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■ 特例で全額国費負担 

 国土交通省は、防災集団移転促進事業を「災害が発

生した地域または災害危険区域のうち、住民の居住に

適当でないと認められる区域内にある住居の集団移

転を促進するため、地方公共団体に対し事業費の一部

補助を行い、防災のための集団移転の促進を図るもの」

としている。移転先の住宅団地や公共施設は地方公共

団体が整備し、住宅建設や移転の費用を補助するとと

もに、移転前の住宅地は再び住宅が建設されないよう

に建築を規制する制度である。 

災害が想定される地域の住宅を、災害発生前に移転

させる制度でもあり、本来は事業費の 4分の 1は地元

自治体が負担する。東日本大震災では住宅再建の支援

という目的もあり、復興交付金制度創設に伴って８分

の 1に軽減された。その８分の１も震災復興特別交付

税として交付されることになり、全額国費負担によっ

て事業を進められることになった。 

 特例措置も用意された。補助対象の条件として、「10

戸以上かつ移転戸数の半数以上」という団地規模は「5

戸以上」に緩和され、「半数以上」の制約も国交相が

認めれば除外されることになった。一部の費用負担で

も被災地の負担は大きく、東北の沿岸部には小規模な

漁村集落が多かったためである。移転先の住宅団地に

必要な公益的施設（コンビニや郵便局など）の用地整

備も団地全体の 3割以内で認められ、移転者に対する

補助限度額も引き上げられた。団地整備に係る面倒な

計画申請も、復興整備計画としてワンストップで申請

できるようにした。 

■ 「津波死ゼロ」を目指し 

 市内の三分の一に相当する約 9000 世帯が津波被害

を受けたことで、2011年 10月に策定した気仙沼市震

災復興計画では、「津波死ゼロのまちづくり」を目標

の一つに設定。安全な居住環境の整備に向け、防潮堤

の整備や沿岸部のかさ上げなどとともに、防災集団移

東日本大震災の防災集団移転の主な特例措置 

移転戸数 10戸以上 ⇒ ５戸以上 

国費負担 ４分の３ ⇒ 全額 

補助対象 公益的施設の用地整備費を追加 

住宅建設等補助 406万円⇒722万 7千円 

毎月発表している気仙沼復興レポートの第 22 弾は、復興三大プロジェクトの一つである防災集

団移転をテーマにした。さまざまな理由が重なって遅れはしたが、何とか集中復興期間最終年度の

2015 年度末までに 98％の団地が完成することになった。なぜ、震災から 5 年の月日と莫大な費用

を要したのか、気仙沼市の試行錯誤の取り組みから、大規模造成の課題、相次いだ移転予定者のキ

ャンセルの理由などを整理し、防災集団移転という制度が津波被災地の住宅再建に適していたのか

どうかも含めて検証する。 
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転を重点事業に盛り込んだ。 

 復興へ向けて国交省と市が震災 4 カ月後の 2011 年

7月に実施した「今後の住まいに関する意向調査」は、

その後のまちづくりの方向性を決める結果が出た。義

援金を申請した 8139 世帯を対象にした調査で、どの

程度の安全性が確保された場所に住みたいかを質問

したところ、82％が「東日本大震災と同様の規模の津

波がきても、家屋に被害がなく、人命が失われること

のない場所」を選択。「家屋が浸水しても、避難対策

によって人命が失われない場所」は 12％にとどまっ

た。被災者の多くが、いわゆるレベル 2津波からの完

全な安全を望んだのである。 

 
 復興期間も考慮して質問した居住地の希望は、「津

波被害を受けなかった高台を新たに造成した場所」

（43％）の選択が最も多く、「浸水した場所を安全な

高さまでかさ上げしたところ」（12％）は時間がかか

ることもあって少なかった。居住地の環境は、「住み

慣れた地区」（29％）がトップで、浸水被害が軽度だ

った人も多かったことから「同じ場所に住みたい」

（28％）という回答も多かった。「便利な市街地に移

り住みたい」（18％）、「自動車移動が便利な郊外地」

（11％）、「自然が豊かな場所」（9％）と続いた。回答

した 4924世帯のうち 76％が「戸建て住宅」を希望し、

災害公営住宅はわずか 9％の 430世帯だった。 

 その後、防災集団移転や災害公営住宅などの要件、

市街地の復興方針が固まったことで、意向調査は 24

年 12 月にも実施。5484 世帯が回答し、「市で新たに

造成した土地」は 591 世帯（11％）、「災害公営住宅」

は 1212世帯（22％）が選択したが、1272世帯（23％）

が「分からない、検討中」だった。この意向調査をも

とに、市は 2200 戸の災害公営住宅を建設する方針を

打ち出した。この見通しはかなり精度が高かったこと

が、震災から 5年が経とうとしているいまとなって分

かってきた。 

 意向調査は 2012 年 7 月にも、災害公営住宅や防災

集団移転の希望地区を確認するために実施し、2014年

4月からは仮設住宅集約のために「検討中」のまま世

帯を含めてより精度の高い住宅再建の意向を確認し

ている。住まいの復興は仕上げの段階に入った。 

気仙沼市は防災集団移転で 47 団地に計 910 区画の

宅地を造成中で、災害公営住宅は 28地区に計 2139戸

を整備している。再三の意向調査への批判もあったが、

防災集団移転と災害公営住宅については需要と供給

をマッチさせることができたことになる。「急がば回

れ」のことわざ通り、しっかりと調査をすることで、

結果的にゴールが早くなることもあるのだ。 

■ 47団地に 910区画 

気仙沼市が整備する防災集団移転団地のうち、38団

地は住民による移転促進協議会が移転先を探して計

画申請した「協議会型」、残り 9 団地は市が移転場所

を選定して移転希望者を募集する「市誘導型」で進め

られた。用地の選定と取得、国への申請などに時間を

要し、大規模な造成工事も必要となったため、完成は

想定よりも遅れ気味だが、集中復興期間の最終年度で

ある 2015 年度末までに 98.4%の 895 区画が完成する

予定である。残りの 15 区画は、土地区画整理事業に

よって盛り土かさ上げしている南気仙沼地区で計画
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居住地に望む防災レベル
2011年7月の意向調査結果

東日本大震災と同じ津波で家屋に被害がない

東日本大震災と同じ津波で家が浸水しても人命が失われない

チリ地震レベルの津波で家屋被害がない

チリ地震レベルの津波で家屋が浸水しても人命は失われない

気仙沼市の集団移転団地の引き渡し予定 

年度 団地数 区画数 完成率 

2013年度 1団地 6区画 0.6％ 

2014年度 9団地 117区画 13.5％ 

2015年度 36団地 772区画 98.4％ 

2017年度 1団地 15区画 100.0％ 
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しており、2018年 3月の引き渡しを予定している。 

復興庁が公表している住まいの復興工程表による

と、防災集団移転事業や土地区画整理事業で宮城県内

では計 1万 466戸分の宅地を整備する計画だが、2015

年度までに完成するのは 53％の 5545戸にとどまる中、

気仙沼市の防災集団移転は比較的に早い完成となる。

遅れるのはかさ上げが必要な土地区画整理関連であ

り、大規模な宅地造成にはそれほど時間がかかるとい

うことでもあるのだ。 

なお、復興庁の見通しでは、気仙沼市から多賀城市

までの「宮城県北部沿岸市町」の住宅再建戸数(復興

まちづくりによる宅地供給数と災害公営住宅の着工

戸数の合計)は、2015年度がピークになる。災害公営

住宅と一般住宅の建設が重なることで、建設の遅れが

心配されているが、地元工務店への事前予約やハウス

メーカーの進出などによって心配されたほどの遅れ

にはなっていないようだ。 

 

 

 

 

 

■ 住民主導の「協議会型」 
住民による協議会の動きは早く、震災 1年後の 2012

年 4 月までだけで市へ 31 団地の事業申請があった。

まだ沿岸部にガレキが山積みの状態で、災害危険区域

の指定前でもあったが、大学の支援を受けて勉強会を

重ねたり、市の説明を受けたりして、事業化へ向けて

準備が進められていた。大学や専門家の支援を受けな

がら、住民主導の集団移転に取り組んだのは本吉町小

泉地区、唐桑町大沢地区、舞根地区など、地域コミュ

ニティー力が高い小規模集落だった。 

このうち小泉地区は、「またみんなで暮らしたい」

と 2011 年 6 月に協議会を設立。避難所が解消する前

から話し合いをスタートし、アンケート結果で見込ま

れた最大 130 世帯の移転が可能な土地を探し出し、

2012 年 5 月には 95 区画の造成計画で大臣同意を得

た。約 35 億円をかけて、8 万平方㍍の山林を切り崩

す計画だった。 

しかし、移転予定者が死亡したり、個別移転に切り

替えたりしたことで、宅地整備は 65 区画まで減らす

ことになった。宅地は 2015年6月に引き渡されたが、

移転を申し込んだのは 48区画で、残る 17区画は移転

者を再募集している。宅地の数を減らしたのは造成工

事に着手した後だったため、宅地の計画だった場所を

公園(写真)へ転用。スーパーマーケットの誘致を計画

していた公益的施設用地

も空き地のままとなって

いるが、ようやく住宅が

建ち始めており、住民に

よる今後の取り組みが注

目される。 

 

■ 「市誘導型」は市街地近郊へ 

協議会型の防災集団移転計画が進む一方、壊滅的な

被害を受けた沿岸市街地で暮らしていた世帯は、仮設

住宅の入居先がバラバラで、協議会を立ち上げること

ができずにいた。そこで市は、市誘導型の防災集団移

転を計画。市街地近郊を中心に移転先を用意し、2013

年 3月から募集を始めた。 

当初は南気仙沼、鹿折、九条、松岩、面瀬の 5地区

で 300区画を用意したが、327区画の仮申し込みがあ

小泉町団地 

宅地→公園 
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ったため、所沢を追加するなどして 343区画まで増や

した。追加募集も行ったが、団地によって人気が異な

り、現在は10団地で 297区画の整備を計画している。 

市は市街地の空洞化を防ぐため、「まちなか型防災

集団移転」についても検討した。2012 年 2 月には工

務店などに対して 5 戸以上の小規模な団地整備に協

力するように呼び掛けたが、事業所側のメリットが少

なく、実現はしなかった。東京大学が受託した「官民

連携による小規模防災集団移転促進事業（気仙沼方式）

実現化調査」では、震災前からの新市街地である田中

前地区の空き地を活用した集団移転も検討し、費用と

スピードなどの効果を指摘したが、具現化はならなか

った。調査の成果としては、松岩郵便局前の民有地を

小規模な造成によった団地化し、「松岩南団地」とし

て 7区画を短期間で完成させている。 

国交省の「東日本大震災の被災地における市街地整

備事業の運用について(ガイダンス)」によると、防災

集団移転促進事業は、５戸以上がまとまった団地とし

て移転することが前提となっているものの、新たな団

地を整備せず、既存の団地、既存集落の中に点在する

空き地を活用してもいいことになっている。その場合、

生活道路の再整備も復興交付金の対象となることか

ら、既存集落の中に防災集団移転を受け入れることで、

道路整備などの地域課題を解決

できるという受け入れ側のメリ

ットもあるのだ。 

例えば、最知川原第２地区で

は、4カ所に分かれて 5区画、3

区画、3区画(右図)、2区画の宅

地を整備して一つの団地計画と

することが認められ、周辺の道路整備もできることに

なった。 

市誘導型は、市がいろいろ準備してくれるので移転

者の負担が少ない半面、行政任せになることで移転者

のコミュニティーづくりのきっかけが失われている。

個人情報保護のため移転予定者は公表されず、宅地引

き渡し 3 カ月前の説明会で初めて顔を合わせること

になるからだ。自治会設立へ向けた準備も、ほとんど

の地区で進んでいない。団地整備に当たって、集会所

や公園の位置、宅地の配置などで移転者の意見を聞く

機会もなかった。協議会型の中には住民に過度の負担

がかかったケースもあるが、移転後のまちづくりやコ

ミュニティー形成のためには、誘導型であっても住民

が参加する機会が必要だったのかもしれない。 

 なお、ハウスメーカーなどが独自に造成した団地の

中には、5区画以上で防災集団移転の対象になれるも

のもあったが、住宅建設とセットにする建築条件があ

り、防災集団移転事業にはできなかった。民間の開発

はスピード感があり、防災集団移転より後から計画し

ても先に完成した団地も多い。一方、1年ほど前から

個別再建が落ち着き始め、民間が開発した団地にも空

き区画が目立つようになった。 

■ 事業費は 591億円 

気仙沼市の防災集団移転促進事業には約 591 億円

の復興予算が投じられている。集団移転に伴う道路整

備など関連事業にも多額の国費が充てられている。 

造成工事は、入札の不成立による遅延などを防ぐた

め、計画申請時期別に団地を三つの大きなグループに

分けて一括発注した。工期短縮の提案なども審査対象

とするプロポーザル方式で入札を行い、市内のがれき

南気仙沼の市誘導型防災集団移転団地イメージ図 
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処理を請け負った大手ゼネコンの大成建設が全地区

の造成を担当することになった。 

団地内に併設する災害公営住宅を含めて造成工事

を発注したが、人件費や資材費の高騰に合わせて、契

約額を変更した。土砂の搬出と搬入は、当初は 2㎞以

内の運搬距離で計算していたものの、実際は 20 ㎞以

上になるケースも出てきたため、造成費が増える要因

になった。最初に発注した小泉町地区など 6地区の造

成工事は、2015 年 4 月に約 23 億円から約 49 億円へ

と倍増している。 

なお、市内では防災集団移転の造成工事によって、

305万㎥の切土、61万㎥の盛土が必要になる。余った

土砂は土地区画整理事業によるかさ上げ工事などに

活用しているが、土砂置き場を確保することが困難な

ことで運搬距離が増えて作業効率が低下し、造成工事

が遅れる原因となっている。 

 

課題となったのは用地取得だ。明治時代の抵当権が

設定されていたり、相続が行われていなかったりして、

取得に 1年半を要した土地もあった。全国の自治体か

ら応援職員の派遣を受けたとはいえ、限られた職員で

は限界があった。工事の遅れもあり、水田を埋め立て

た九条四反田団地は、想定以上の軟弱地盤だったこと

で地盤改良が必要となり、当初の予定より完成が 10

カ月先となった。 

 造成の遅れが宅地の引き渡しに影響しないように

努力しているが、団地内に整備する災害公営住宅の完

成は大幅に遅れている。当初は集団移転の宅地引き渡

しと合わせて災害公営住宅に入居できるように計画

したことで、災害公営住宅の建設地を優先して造成し

てきた。ところが、団地内道路などのインフラ整備も

遅れたことで、予定していた時期に建設に入れず、1

年近く入居開始が遅れている地区もある。例えば面瀬

団地の場合、集団移転(52区画)の宅地引き渡し、災害

公営住宅(127 戸)の入居開始ともに 2016 年 3 月を予

定していたが、造成が遅れたことで、災害公営住宅だ

け入居を 8カ月延期した。 

大規模な開発が必要な団地には、雨水を一時的に貯

める調整池の設置が義務付けられている。面瀬の団地

には２カ所に大規模な調整池を設置する必要があり、

宅地を配置する上での制約となった。また、同じ団地

内でも災害公営住宅と集団移転でそれぞれ集会施設

を造ることもできたが、コミュニティー形成や維持管

理の問題などから 1施設に変更した。 

 

■ 移転先に多数の遺跡 

 防災集団移転先となった沿岸の高台には、貝塚や館

跡などの遺跡が多数存在した。遺跡に影響しない簡単

な造成は確認だけで済むのだが、大規模な造成となる

と、遺跡を発掘して埋蔵文化財を保存する必要がある。 

 唐桑町の大沢団地には波怒棄館(はぬきだて)遺跡

と台の下貝塚があり、波怒棄館は発掘調査に 8カ月か

かった。遺跡からは縄文時代の生活の痕跡が確認され、

土偶、鹿の骨で作った釣針、マグロの骨などが多数出

土し、豊かな食生活だったことを裏付けた。本吉町の

大谷地区でも館跡の発掘調査が必要となった。 

 埋蔵文化財の調査には、専門の知識を持った職員が

必要だった。市職員では足りず、他自治体からの応援

に頼ったが、防災集団移転だけでなく、個人の住宅再

建、道路事業などでも調査が求められ、住宅再建の遅

主な団地の土砂発生量 

団地名 残土量 活用先 

小泉町 42万 5015㎥ 南気仙沼の盛土等 

舞根 1区 40万 0184㎥ 県道の盛土等 

大浦 33万 6625㎥ 鹿折の盛土 

宿 23万 0978㎥ 只越の仮置き場へ 

舞根 2区 21万 5124㎥ 農地・県道の盛土 
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れにつながった。 

調査費用には復興予算が充てられ、気仙沼市だけで

1 億 2300 万円の費用を計上した。出土した大量の埋

蔵文化財の分類や管理などの作業も必要で、今後の保

存・展示方法も課題となっている。 

 

■ 2割超が空き区画の団地も 

時間の経過とともに、防災集団移転のキャンセルが

増えていった。2014 年 1 月の市議会東日本大震災調

査特別委員会では、協議会型で 2割近くの辞退者が出

たため、計画を 781区画から 651区画まで減らしたこ

とが報告されている。長磯浜は 78 区画から 65 区画

へ、松崎前浜は 21 区画を 14 区画へ、大谷は 75 区画

から 41 区画へ、田尻は 18 区画から 6 区画へ減らし

た。その後も辞退が続き、造成計画を修正して対応し

た団地もある。 

造成が本格化してからもキャンセルはとまらず、完

成した団地でも 2 割以上が空き区画となっていると

ころがある。市は完成間近な団地で空き区画となるこ

とが確実な分と合わせて、今年 12 月から追加募集を

始めたが、反応はいまいちだ。募集の対象は 7団地・

54区画。市誘導型で 2016年 3月の引き渡し予定の鹿

折北団地は 52 区画のうち 15 区画(29%)、今年 5 月に

完成した小泉町団地は 65 区画のうち 17 区画(26%)が

空いている。追加募集の対象とならなかった協議会型

の団地でも、1～4区画の空きがあり、追加募集分と合

わせると 74区画の空き区画化が確定している。 

これまでには大浦地区のように、空き区画を埋める

ため、鹿折地区の新聞にチラシを折り込み、移転者を

募集するなどの努力をした協議会もあった。 

なお、市誘導型の九条団地は、当初は 7区画の整備

を予定していたが 32世帯が希望したため、23区画に

拡大した。しかし、最終的に 9区画が空き、防災集団

移転用の広い宅地に戸建ての災害公営住宅を建設す

ることになった。 

キャンセルの理由の多くは、集団移転団地の完成を

待ち切れず、個別再建に切り替えたことだった。今後

は、集団移転で住宅を再建したくても、資金を用意で

きずに断念するケースが出てくることが心配されて

いる。被災者向けの低金利ローンが用意され、年齢制

限などが緩和されているものの、返済計画はしっかり

チェックされているため、期待していた金額の融資を

受けられないという事態が想定されるからだ。 

集団移転への仮申し込みの段階で、住宅建設のため

の資金計画をチェックすることはない。キャンセルし

ても違約金は発生せず、災害公営住宅へ変更すること

もできることから、今後もキャンセルが続くと想定さ

れる。市は「被災者の希望通りの再建を支援したい」

と変更に対して柔軟に対応する方針を示している。 

■ 対象外への分譲も可能に 

空き区画を災害危険区域外の被災者や一般に分譲

するには、該当する区画分の造成費などを国へ返還す

ることになっていた。しかし、混乱の中で急いで進め

てきたことを考慮し、再募集でも埋まらず、やむを得

ない理由と認められ、被災地の復興に資する場合は、

譲渡代金を国に返納することで対象者以外への分譲

が可能になった。分譲価格は対象者と同じに設定でき

るという。 

 この特例を適用できるのは、各団地の事業費の清算

が終わってから。市は追加募集の状況を見極めながら、

対象などを検討していくことにしている。 

■ 借地と分譲を選択 

宅地は 100坪を基本に引き渡され、借地、分譲の選

択ができる。借地は固定資産税程度で算定し、100坪

当たりの年間借地料は登米沢で 3 万 7000 円程度、小

泉浜で 1万 4000円程度、波路上杉ノ下で 4万 3000円

程度とした。分譲の場合は小泉浜で 220万円程度、波

路上杉ノ下で 630 万円程度、市街地に近い松岩南で

波怒棄館遺跡の発掘調査(県ＨＰから) 
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600 万～800 万円程度。制度上、住民の負担が少ない

のは借地だが、分譲の場合はローンの利子補給が受け

られる。なお、借地料は 5年ごとに見直すことにして

いる。 

借地を選択した後で分譲に切り替えることも可能

だ。借地権は 52 年間存続し、満了時に契約の更新は

しないが、再契約を結ぶことができる。今のところ、

宅地の引き渡しを受けた世帯の約 8割が借地、2割が

分譲を選択している。 

防災集団移転の宅地は、被災者のための公共事業と

して整備されるため、借地権の譲渡が原則禁止される。

このため、借地にすると宅地に抵当権を設定できない

ため、金融機関からの建設資金借り入れが困難になる

という心配もあるが、一定の要件を満たせば、住宅へ

の抵当権設定で融資は可能になるという。 

なお、気仙沼市は防災集団移転の団地で、建築物の

ルールを作成している。一戸建ての専用住宅だけでな

く、兼用住宅も、事務所、喫茶店、食堂、理美容店、

パン屋、豆腐店、菓子店、学習塾、アトリエ、診療所

などに限定して認めている。兼用住宅とは、住宅と事

業スペースが一体となった建物であり、住宅とは別に

事業所を建てることは禁止されている。 

■ 地盤強度と瑕疵担保責任 

 市内第 1号の完成となった登米沢団地で、宅地の地

盤強度不足が問題となった。耐震強度の偽装問題を機

に、建設会社に「瑕疵(かし)担保責任」が発生し、売

主が倒産しても補償できるように保証金の供託か保

険加入が義務付けられたことの影響だが、宅地造成の

一部やり直しが求められる事態となっている。 

 保険会社のチェックが慎重になり、盛り土してすぐ

に住宅を建設する場合、高い擁壁がある場合などに、

今まで以上に基礎杭を打つなどの対策を求めるよう

になった。保険加入のチェック表では、地盤調査の測

定結果だけでなく、➀高さ 1ｍ以上の擁壁がある➁傾

斜地の造成で盛り土部分がある➂50 ㎝以上盛り土し

たのに造成から 10 年未満➃解体残物等異物混入の敷

地－を確認し、一つでも該当すると対策が求められる。 

 登米沢団地は、市が造成完了時に行った検査で、建

築基準法に基づいて普通の基礎で施工できる強度が

あることを確認した。しかし、建築会社は保険加入の

ために杭打ちを求められたのだ。普通の「べた基礎」

や「布基礎」に対し、基礎杭は安定した地盤がある深

さまで杭を打つので、経費は普通の基礎よりも 100万

円高くなったケースがあった。 

 市は宅地が完成したときにチェックした地盤調査

の結果を移転者に書類で提供し、引き渡し後の調査で

規定以下の強度と判定された場合は、たとえ擁壁付近

でもその部分の工事をやり直すことにした。この問題

が表面化した後、国は保険会社に対し、建築基準法の

基準以上の過剰な対策を建築主に求めないようにす

る通知を出したことで、改善はみられているようだ。 

■ 被災宅地の買い上げ 

 防災集団移転促進事業の目的は、危険な場所の居

住者を安全な場所へ移転させることである。災害前

なら、危険な場所を「移転促進区域」に指定して移

転を促し、移転後にこの移転促進区域を災害危険区

域に指定する。災害危険区域に指定することで住宅

基礎設計のための判定項目 

高さ 1ｍ以上の擁壁がある 

(擁壁と建物離れが擁壁高さの 1.5 倍未満) 

傾斜地の造成で切盛造成・盛土造成・不明 

経過年数 10 年未満の 50 ㎝以上の盛土 

(経過年数の時期が不明のものを含む) 

解体残物等異物混入の敷地 

※1 項目でも該当する場合は「考察」に従う 

地盤強度が問題となった登米沢団地 

http://imakawa.net/wp/wp-content/uploads/IMG_0333.jpg
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などの建築制限をかけ、危険な場所に再び居住する

ことを規制するのである。 

 この移転促進区域は、面的に設定することが基本

だが、国は「1つの住宅敷地だけを対象にすること

も妨げない」としている。岩手県陸前高田市は、津

波被害を受けた宅地を申請に基づいて 1筆ずつ災害

危険区域に指定した。

 

 従来の制度では、「移転促進区域内の全ての農地

及び宅地を買い取らなければ、国庫補助の対象にな

らない」という条件があった。しかし、震災後に施

行規則を改正し、住宅用途に係る宅地のみを買い取

っても補助対象にすることにした。元々の空き地、

農地は買い取る必要がなくなったのだ。 

 被災市町によって、買い取りの判断は分かれ、農

地や空き地も買い取った市もある一方で、気仙沼市

など多くの市町は農地を買い取りの対象外にした。

被災者支援の観点からはすべて買い取った方がいい

のだが、買い取った土地は市町の所有地として維持

管理を続けなければならない。事業所用地として分

譲することはできても、維持管理にかかる将来的な

負担を心配したのだ。 

 被災宅地の買い取り価格は、1㎡当たり松崎尾崎

で 1万 2600円程度、幸町一丁目で 2万 4000円程

度、本吉町大沢で 6000円程度と、震災前の評価額

の 7～8割に設定。2015年 7月現在、買い取り対象

の宅地は 4961筆 187.5ha(188億 5500万円)。この

うち 3090筆が売却を希望し、2560筆は買い取り済

みである。買い取った宅地のうち 11筆は公募によ

って譲渡・売却した。 

 被災宅地の買い取りを巡っては、制度で認めてい

るのに復興庁が予算措置を渋ったため、災害危険区

域の指定が間近に迫っても、気仙沼市が買い取りを

宣言できないという問題もあった。あまり問題にな

っていないが、移転促進区域で農林水産業に従事し

ていた人が、その世帯の主たる生計維持者で、高台

移転によって転職が必要となった場合、237万 2000

円が生計費などとして支給されることが周知されて

いないことも気になる。 

■ 新制度の検討を 

 気仙沼市の防災集団移転促進事業費を整備する区

画数で単純に割ると約 6500万円になる。災害危険

区域の宅地買い取り、集会施設等の整備費用も含ま

れているため、1区画当たりの整備費用はもっと安

いが、通常の宅地開発に比べれば高額になったこと

は否定できない。 

 防災集団移転に限らず、この未曾有の大災害から

の復興に既存の制度を緩和しながら当てはめたこと

に問題があった。地域経済は縮小し、人口減少が加

速していく時代に、大規模な開発は適したのだろう

か。高台にこだわりすぎて、山間部へ入りすぎた団

地もあり、公共交通の確保などが心配だ。 

公費を充てるにはさまざまな制約はあるが、被災

者の住宅再建に 1000万円ずつ補助した方が支出額

は抑えられ、スピードも速かったのではないかと指

摘する声も消えない。南海トラフ地震による津波が

心配されている西日本では、地元負担がネックにな

って災害前の集団移転が進められずにいる。東北の

悲劇を繰り返さないために、被災地の教訓を整理し

て新制度の検討を進めてほしい。 

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 

 

高台移転が進む気仙沼市沿岸 

http://imakawa.net/
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気仙沼市の協議会型防災集団移転団地一覧 

 団地名 整備区画 空き区画 引渡し時期 集会施設 公営住宅 備考 

造
成
の
１
次
発
注
グ
ル
ー
プ 

舞根 2区 ２５ ２ 2015年 3月 ○   

大沢Ａ ３０ １ 2015年 3月  ２８戸  

大沢Ｂ １７ ０ 2014年 10月   

長磯浜 ６４ ２ 2015年 6月 ○ １０６戸  

登米沢 ６ ０ 2014年 3月    

小泉町 ６５ １７ 2015年 6月 ○ ３７戸  

造
成
の
２
次
発
注
グ
ル
ー
プ 

只越 １２ ０ 2015年 3月  １１戸  

小鯖 ８ ０ 2015年 7月  １７戸  

舞根 1区 ２０ ０ 2015年 9月    

大浦 ２５ ０ 2015年 10月 ○ １８戸  

梶ヶ浦 ２０ ４ 2014年 6月 ○   

小々汐 １２ １ 2014年 6月 ○   

浪板 2区 ２０ － 2016年 3月 ○   

波路上内田 １０ ０ 2015年 4～11月    

波路上杉の下 ５ ０ 2015年 3月    

松崎前浜 １４ １ 2015年 3月 ○   

最知川原 ６ ０ 2015年 10月    

大谷向山 １０ ０ 2015年 3月    

赤岩小田 ５ ０ 2015年 3月    

松崎浦田 ３５ － 2016年 3月 ○   

松崎浦田第二 ７ － 2016年 3月    

本吉津谷 ５ ０ 2015年 3月    

小泉東 １１ １ 2014年 12月    

小泉浜 ５ ０ 2014年 6月    

造
成
の
３
次
発
注
グ
ル
ー
プ 

鮪立 ６ － 2016年 3月  ９戸  

笹が陣 9 － 2016年 3月    

宿 １０ － 2016年 3月 ○ １７戸  

大谷 ４０ １ 2016年 3月 ○ ７２戸 4区画は引き渡し済み 

松崎丸森 ５ ０ 2015年 3月    

波板 1区 １７ － 2016年 3月 ○  10区画は引き渡し済み 

浪板 1忍沢 ７ ０ 2015年 8～10月    

最知川原第 2 １３ － 2015年 11月    

津谷大沢 ７ １ 2015年 3月    

面瀬 ２９ １ 2015年 3月   市誘導型と併設 

田尻 ６ ０ 2015年 3月    

大谷第 2 ２０ １ 2016年 3月   9区画は引き渡し済み 

浦の浜 ７ － 2016年 3月    
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気仙沼市の誘導型防災集団移転団地一覧 

 団地名 整備区画 空き区画 引渡し時期 集会施設 公営住宅 備考 

造
成
の
３
次
発
注
グ
ル
ー
プ 

南気仙沼 １５ － 2018年 3月    

鹿折北 ５２ １５ 2016年 3月 ○   

九条四反田 ２２ ２ 2015年 11月    

九条 １４ ０ 2015年 3月  ８戸  

赤岩杉ノ沢 ６７ ５ 2016年 3月 ○   

松岩北 ５６ ８ 2016年 3月    

松岩南 ７ ０ 2015年 3月    

面瀬 ２３ ４ 2016年 3月 ○ １２７戸 協議会型と併設 

所沢 ４１ ７ 2015年 7月 ○   

所沢団地の擁壁問題 

 
 市誘導型で整備した所沢団地は今年 7

月に引き渡されたが、宅地への車両出入り

が不便なため、改善が必要になった。 

 宅地と道路の高低差が 1ｍ以上あり、コ

ンクリート擁壁を設置したものの、出入り

が大変になった。問題となった 12 区画の

うち 5 区画はスロープや階段を設置する

などして予定通り移転することになった

が、7 区画の予定者は別の区画への移動を

認めるなどした。 

 結果的に 7 区画が空いたため、市は進入

路の変更や段差解消、カーポート設置など

の対応を検討している。改善してから追加

募集を行う考えだ。 

 この問題は 2015 年 11 月の市議会特別

委で取り上げられ、菅原茂市長は「設計も

造成もプロが行ったのに、ありえない。問

題があった」と語った。高い擁壁があると

ころへのフェンス設置には難色を示した。

こうした問題を防ぐため、模型で完成後の

イメージを共有した市町もある。 

問題となった出入り口の段差 

改善した事例 


