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■  集約・移転の大構想 

 東北有数の水産都市である気仙沼市が漁船基地

として栄えてきたのは、流通や水産加工、冷蔵施設

など水産物の受け入れ態勢だけでなく、優秀な乗

組員が確保でき、仕込みや造船などの関連産業が

揃っているからだ。どれか一つが欠けても港町の

機能は低下する。造船所は漁船誘致にも欠かせず、

その本格再建は市の重要課題でもある。 

 「チーム気仙沼」の一画を担ってきた造船所は、

気仙沼湾奥部の浪板地区沿岸に集中していたが、

東日本大震災の大津波で大きな被害を受けた。津

波被害だけでなく、

地盤沈下によって

海岸線が約 10ｍ

後退したことで作

業スペース（船台）

が約 3 割減少し、

船尾も作業員も海水に浸かりながらの作業も余儀

なくされている。23 年 9 月には、上架作業中のカ

ツオ一本釣り船が、レールのひずみによって横転

しかける事故も発生。現地での本格復旧は困難で、

被災した造船所を移転・集約する団地化構想が浮

上した。 

 大型漁船に対応できる造船所は全国でもわずか

で、起死回生の計画に挑まなければ、漁船漁業も大

打撃を受けてしまう…。危機感を抱いた業界の動

きは早く、震災 4カ月後の 23年 7月には「気仙沼

地区造船及び舶用工業復興協議会」を設立。気仙沼

市震災復興市民委員会からの提案で、市震災復興

計画の重点事業にも盛り込まれた。24 年には国交

省の被災造船所施設・設備集約高度化支援事業に

よって、需要予測や適地調査などを実施。検討会を

重ねた結果、25 年 4 月に気仙沼造船団地協同組合

を設立し、さらに具体的な調査と準備を進めた。 

■29年 4月の事業開始目指す 

造船団地の名称は「みらい造船」。造船 5社、気

仙沼造船団地協同組合に参加する関連事業者 13社

が集団移転する。個々の復旧ではなく、集団移転に

よる集約化を選んだのは、施設や設備の二重投資

を回避するとともに、人や技術力を集結させるた

気仙沼復興レポート第 16 弾のテーマは、造船団地計画を取り上げる。水産都市、そして漁船基

地を支えてきた造船業界だが、東日本大震災の地盤沈下によってその機能が低下。業界の生き残り

をかけ、造船団地を整備して移転集約化する計画が進んでいる。しかし、移転先の朝日町周辺には

水産加工団地が再建しており、粉じん飛散等の被害を恐れて計画見直しを求める意見も根強く残

る。造船団地に隣接する燃油貯蔵施設の整備計画と合わせて、計画の概要や課題を整理した。 
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めだ。集約だけでなく高度化も目指し、船を海から

昇降させる大型エレベーターのような上架施設

「シップリフト」を東北で初めて導入する。26 年

秋の着工、29 年 3 月の完成、同 4 月の事業開始を

目指す。 

課題は、団地の用地確保、そして資金調達だった

が、資金面は国交省が用意した造船業等復興支援

事業費補助金（対象経費の 3 分の 2 以内・限度額

80 億円）によってクリアされた。用地は、復興交

付金の津波復興拠点整備事業で気仙沼市が用地買

収と造成を行うことにした。造船団地をレベル 1津

波対応の防潮堤（海抜 7.2ｍ）で守ることで、津波

後の水産業の復興拠点の一つになると考えたのだ。 

■事業費 105億円 

27 年 5 月 1 日には、新しい造船所を整備・運営

する株式会社みらい造船（木戸浦健歓社長。設立資

本金 9 百万円）が誕生した。市内の 7 社が出資し

ており、このうち吉田造船鉄工所、木戸浦造船、小

鯖造船鉄工所、澤田造船所の 4 社は新造船所への

移転に合わせて合併する。30 社ほどの参加を目指

している気仙沼造船団地協同組合は、施設設備を

共同利用する。 

シップリフト、工場、クレーンなどを整備するた

めの事業費は約 105億円。計画の 90億円から膨ら

んだが、同月 26 日に国から約 70 億円の補助金（造

船復興みらい基金）交付が決まった。補助金が申請

できたのは、27年 3月末の期限ぎりぎりだった。 

自己負担分は融資を受け、20 年かけて返済する

計画だ。年間で200隻程度の修繕、7隻程度の建造、

そして利用料などで計 40億円の売り上げ、借入金

返済後の利益として 5 千万円を見込んでいる。 

新しい造船所では、大型漁船をはじめ、官公庁船、

大型作業船などにも手を広げる。鉄鋼を自在に曲

げ、気象変化の激しい洋上での利用に耐えられる

造船技術は、建築の世界へも活躍の幅を広げてお

り、風力発電などの海洋インフラ、一関市を中心に

計画されている大型実験施設「国際リニアコライ

ダー（ＩＬＣ）」の研究に関する施設等製作への参

画も目指していく。 

 造船団地にかける熱意は国外にも伝わった。気

仙沼市の北欧水産業調査派遣事業をきっかけに、

アイスランドの漁船建造コーディネーターが、鱈

延縄漁船の建造依頼の話を持ち込んだのだ。 

 スペイン、台湾の造船所も候補に挙がり、みらい

造船に参加する木戸浦造船が有力候補となってい

る。これから打ち合わせを重ね、28 年以降の契約

を目指している。気仙沼の高い造船技術、納期を守

る堅実さなどが評価され、まさしく「未来」への希

望となっている。 

■全国３例目のリフト方式 

 造船所には、船を海から引き揚げる上架施設が

必須だ。その種類は、台に乗せて斜面を引き揚げる

「斜路式」、海水を出し入れすることで超大型船に

も対応できる「ドライドック式」、エレベーターの

ように垂直にリフトアップする「シップリフト方

式」（下図）がある。気仙沼では、ほぼ斜路式で対

応しているが、作業所と海が一体的のため、作業で

出る洗浄水や粉じんが海に流入することもあった。 

浪板地区の造船所 
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 造船団地に導入するシップリフト式は、船を海

からリフトアップし、平坦な作業場に移動させて

から作業に入るため、海と作業場が隔離される。平

坦な場所なので、船を横に移動させることもでき、

リフトが一つあれば、何隻でも引き揚げて作業ス

ペースに移すことも可能になる。ちなみに、斜路式

だと、1 隻に 1 つの上架施設が必要になり、作業効

率が悪かった。 

 上架できる船のサイズも大きくできる。現状で

は船長 65ｍ、幅 10ｍ、重さ 800ｔが限界だったが、

新施設では重さ 2000ｔまで対応できる。修繕時期

が集中しても上架が可能になることもメリットで、

199ｔクラスの大型サンマ漁船なら同時に 10 隻程

度も上架することができる。 

さらにシップリフトの導入によって、造船団地

の前面に防潮堤が整備でき、津波復興拠点として

復興交付金活用も可能になった。東日本大震災と

同じレベル 2 津波は防潮堤を越水するが、上架中

の船舶が浮くほどの浸水深にならないことが津波

シミュレーションによって判明している。ただ、万

全の対策を取るため、上架中の船舶はアンカーで

地中とつなぐことにしている。 

 シップリフトの導入は国内 3 例目。千葉県富津

市の「アイ・エス・ビー」、沖縄県糸満市の「新糸

満造船」が先行事例となっており、気仙沼市の造船

関係者、行政、市議も視察に行っている。23 年前

に国内で初めて導入した「アイ・エス・ビー」では、

斜路では 10人以上必要だった上架の作業員が 4人

でよくなり、半日かかっていた作業が 1 時間に短

縮されるメリットもあったという。 

■候補地 8カ所から朝日町選定 

 適地選定は国交省、気仙沼造船団地協同組合、気

仙沼市がそれぞれ行い、計 8 地区の候補から最終

的に朝日町を選んだ。 

最初に国交省の被災造船所施設・設備集約高度

化支援事業によって、日本能率協会コンサルティ

ングが 24年 1～3月に実施。朝日町のほか、浪板、

潮見町を候補地として、土地の利用規制、事業性、

投資規模などを検討した。さらに気仙沼造船団地

協同組合が委託した調査で 25年 6月、浪板の北側

と南側、大浦、二の浜、朝日町、片浜、波路上の 7

カ所で適地選定を行い、いずれも朝日町が最適と

いう評価となった。 

組合の適地選定は、①シップリフト装置周辺の

水深確保②シップリフト桟橋までの航路の推進確

富津市のアイ・エス・ビー 

沖縄の新糸満造船 
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保③背後ヤードの平坦性④早期実現の可能性⑤事

業収支の成立性－の項目ごとに評価した。朝日町

は全項目をクリアしたが、浪板、片浜、波路上は水

深が足りずに、大浦、二の浜は大幅な埋め立てが必

要なために「早期実現性」と「事業収支」で不適格

と評価された。 

さらに用地整備の事業主体となる気仙沼市は、

津波復興拠点とする観点も加え、25年 10月から 26

年 3 月にかけて適地調査を実施。アジア航測が浪

板、二の浜、片浜、沖の田、朝日町の 5 カ所を候補

地として調査した結果、朝日町を最適地として選

定した。 

朝日町を選定したのは、水深が 10ｍ以上あり、

港湾区域に指定されていることで漁業区域や国立

公園区域の規制を受けないこと、埋め立てが不要

なことで工事期間が最も短いこと、そして造成の

コストが他地区の半分程度に抑えられることなど

からだった。被災した燃油貯蔵施設跡地の活用と

いう側面もある。 

浪板、二の浜は埋め立てが必要で漁業補償にも

時間がかかり、片浜、沖の田は漁業への影響と土地

造成コストが問題となった。結局、3 度の適地調査

で計 8カ所が候補に挙がったが、造船所の集約、津

波対策、コスト、工事期間ともに朝日町の評価が高

く、逆に言えば、朝日町以外での事業化は不可能だ

った。 

 ちなみに、造船所が移転した跡地の活用方法は

未定だ。県は造船所が移転した場合と移転しなか

った場合の防潮堤計画を検討しており、移転が本

決まりになれば、防潮堤の位置も決まる。 

■用地は気仙沼市が整備 

 気仙沼市は津波復興拠点整備事業として、造船

団地と燃油貯蔵施設の用地計６ha（うち造船団地

４．１ha）を整備する。用地買収、造成などの事業

費は約 37 億円だが、国が 100％負担する。整備し

た用地は事業者に貸し出す。区域内には、津波防災

拠点施設として、海抜 5ｍの浸水想定よりも高い津

波避難タワー整備、重機の避難スペース確保を計

画している。 

 津波復興拠点整備事業は、東日本大震災からの

復興のために創設された。土地区画整理より自由

度が高く、公共的な施設整備も可能な事業である

が、1市町村当たり 2 カ所まで、1 地区当たり 20ha

以内という制限がある。地盤高をレベル 2 津波で

浸水しない高さまで盛り土することも可能で、気

仙沼市は赤岩港地区の水産加工団地整備でも活用

している。被災規模や市町合併の経緯に関わらず 2

地区までに制限されたため、市は被災規模などに

よって地区数を増やすように要望を続けたが、叶

わなかった。事業の性質上、ほとんどの市町は新市

街地の形成に活用しており、気仙沼のように 2 地

区とも産業用地として活用したケースは珍しい。 

 事業化に当たっては都市計画決定が必要であり、

造船団地については 27 年 3 月 23 日の気仙沼市都

市計画審議会に諮られた。事前の計画案閲覧に合

わせて 6 件の意見書が提出され、このうち 5 件は

水産加工関係者などが計画に反対する意見だった。

気仙沼市による適地選定比較評価 

候補地 浪 板 二の浜 片 浜 沖の田 朝日町 

水 深 〇 ◎ × × ◎ 

法規制 〇 ◎ △ △ ◎ 

漁業権 △ × × × ◎ 

交通利便性 △ 〇 〇 〇 〇 

事業期間 △ × × × ◎ 

コスト △ △ △ × 〇 

総合評価 △ × × × 〇 
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審議会は反対意見を重く見て、「必要に応じ丁寧な

説明等を求める」との意見を付帯する異例措置を

取った上で、計画を認めた。 

■２度の全面広告で「待った」 

 朝日町での造船団地計画が新聞報道などで取り

上げられた 25年 2 月、水産加工業界から気仙沼市

長に要望書が提出された。水産関係者への説明が

ないまま計画が進んでいることを問題視し、近接

する水産加工施設の衛生管理への影響を心配する

内容だった。気仙沼市議会、県知事、国交省、水産

庁、復興庁の宮城復興局にも計画見直しを求める

要望を出している。 

 気仙沼センター水産加工業協同組合と気仙沼水

産加工業協同組合は組合長名で 26 年 9 月 28 日、

地元の三陸新報へ意見広告を出した。食の気仙沼

ブランドへの影響を懸念して計画見直しを求め、

27 年 4 月 19 日には南気仙沼水産加工事業協同組

合も加わって全面広告を出し、浪板地区への計画

変更を求めた。 

 水産加工業関係者は造船団地構想そのものには

大賛成なのだが、浜風によって粉じん等が飛散す

ることを恐れ、水産加工場の集約化を進めている

南気仙沼地区での計画に反対したのだった。水産

加工関係者がデリケートになるのは、福島の原発

事故による風評被害という苦い経験があるからだ。

造船業界も、水産加工業界も将来を見据えた考え

方なのだが、朝日町以外での計画具現化が困難で

あることが十分に伝わらないまま、反対意見はい

まも根強く残っている。 

■環境対策に全力 

気仙沼市や造船関係者が何もしなかったわけで

はない。26年 1月に水産関連事業者約 50人が参加

した説明会で、朝日町での計画に賛成の意向が示

されたと判断しているし、2 月、4月にも説明会を

開催し、10 月には鹿折、松岩、大島の養殖漁業者

へも説明した。それ以外にも個別の説明を重ねて

きた。 

環境対策には力を入れる計画で、作業で出た洗

浄水などの集水施設、船体清掃で出る粉じんの飛

散防止のため路面清掃車による定期清掃、防じん

ネットの設置、吸引装置つきの機器使用などに取

り組む方針を示している。鋼材の加工は屋内で行

い、外でも風向風速計を設置して風が強いときは

粉じん発生作業を中止する。造船所周辺には 3～5

ｍの緑地帯を設ける。 

その上で、水産加工業界が抱える不安を解消す

るため、気仙沼市は 26年 10 月 28日に環境評価委

員会（委員長・西村修東北大大学院教授）を設置。

環境、造船、食品の専門家をはじめ、地元の漁業者、

都市計画決定に伴う意見書の概要 

 

反 

対 

水産加工業者は反対意見を言いにくいが、水産食

品への風評被害が心配だ。若者と住民を交えた再

度の議論が必要だ。 

粉じん等の飛散対策などで、関係者との話し合い

が不足している。 

商港岸壁は輸出入の荷物取扱い場所であり、将来

を見据えて議論が必要だ 

衛生基準が異なる造船所と水産加工場を近接させ

てはならない。反対者の意見を聞かずに強引に進

めることは許せない。 

津波エネルギーが集中する場所であり、津波復興

拠点にはならない。船が漂流して津波被害を拡大

させる心配がある。養殖漁場にも影響する。 

賛 

成 

浪板地区では長期的な造船業を継続することは困

難だ。シップリフトなら津波後の早期機能回復が

可能である。 

三陸新報に掲載された意見広告 
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水産加工・流通、造船、経済団体、行政の代表ら 15

人で構成し、造船事業者が講じる環境対策を評価

する。事前評価にとどまらず、環境協定の内容、継

続的な環境調査の手法なども検討していく。 

 専門家の委員からは、シップリフトは環境面で

の評価も高く、造船所に絡んだ風評被害は全国的

にも例がないことなどが説明されている。環境以

外でも、新しい造船所に対する期待の大きさを感

じさせる発言も目立っている。環境問題の議論の

場は、この評価委員会に移行した状態となったが、

朝日町での具現化が前提となっているため、「朝日

町ありき」の批判もある。 

 気仙沼市は、造船所と水産加工施設が隣接して

いる全国 6地域で、自治体、造船所にアンケートを

実施したが、環境問題は特に発生していないこと

が分かった。気仙沼市に過去 10 年間で寄せられた

公害苦情 429 件のうち、7 件は造船関係だったが、

内容は大気汚染と騒音で、苦情にはその都度対応

しているという。継続した苦情はなく、浪板地区周

辺の水産加工事業者からの聞き取り調査でも造船

所に対する問題は確認されなかった。 

 環境対策とは別に、航行安全対策の調査委員会

を設置している。 

■燃油貯蔵施設への不安 

 造船団地の隣接地には、復興交付金の水産業共

同利用施設復興整備事業で燃油タンクを気仙沼市

が整備する。事業費は約 31 億円。990 ㎘タンクを

6 基、500㎘タンクを 2基、タンカーが接岸できる

荷役桟橋、事務所棟、消防設備を計画している。 

 東日本大震災では、朝日町などにあった石油タ

ンクがことごとく流出。漏れた重油やガソリンが

津波火災を拡大させ、鹿折地区を焼野原にした経

験から、津波被害

を受ける地区への

石油タンク再建を

不安視する市民は

少なくない。 

 そうした問題を解消するため、新しい石油タン

クは流出しないように基礎杭を打ち、漂流物の衝

突、延焼防止のため、タンクの側面をコンクリート

で高める。より強度を高めるために鋼材も巻き付

ける。完成後は、民間へ貸し付けることになる。高

台への整備はコスト的に困難で、防災と産業振興

の両立が課題となっている。 

 

■正しい情報が正しい判断に 

 気仙沼市の基幹産業は、震災前も震災後も水産

業である。その水産業は共に支える造船業界と水

産加工業界が、意見がすれ違っている中、大切なの

は正しい情報、そして仲介者である。 

 市は「一部の水産加工関係者が見直しを求めて

いる」と判断しているが、取引関係もあって本音で

話せていない関係者も少なくない。中立的な機関

がなければ、そうした人たちは本音を隠したまま

となってしまう。 

防潮堤計画でも同じ問題が起きている。正しい

情報があれば、正しい判断ができると信じて、じっ

くり議論する場が求められている。立地にかかる

課題を解決できれば、新しい造船団地の活用策へ

とステップアップできる。「チーム気仙沼」の正念

場である。 

気仙沼復興レポートのバックナンバーは今川悟ホーム

ページで公開中です。 http://imakawa.net 
❶少子化と人口減少❷防潮堤問題❸復興予算の限界❹鉄路

復旧とＢＲＴ❺高校再編❻災害公営住宅❼仮設住宅❽財政

シミュレーション❾災害危険区域❿震災遺構⓫人手不足 

⓬防災公園⓭震災検証（津波編）⓮三陸道⓯新市立病院 

http://imakawa.net/
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■ 燃油施設の基本計画示す  

 朝日町に計画している燃油施設の基本設計が、

27 年 6 月 12 日の気仙沼市議会東日本大震災調査

特別委員会に示された。産地間競争が激化する中、

気仙沼港にだけ燃油施設がなければ、ハンディに

なると考え、沿岸部へ施設整備する計画になった

という。 

 基本設計は 26 年度に日本工営仙

台支店に業務委託していた。津波対

策は危険物保全技術協会の技術援

助によって検討。その結果、鋼製燃

油タンクとコンクリート壁の間に 2

ｍの隙間を置くことにした。東日本

大震災級のレベル 2津波でも倒壊せ

ず、浮かない構造にする。 

■ 津波に強い構造 

 タンクの構造は、タンクとコンクリート壁（耐用

年数 50年）を一体化させたものも検討した。しか

し、タンクが万が一にも爆発した際に、エネルギー

を上方に逃がす構造とすること、消防法に基づい

た安全審査に課題があり、タンクとコンクリート

壁を分離する構造を採用した。 

 

 タンク計 8 基で約 7 千㎘の燃油を貯蔵できる。

水産業の共同利用施設として復興交付金を充当す

るため、水産系への活用に限定。Ａ重油用の 990㎘

タンクを 6基、軽油用、灯油用の 500㎘タンクを 1

基ずつ用意する。新設する桟橋には、2000ｔ級のタ

ンカー、漁船に給油するバージ船の同時利用が可

能だ。 

 990 ㎘タンクは高さ、直径ともに約 11ｍ。コンク

リート壁は余裕高を 1ｍプラスし、海抜 15ｍの高

さになり、想定されるレベル 2津波を上回る。壁の

厚さは 35 ㎝。499ｔ級の大型マグロ船が津波で漂

流し、直角に衝突してもコンクリート壁のひび割

れで済む強度にする。地震による液状化対策のた

めの地盤改良、配管から燃油流出を防ぐ緊急遮断

弁設置も計画している。被害を最小限に抑えるこ

とで、レベル 2 津波の被災から 1 カ月以内に応急

復旧による仮稼働、2カ月以内での稼働再開を目指

す。 

■ 28年度末の稼働目指す 

 27年度内に造成工事に入り、28年度末の施設稼

働を予定している。施設の管理運営の検討、管理運

営者の選定も進めるが、菅原茂市長は「運営上の市

の負担がないように話している」と説明。施設の維

持管理費が長期的にも市の負担にならないように

調整していく方針を示した。 

 


