が概ね 1 ㎞以上離れ

ており、その区間の高さが計算水位に対して著

しく過大となる場合は余裕高を包含するように

上流に向かって一定勾配で高さを下げていく―

と説明している。この③によって、余裕高のた

めに防潮堤のかさ上げ区間をむやみに広げない

ための特例を用意しているのである。 

海岸防潮堤では余裕高を不要と判断し、「特殊

計画堤防高」にした海岸もある。条件は津波を

減衰させる湾口防波堤や島々がある場合で、女

川湾、石巻漁港、松島港海岸、閖上漁港で認め

られている。神山川のように海岸から離れてい

る支流の堤防にも同様の考え方を取り入れるこ

とはできなかったのだろうか。 

そもそも、明治三陸津波をレベル 1 津波の対

象とすることに研究者からも異論が漏れる中、

神山川のように余裕高のためのかさ上げ工事は

過剰な防災になっていないだろうか。神山橋か

ら上流は余裕高 1ｍを超えるかさ上げになって

いることも疑問だ。 

■ 住民説明会では合意済み 
 神山川の桜並木は、田中前地区が市街地とし

て発展していく中、地域住民が堤防に植えた。

樹齢 50 年近くの老木もあり、堤防工事がなくて

も、いずれは伐採しなければならない時がく

る。しかし、堤防をコンクリートで固めてしま

えば、新たに植樹することは不可能になってし

まうのだ。 

 ただし、許可を得ずに植樹してできた並木の

ため、県から見ると不法占拠の状態。周辺の住

宅地は東日本大震災で 1ｍほど床上浸水してお

田中前地区に表示された東日本大震災の津波高 
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り、神山地区、田中前 1・2 地区を対象とした先

月 25 日の地元説明会でも「桜のことで堤防工事

が遅れるのは好ましくない」と県の計画を受け

入れた。出席した住民 20 人のうち「桜を残せな

いか」と訴えた住民は 1 人だけだった。 

 県は桜伐採を含めた準備工を 10 月から始め、

11 月から堤防工に入ることにしている。この区

間の完成は 2018 年 3 月の予定。工事期間中は

左岸の市道の交通規制を行う。 

 今後、堤防への植樹を認めてもらうために

は、市が占有許可を申請して計画的に進めてい

くことが求められる。 

■ 憩いの場を守りたい 
 神山川の堤防工事は約 46 億円で大成・丸か・

栄喜建設工事共同企業体が受注した。大川の一

部を含めた復旧延長 2780ｍで、5 万 4300 ㎥の

築堤盛土、2 万

5908 ㎡の法覆護

岸工、5973 枚の

矢板工を行う。 

 宮城県の場

合、河口に設置

していた防潮水

門が津波で破壊

された経験や操

作の問題などから、防潮水門を使わず、河川堤

防で津波対策を図ることにした。このため、多

くの河川にレベル 1 津波対応の堤防が築かれる

ことになった。しかし、漁師が山に木を植える

「森は海の恋人運動」が始まった大川の支流

で、海と山をつなぐ川をコンクリートで固める

ことに抵抗を感じる市民は少なくない。 

 神山川の桜並木がなくなる問題を 2015 年 9

月の市議会一般質問で取り上げたところ、菅原

茂市長は「堤防工事で景観が損なわれるため、

県に道路側の斜面緑化などを含めて、地域住民

の意向を再度確認するように依頼している」と

回答。反松公園付近の上流に残る桜並木、仮設

住宅撤去後の反松公園を関連付けて市民の憩い

の場としていく意欲も見せた。 

 市の依頼を受けた県は、前述した先月の地元

説明会の中で、コンクリートブロックの上に土

をかぶせ、道路側の斜面を緑化する案を示した

が、草刈りの負担から住民は反対したという。

神山川の桜並木は「市民の財産」になっている

が、地域が保存を望まなければ、県の計画を変

更させることは困難だ。 

桜並木が伐採されることは、地元の三陸新報

でも紹介され、多くの市民の関心毎ごとになっ

ているが、「知らなかった」という市民も多い。

住民が賛否で割れてしまうことを防ぐため、防

災と景観を両立させるための議論が必要だ。そ

のためには、余裕高のためにかさ上げする区間

について、レベル 1津波とレベル 2津波のシミ

ュレーションを再チェックしたうえで、津波の

勢いが弱まる上流域でなるべくコンクリートブ

ロック張りの区間を減らせないか再検討し、桜

を保存できるように知恵を絞ることである。 

主な河川の災害復旧の査定額 

 2011年 

只越川 22億円 

鹿折川 58億円 

大川 64億円 

面瀬川 48億円 

沖ノ田川 23億円 

津谷川 154億円 

気仙沼復興レポートは気仙沼市議・今川悟ホームページ

で公開中。    http://imakawa.net 
①少子化と人口減少②防潮堤問題③復興予算の限界④鉄路復

旧とＢＲＴ⑤高校再編⑥災害公営住宅⑦仮設住宅⑧財政シミ

ュレーション⑨災害危険区域⑩震災遺構⑪人手不足⑫防災公

園⑬震災検証（津波編）⑭三陸道⑮新市立病院⑯造船団地⑰

復興事業の地元負担⑱仮設住宅の集約化計画⑲土地区画整理

とかさ上げ⑳集会施設の市有化と課題㉑災害公営住宅の管理

と家賃㉒試行錯誤の防災集団移転㉓震災 5年目の防潮堤㉔住

宅再建へ支援と選択㉕要望で振り返る 5年 

 

もうすぐ満開となる田中前地区のサクラ(１０日) 

http://imakawa.net/
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