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南三陸町復興整備協議会特別会議 議事録 

日    時 
今回（第 16回） 平成２５年１２月２６日（木）１４：３０～１５：２０ 

前回（第 15回） 平成２５年１１月２１日（木）１５：３０～１６：１０ 

場    所 宮城県庁９階 第一会議室 

復興整備事業 

集団移転促進事業（９地区）・災害公営住宅整備事業（１地区） 

① 石浜・名足地区防災集団移転促進事業 

② 清水地区防災集団移転促進事業 

③ 志津川地区防災集団移転促進事業（志津川東地区） 

④ 志津川地区防災集団移転促進事業（志津川西地区） 

⑤ 長清水・寺浜地区防災集団移転促進事業 

⑥ 戸倉地区防災集団移転促進事業（戸倉地区） 

⑦ 志津川東地区津波復興拠点整備事業 

⑧ 志津川東地区災害公営住宅整備事業 

⑨ 志津川西地区災害公営住宅整備事業 

⑩ 戸倉地区災害公営住宅整備事業 

⑪ 志津川地区復興拠点連絡道路事業 

⑫ 志津川地区高台避難道路事業 

※ 東日本大震災復興特別区域法第 48条第 2項関係：②③④⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫ 

（地域森林計画区域の変更等） 

   〃   〃       第 49条第７項関係：②⑥⑩（開発許可） 

                        ：①⑤（自然公園特別地域の行為許可） 

出  席  者 

南三陸町 

副町長        遠藤 健治 

企画課長       阿部 俊光 

復興事業推進課長   及川 明 

復興市街地整備課長  沼澤 広信 

復興庁 
宮城復興局 主任専門調査官  大森 隆博 

〃   主査       児玉 昌也 

農林水産省 
林野庁 森林整備部治山課保安林管理班 課長補佐 村上 幸一郎 

東北森林管理局 宮城北部森林管理署長      飯田 裕一 

国土交通省 国土政策局 総合計画課 国土管理企画室長     西澤 明 

学識経験者 
東北工業大学 教授    稲村 肇 

宮城県森林審議会 委員  川村 正司 

宮城県 

土木部 都市計画課 技術補佐（総括）       藤田 仁 

〃  復興まちづくり推進室 技術補佐（総括）  小林 和重 

〃  建築宅地課 課長             千葉 晃司 

〃  復興住宅整備室 技術補佐（班長）     小出 昇 

農林水産部 林業振興課 技術参事兼課長      永井 隆暁 

環境生活部 自然保護課 課長           三坂 達也 

震災復興・企画部 地域復興支援課 課長      熊谷 良哉 
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○協議内容 

１ 開 会（震災復興・企画部地域復興支援課 副参事兼課長補佐（総括担当） 稲村 伸） 

 ・出席者紹介 

 ・会議の公開・非公開についての報告：会議を公開で行うことを報告 

 ・傍聴人への注意、ＷＥＢ会議システムの説明 

 

２ 議 事 

 南三陸町復興整備協議会規約第７条により、南三陸町の遠藤副町長が議長となる。 

 

 （南三陸町副町長 遠藤） 

   それでは、ただいまから議事に入ります。 

 議事の流れといたしましては、まず、復興整備計画の全体について、事務局から説明いただき、質疑を

行います。 

 その後、本案では、東日本大震災復興特別区域法の規定に基づき、地域森林計画区域の変更に関する事

項、土地利用基本計画の変更に関する事項、開発許可の特例に関する関する事項、自然公園の行為許

可に関する事項がございますので、それぞれについて説明いただき、質疑を行います。 

 最後に、復興整備計画全体について、了承いただけるかお諮りします。 

 それでは、南三陸町復興整備計画（案）について、事務局から説明願います。 

 

〔南三陸町復興整備計画（案）【様式第２】について説明〕 

 ※主に変更部分について説明 

 

（南三陸町副町長 遠藤） 

ただいま、事務局から説明がありましたが、皆様からご意見、ご質問はありませんか。 

 

（出席者一同） 

＜意見、質問無し＞ 

 

（南三陸町副町長 遠藤） 

ご意見がないようですので、次へ進みます。 

今回の南三陸町復興整備計画では、１２ページ(4-①)に記載のとおり、東日本大震災復興特別区域法

第４８条の規定に基づき、地域森林計画区域の変更の手続きをワンストップ処理することとしており

ますが、地域森林計画の変更について事務局から説明願います。 

 

（南三陸町事務局 復興市街地整備課長 沼澤） 

〔南三陸町復興整備計画（案）【様式第５】の市街地整備課所管分 38ページ～51ページ説明〕 

 （南三陸町事務局 復興事業推進課長 及川） 

〔南三陸町復興整備計画（案）【様式第５】の復興事業推進課所管分  

34ページ～37ページ・52ページ～55ページ説明〕 

 （南三陸町副町長 遠藤） 

 ただいま、事務局から説明がありましたが、県の林業振興課からから補足することはございませ

んか。                    
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 （県林業振興課技術参事兼課長 永井） 

   本協議会に先立ちまして、東日本大震災復興特別区域法第４８条第４項の規定に基づきまして、共

同作成者である宮城県知事が、平成２５年１２月５日から１２月１９日の間におきまして、当該事項につ

いて県庁はじめ町役場等関係機関で縦覧を行い、この間、利害関係者等からの意見はございませんでした

。補足説明は以上です。 

 

（南三陸町副町長 遠藤）    

ありがとうございました。ただいままでの事務局、又は県林業振興課の補足説明について、皆様か

らご意見、ご質問を伺いたいと思います。 

   まず、宮城県森林審議会委員の川村様、いかがでしょうか。 

 

（宮城県森林審議会委員 川村） 

   地域森林計画の変更については、特に異議ございません。森林の開発におかれましては、防災対策

に配慮して事業を進めるようよろしくお願いします。以上です。 

 

 （南三陸町副町長 遠藤） 

ありがとうございます。続いて、宮城北部森林管理署長の飯田様、いかがでしょうか。 

 

（宮城北部森林管理署長 飯田） 

東北森林管理局として、特に異議はございません。 

  

（南三陸町副町長 遠藤） 

   ありがとうございます。 

   続いて、林野庁の森林整備部治山課 課長補佐 村上様、いかがでしょうか。 

   

（林野庁 森林整備部治山課 課長補佐 村上） 

   復興整備計画に対し、異議はありません。 

 

（南三陸町副町長 遠藤） 

  ありがとうございました。 

その他、皆様からご意見、ご質問はございましたらお願いしたいと思います。 

 

（出席者一同） 

＜意見、質問無し＞ 

 

（南三陸町副町長 遠藤） 

ないようですので、次に進めさせていただきます。 

今回の南三陸町復興整備計画では、１２ページ(４-①)に記載のとおり、東日本復興特別区域法第４

８条の規定に基づき、土地利用基本計画の変更の手続きをワンストップ処理することとしております

が、土地利用基本計画の変更について事務局から説明願います。 
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（南三陸町事務局 企画課長 阿部） 

【変更地域別概要について、主に変更部分を説明】 

 

（南三陸町副町長 遠藤） 

ただいま、事務局から説明がありましたが、県の地域復興支援課からから補足することがございま

したらお願いいたします。 

 

（県地域復興支援課副参事兼課長 熊谷） 

   ただいまの事務局の説明に対して、特に補足はございません。 

 

（南三陸町副町長 遠藤） 

ありがとうございました。ただいまの説明について、皆様からご意見、ご質問を伺いたいと思いま

す。まず、東北工業大学教授の稲村様、いかがでしょうか。 

 

（東北工業大学教授 稲村） 

土地利用基本計画の変更に関しましては、特に異議はございません。適切な処理をお願いいたしま

す。ただ、一つだけ単純な質問をしてよろしいでしょうか？ 

 

（南三陸町副町長 遠藤） 

   どうぞ。 

 

 （東北工業大学教授 稲村） 

   ４２ページの、整備事業の東の東の図面が出ていますが、ここの住宅用地、黄色の部分ですが、真

ん中の部分に細かい建物のようなものがありますが、ここには何ができるのでしょうか？ 

  

 （南三陸町副町長 遠藤） 

   沼澤課長から、その場所（県庁会議室９階第一会議室）で説明をお願いいたします。 

    

 （南三陸町事務局 復興市街地整備課長 沼澤） 

   黄色の部分は宅地となっているわけですが、図面の右側のマス目になっている部分が防災集団移転

促進事業で宅地を供給する場所です。その左側にある（質問の部分）部分が災害公営住宅が建つエリ

アで、その北側に細かくメッシュが切られているところが駐車場となっています。 

 

 （東北工業大学教授 稲村） 

   普通の分譲戸建てが３３０㎡位ですよね。図面の右側部分がそれだと思います。それで、上の部分

にある短冊状になっているちょうど半分位の大きさの部分が復興住宅ですね。わからないのが真ん中

の部分の細かい区切りだったものですから。 

 

 （南三陸町事務局 復興事業推進課長 及川） 

  先ほど、沼澤課長からご説明がありましたとおり、黄色の部分は全般的な宅地という意味です。図面

の右側が防災集団移転促進事業の部分で住宅を自力再建される方の用地です。上側の短冊のメッシュの

ように切られているところが、災害公営住宅の戸建タイプを建設するところです。その下、真ん中の所
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は、集合タイプの災害公営住宅で、その周りに非常に細かく線引きしているところが駐車場をイメージ

しています。 

 

（東北工業大学教授 稲村） 

   よくわかりました。もう一点質問したいのですが、５５ページの戸倉地区の区域図で、真ん中の色

が付いていない部分で高規格道路のような幅の広いものがありますが、これはおそらく新設道路だと

思うのですが、どの地点と地点を結ぶものか、いつ頃完成を予定しているものなのか、説明をお願い

します。 

  

  （南三陸町副町長 遠藤） 

   事務局から説明をいたします。 

 

 （南三陸町事務局 復興事業推進課長 及川） 

   国道 398 号線の復興道路として、復興道路といいますか、いわば新設の道路改良として宮城県が施

工するものです。完成年度につきましては、宮城県が施工者ですので申し上げられませんが、東側又

は西側のどちらかについては、この団地に合わせて完成させるということで県と摺合せを行っている

ところです。 

 

（東北工業大学教授 稲村） 

   国道４５号線から繋がる道でしょうか。 

 

 （南三陸町事務局 復興事業推進課長 及川） 

   図面の左上側に線が伸びていますが、最終的に、現在仮設橋が架かっている付近で国道４５号に接

続します。東側、右側につきましては、水戸辺地区に接続しています。 

 

（東北工業大学教授 稲村） 

   わかりました。 

 

（南三陸町副町長 遠藤） 

続いて、国土交通省の国土管理企画室長の西澤様、いかがでしょうか。 

 

（国土交通省 国土管理企画室長 西澤） 

計画自体について異存はありませんが、２点だけ質問いたします。 

参考までに聞かせていただきたいのですが、先ほどの４２ページの志津川東地区津波復興拠点事業

の東の東ですが、かなり公益施設用地が広く確保されていますが、この部分には具体的にどういった

施設を予定しているのでしょうか。それと、技術的な話で、地域森林区域の変更で４０ページですが、

小班を区切って今回の変更で一部解除し、該当する小班を除いたところで新しい森林計画の図面にな

るという理解でよろしいのでしょうか。 

 

 （南三陸町事務局 復興市街地整備課長 沼澤） 

１点目の質問に対してですが、図面上の南側の２区画については、病院とケアセンターということ

になっております。既に造成工事に入っています。北の２区画については、具体的に決まっておりま
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せんが、新しい役場庁舎であるとか郵便局とかを検討しているところです。ですので、北の２区画に

ついては、今後調整ということになります。 

 

 （宮城県農林水産部 林業振興課長 永井） 

２点目の森林計画のご質問ですが、４０ページの図面でご説明しますと、番号が付いていますが、

これがいわゆる小班番号ですが、今回の計画ではピンクの部分の面積が減尐します。小班番号の部分

についてはそのままで面積だけが縮小するということだけになります。 

 

（国土交通省 国土管理企画室長 西澤） 

   ありがとうございます。 

 

 （南三陸町副町長 遠藤） 

   稲村先生と西澤様からご意見がございましたが、その他、本件について皆様からご意見、ご質問は

ございますでしょうか。 

 

（ 出席者一同） 

＜意見、質問無し＞ 

 

（南三陸町副町長 遠藤） 

ないようですので、議事を進めさせていただきます。 

今回の南三陸町復興整備計画では、１５ページに記載のとおり東日本大震災復興特別区域法第４９

条第４項の規定に基づき、開発許可の特例措置を適用することとしておりますが、この点について事

務局から説明願います。 

 

（南三陸町事務局 復興事業推進課長 及川） 

   【様式第１０について説明】 

 

（南三陸町副町長 遠藤） 

ただいま、事務局から説明がありましたが、県の建築宅地課から、この件について補足することが

ございましたらお願いいたします。 

 

 （宮城県土木部建築宅地課長 千葉） 

   内容については事前に図面をもって確認し、関係法令に適合していることを確認済です。以上でご

ざいます。 

 

 （南三陸町副町長 遠藤） 

ありがとうございました。ただいま、事務局から説明がありましたが、皆様からご意見、ご質問が

ありましたらお願いいたします。 

 

 （出席者一同） 

＜意見、質問無し＞ 
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 （南三陸町副町長 遠藤） 

   特に無いようでしたら議事を進めさせていただきたいと思います。 

   次に、復興整備計画では１５ページ（４-②）に記載のとおり、東日本大震災復興特別区域法第４９

条第７項の規定に基づき、自然公園の行為許可の特例措置を適用することとしていますが、この件に

ついて、事務局より説明をお願いいたします。 

 

（南三陸町事務局 復興事業推進課長 及川） 

   【様式第１７について説明】 

 

（南三陸町副町長 遠藤） 

ただいま事務局説明がありましたが、この件について、県の自然保護課から補足説明ございました

らお願いいたします。 

 

 （宮城県環境生活部 自然保護課長 三坂） 

   計画につきましては、景観に配慮されたものとなっていますので、これに従って実施していただき

たいと思います。建築される住宅についても、まちづくりルールに基づきまして自然景観に配慮され

たものとなるようお願いいたします。 

   なお、自然公園法施行規則で定める敷地造成、建築物の新築等に関する許可基準につきまして特例

を制定し、平成２５年１２月２０日に告示したことを申し添えます。 

 

 （南三陸町副町長 遠藤） 

ありがとうございました。ただいま、事務局、そして県自然保護課の方から説明がありましたが、

皆様からご意見、ご質問がありましたらお願いいたします。 

 

 （出席者一同） 

＜意見、質問無し＞ 

    

（南三陸町副町長 遠藤） 

無いようですので次に進めさせていただきます。 

それでは最後に、今回の復興整備計画全体について、了承をいただけるかお諮りをしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

 

 （出席者一同） 

異議なし。（との声あり） 

 

（南三陸町副町長 遠藤） 

ただいま異議なしとのご発言をいただきました。このことによって、今回の復興整備計画全体につ

いて、了承されたということになります。ありがとうございました。以上で、議事を終了いたします。 

   なお、この一年、南三陸町復興整備計画について色々とご指導いただきましたことを改めて深く御

礼申し上げたいと思います。ありがとうございました。 
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３ 閉 会 

○協議結果 

 

 

 

 

・都市施設(道路)整備事業（２施設）、復興拠点整備事業（１施設）、防災集団移転促進事業（６地区）、災

害公営住宅整備事業（３地区）の区域のうち、東日本大震災復興特別区域法第４８条第２項に基づく地域

森林計画区域、土地利用計画の変更、同法第４９条第７項に基づく開発許可、自然公園特別地域の行為許

可について、それぞれ該当する地区ごとに協議会で了承された。 


