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３．津波被害地域での復興事業手法 

（１）被害地域での復興事業 

甚大な津波被害地域における適用方策 

津波被害の被害規模 復興計画の内容 主な復興事業手法 

（レベル 2） 

市街地全体が甚大な被災 

津波による建物流出、倒壊

した地域 

基盤整備済・未整備にかか

わらず「重点復興地区」と

する 

建築行為を制限しつつ、当

該地における居住の可否を

検討する。建築物の構造規

制、用途規制、復興事業の

計画立案などを進める。 

○津波復興拠点整備事

業 

○被災市街地復興土地

区画整理事業 

○防災集団移転促進事

業 

（ア）津波対策の嵩上げ造成工事を行いながら従前地で復興 

被害状況や地区の現状を踏まえ、堤防の強化やその他の津波対

策と合わせた地盤嵩上げ等による多重防御のまちづくりが可能な

場合、従来位置で復興を行う。今後の津波被災の可能性について、

堤防施設管理者等との協議を進め、シミュレーションの実施等に

より、レベル２津波に対する再度被災の危険度を評価する。この

危険度評価（新たな浸水想定深）に応じて、建築禁止用途や建物

構造等の制限を併用しながら、都市復興事業を計画することとな

る。（建築基準法第３９条による規制） 

なお、東日本大震災では、想定浸水深２ｍ以上の地区は建築禁

止、２ｍ未満の地区は、基礎高や居室高などに制限をかけるとし

た復興計画の策定が多数進められている。 

嵩上げを行う場合は、従前地の都市施設の配置や土地利用を抜

本的に見直すことになり、土地区画整理事業を基本として整備を

行う。また、東日本大震災の復興に限定された事業として、嵩上

げ費用が補助される「津波復興拠点整備事業」がある。 

被災市街地復興土地区画整理事業 

津波復興拠点整備事業
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（イ）再度被災などの危険性から居住が適当でない地区での復興 

(ア)以外で再度被災などの危険性から居住が適当でない地区に

ついては、住居の集団移転を進めていく必要がある。 

移転を伴う場合の復興事業概要 

移転元の区域内の宅地等の買取等 防災集団移転促進事業 

移転先の住宅団地の造成、住宅の建築 防災集団移転促進事業 

津波復興拠点整備事業 

被災市街地復興土地区画整理事業 

災害公営住宅整備事業 
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【参考】東日本大震災の被災市街地における復興パターン 

被災市街地で採用された復興パターンは、主に居住地に着目して大まかに分類す

ると、下記のＡ～Ｅの５タイプに分類される。 

図 復興パターンの分類 

（出典：津波被災市街地復興手法検討調査 国土交通省 都市局 平成24年4月） 

移転 現地集約 嵩上げ 移転＋ 
嵩上げ 

現地復興 

地区数 127 地区/208 地区 6地区/208 地区 19 地区/208 地区 18 地区/208 地区 38 地区/208 地区

市街地等 30地区/ 83 地区 5 地区/ 83 地区 8地区/ 83 地区 14 地区/ 83 地区 26 地区/ 83 地区

集落 97 地区/125 地区 1地区/ 125地区 11 地区/125 地区 4地区/125 地区 12 地区/125 地区
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津波被災市街地復興手法検討調査（平成２４年４月国土交通省都市局）

によると、東日本大震災の津波被害からの復興は、主に居住地に注目す

ると、「移転」「現地集約」「嵩上げ」「移転＋嵩上げ」「現地復興」の大ま

かに５タイプに分類される。この調査結果を踏まえ、東日本大震災津波

被災地の復興手法について事例を収集し、代表的な復興事例について、

地区概要、復興まちづくりの概要と考え方、導入した復興事業を取りま

とめた。

【建築制限の根拠法】 

① 建築基準法第８４条 （被災市街地における建築制限） 

特定行政庁は、市街地に災害のあつた場合において都市計画又は土地区画整理法 に

よる土地区画理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生

した日から一月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又

は禁止することができる。 

２ 特定行政庁は、更に一月を超えない範囲内において前項の期間を延長することが

できる。 

② 被災市街地復興特別措置法第７条 （建築行為等の制限等） 

被災市街地復興推進地域内において、第５条第２項の規定により当該被災市街地復

興推進地域に関する都市計画に定められた日までに、土地の形質の変更又は建築物

の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところによ

り、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為につい

ては、この限りでない。 

一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 

二 非常災害（第５条第１項第１号の災害を含む。）のため必要な応急措置として行

う行為 

三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める

行為 

２～７ 略 

③ 建築基準法第３９条 （災害危険区域） 

地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険

区域として指定することができる。  

２ 災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の

建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。 
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復興事例 被災状況 復興まちづくりの概要 

建築制限（※注）

（○：あり／－：なし）

① ② ③ 

１ 

宮城県 

南三陸町

志津川地区

最大浸水深 

21.5m 

全壊 

1,783 世帯 

「移転」 

津波復興拠点整備事業で背後丘陵地の高台に役場・病院・公民館

用地を確保、防災集団移転促進事業により住宅を高台等へ移転。

浸水区域の低地部では災害危険区域を指定して居住を制限すると

ともに、復興土地区画整理事業により商業・業務施設等を集約。

○ ○ ○ 

２ 

福島県 

いわき市

薄磯地区

最大浸水深 

5.0～7.0m 

全壊 

301 棟 

「現地集約」 

海岸堤防の整備と合わせて県道を防災道路として整備し、その陸

側は一定の高さの防災緑地として津波の減勢効果を持たせた上で

現在地に復興。従前は基盤が未整備であったことから、復興土地

区画整理事業で土地や道路の再編・整備。 

－ － － 

３ 

宮城県 

気仙沼市

南気仙沼地

区

最大浸水深 

12.0m 

全壊 

1,137 世帯 

「嵩上げ」 

浸水区域の一部で、復興土地区画整理事業により地盤の嵩上げを

行い、従前の居住・事業継続希望者の住宅地等を集約。沿岸部の

浸水区域では水産加工業等の工業系土地利用とし、災害危険区域

を指定して建築制限による居住を制限。 

○ ○ ○ 

４ 

岩手県 

宮古市 

田老地区

最大浸水深 

13.9m 

全壊 

964 棟 

「移転＋嵩上げ」 

第一防潮堤は線形見直し及び嵩上げ、第二防潮堤内陸側は沈下分

復旧後の津波シミュレーション結果で、浸水深が 1m 以上と予測さ

れる区域では防災集団移転促進事業で住居を高台等へ移転。移転

跡地を非居住地として水産業をはじめとする産業用地として集

約、第二防潮堤背後は復興土地区画整理事業で嵩上げして住宅地、

商業、行政、医療施設を集約。 

－ － ○ 

５ 

宮城県 

山元町 

最大浸水深 

7.0m 以上 

全壊 

2,217 棟 

「移転＋現地復興」 

南北に走る県道を高盛土構造にして二線堤機能をもたせ、県道よ

り沿岸部の集落を防災集団移転促進事業により県道背後の内陸部

に集約。県道より沿岸部は、災害危険区域を指定し、建築制限に

よる居住を制限。 

○ － ○ 

 (※注)建築制限の根拠法(P101) 
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【事例１】宮城県南三陸町 志津川地区 

住宅等の浸水区域外への移転と、嵩上げ区域で商業地等の集約を同時に実施した事例（移転）

〇地区概要 

・地形状況：南三陸海岸のほぼ中央に位置す

るリアス海岸の志津川湾に面す

る低地部、背後は丘陵地。 

・土地利用：旧志津川町の中心市街地として

水産加工施設・商業施設・住宅

が立地した市街地。 
※非線引都市で用途地域の指定ある地域 

・被災状況：最大浸水深 21.5m 

浸水深が大きく、市街地が壊

滅的被害。 
被害棟数  全壊  1,783 世帯、大規模半壊  30 世帯、半壊  18 世帯 

〇特徴 
・リアス式海岸における丘陵地に囲まれた狭い市街地で浸水深が大きく、居住地の高

台移転が必要となった。 

○復興まちづくりの概要 

・津波復興拠点整備事業で背後丘陵地の高台に役場・病院・公民館用地を確保、防災

集団移転促進事業により住宅を高台等へ移転。浸水区域の低地部では災害危険区域

を指定して居住を制限するとともに、復興土地区画整理事業により商業・業務施設

等を集約。 
主な導入事業：防災集団移転促進事業、復興土地区画整理事業、津波復興拠点整備事業 

○復興まちづくりの考え方 

１．第一次建築制限（建築基準法 84 条） （指定：H23. 4.8～H23.11.10） 

・津波で浸水した市街地のうち用途地域が定められている地区において、土地の再配

置や道路、公園等の社会資本再整備が必要になると見込まれた地域について指定。 
（町全体約 176ha） 

２．復興まちづくりの検討 

・H23.6.27「復興基本方針」において、住まいは高台にという考えを町の基本的な土

地利用の方針とし、市街地及び集落の高所移転を進めることを公表、H23.12月に復

興計画を公表した。 

３．第二次建築制限（被災市街地特措法7条） （指定：H23.11.11） 

・緊急かつ健全な復興を図るため、土地区

画整理事業、市街地再開発事業等の施行、

道路、公園等の公共の用に供する施設の

整備、市街地の復興に必要な住宅の供給

の措置等を講ずる地域を被災地市街地

復興推進地域に指定した。

（志津川地区 約123ha） 

４．災害危険区域の指定（建築基準法 39条） 
（指定拡大：H24. 4. 1） 

・津波から住民の生命を守るため、安全性の

観点から浸水区域に含まれる土地で津波

シミュレーション結果と家屋被災状況等

を鑑み、災害危険区域に指定した。被災地

市街地復興推進地域内も指定あり。 
・チリ地震津波後、旧志津川町の一部に「住居の建設を禁止」する災害危険区域を指

定（昭和39年10月17日）しており、今回、同区域を拡大。（H26.6.20時点 町全体約666ha） 

【被災地市街地復興推進地域（第二次建築制限）南三陸町HP】

【撮影：アジア航測株式会社】
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〇導入した復興事業 

・防災集団移転促進事業で背後丘陵地に住宅地を確保、津波復興拠点整備事業で住宅

地や役場・病院・公民館等の公益的用地を確保、災害公営住宅事業も導入。 
（津波復興拠点整備事業 42.3ha（住宅施設 26.7ha、公益的施設 11.0ha）） 

※東日本大震災復興特別区域法では、集団移転促進事業の特例として公益的施設面積は住宅団地の面

積の３割（国土交通省大臣が特に必要と認める場合は５割）を上限としていることから、住宅地以

外の土地利用規模により津波復興拠点整備事業を導入。 

・浸水区域では、復興土地区画整理事業（60.2ha）で商業・業務施設を集約、防災集

団移転促進事業により買収した従前住宅地を集約。 

宮城県南三陸町の復興経緯

建築制限の経過 復興まちづくりの検討経過 
H23. 4. 8 

H23. 5.12 

H23. 6.10 

H23. 7. 1 

H23. 6.27 

H23. 8. 3 

H23. 9.12 

H23.11.11 

H23.12.26 

H24. 4. 1 
H24. 9.10 

H24. 9.18 

H24.10. 1 

・建基法第 84条による建築制限～H23. 5.11

・特例法による建築制限    ～H23. 9.11

・津波防災拠点市街地形成施設の決定 

・特例法による建築制限の延長～H23.11.10

・被災市街地復興推進地域の都市計画決定 

・災害危険区域指定（拡大） 
・志津川地区防災集団移転促進事業 

の大臣同意
・被災市街地復興土地区画整理事業 

の都市計画決定

・災害危険区域指定（志津川地区追加） 

・震災復興計画策定会議（第１回） 

・復興まちづくりに関する意向調査 

・復興基本方針公表 

基本的な土地利用「住まいは高台」を公表 

・復興計画公表 

【南三陸町 HP】

【志津川町 HP 資料から作成】

【市街地復興まちづくり説明会資料（南三陸町 平成25年7月）】

従前用途地域 従後土地利用

【市街地復興パターン概略検討 調査総括表（国土交通省 平成24年4月）】

復興事業 L1 防潮堤整備後の想定浸水深(ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ) 

浸水深
m

0 – 1
1 – 2
2 – 3
3 – 4
4 – 5
5 – 6
6 – 7
7 – 8
8 – 9
9 -10
10-   
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【事例２】福島県いわき市 薄磯地区 

防災緑地の整備により津波に対する安全性が高められた区域に住宅等を集約した事例 

（現地集約） 

〇地区概要 

・地形状況：県下で最も海水浴客が訪れる

薄磯海水浴場があり、自然海

岸が残る太平洋に面した低

地部。 

・土地利用：住宅、店舗併用住宅、水産加工

施設、商業施設、旅館等観光施

設が立地した市街地。 
※市街化区域・市街化調整区域

・被災状況：最大浸水深 5.0～7.0m 

丘陵地を除き、低地部はほぼ

全壊もしくは流出。 
被害棟数  全壊      301 棟、大規模半壊  19 棟 

〇特徴 

・防災緑地の整備等を含む多重防御により、現地居住の安全性が確認された。 

○復興まちづくりの概要 

・海岸堤防の整備と合わせて県道を防災道路として整備し、その陸側は一定の高さの

防災緑地として津波の減勢効果を持たせた上で現在地に復興。従前は基盤が未整備

であったことから、復興土地区画整理事業で土地や道路の再編・整備。薄磯地区に

は、災害危険区域の指定はない。 
主な導入事業：復興土地区画整理事業、防災緑地整備事業

○復興まちづくりの考え方 

１．第一次建築制限（建築基準法 84 条） 

・指定なし。 
※東日本大震災の津波浸水区域における建築行為（新築・増築）の自粛について（協力依頼：H23.6.3） 

２．復興まちづくりの検討 

・有識経験者等からなる復興計画検討
委員会及び学識者・事業者・市民か
らなる復旧・復興計画検討市民会議
において復興ビジョン、復興事業計
画が検討され、H23.12月に公表され
た復興事業計画で、今次津波を対象
とした津波シミュレーションを参考
に、津波被災を受けた一定規模以上
の市街地については、海岸保全施設、
防災緑地等により津波の浸水を防ぐ
とともに、住宅地等については近隣
へ移転し、避難誘導対策により安全
を確保することを示した。 

３．第二次建築制限（被災市街地特措法7条） 

・指定なし。
※東日本大震災の津波浸水区域における建築行為（新築・増築）自粛の一部解除について（H23.10.12）

４．災害危険区域の指定（建築基準法 39条） 

・指定なし。

【 3月 25 日 陸上自衛隊第８普通科連隊提供】

【復興事業計画第１次（いわき市 平成 23 年 12 月）】
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〇導入した復興事業 

・県道の内陸側に盛土構造の防災緑地や公園を配置、復興土地区画整理事業で土地利

用を再編して、浸水区域外に新たに住宅地を配置。（復興土地区画整理事業 37.0ha) 

・多重防御機能を持たせる

ため、防災緑地を都市緑

地(6.2ha)として都市計

画決定、都市計画防潮の

施設を変更。 
※東日本大震災復興特別区域

法に基づく復興特区制度

（税制・金融などの特例措

置、復興交付金、土地再編

に係る特例措置など）にお

いて、復興事業計画に位置

付ければ復興土地区画整理

事業の実施が可能となった。 

福島県いわき市の復興経緯

建築制限の経過 復興まちづくりの検討経過 
H23. 6. 3 
H23. 6.18 
H23. 8.18 
H23. 7.12 
H23. 9.16 
H23.10.12 
H23.12 

H24. 8. 3 

H25. 2.20 
H25.10.10 

・東日本大震災の津波浸水区域における建築行為 
（新築・増築）の自粛について（協力依頼）

・東日本大震災の津波浸水区域における建築行為 
（新築・増築）自粛の一部解除について

・被災市街地復興土地区画整理事業
の都市計画決定

・被災市街地復興土地区画整理事業の認可
・東日本大震災の津波浸水区域における建築行為 

（新築・増築）自粛の解除について

・津波被災市街地の復興に関する意向調査（第１回） 
・津波被災市街地の復興に関する意向調査（第２回） 
・復旧・復興計画検討委員会（第１回）※1

・復旧・復興計画検討市民委員会（第１回）※2

・復興事業計画公表
海岸保全施設、防災緑地等により津波の浸水
を防ぐとともに、住宅地等については近隣の
安全な場所へ移転することを公表 

※1学識経験者等で構成 
※2学識経験者・事業者・市民の代表で構成 

従後土地利用 

【薄磯震災復興土地区画整理事業 
 設計図（いわき市 HP）】

従前用途地域 

【用途地域マップ（いわき市 HP）】

多重防御前の想定浸水深 

(ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ)

多重防御後の想定浸水深 

(ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ) 

【市街地復興パターン概略検討 調査総括表（国土交通省 平成 24年 4月）】
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【事例３】宮城県気仙沼市 南気仙沼地区 

浸水区域の中の一部を嵩上げし、住宅等を集約した事例（嵩上げ） 

〇地区概要

・地形状況：リアス式海岸の気仙沼湾に面する低地部で、背後丘陵地までは約 2km
離れている。 

・土地利用：水産加工施設・倉庫が立地、地区西部や内陸部に住宅併用型の工場・事務
所と住宅が混在した市街地。 

※非線引都市で用途地域の指定がある地域

・被災状況：最大浸水深 12.0m 
地盤が約 75cm 沈下、全域が
浸水して港湾・漁業関連施設
は壊滅状態。 
被害棟数  全壊 1,137 世帯 

一部損壊  7 世帯 

〇特徴 
・住宅地域周辺の嵩上げを含む多重防御によ
り、現地居住の安全性が確認された。 

○復興まちづくりの概要 

・浸水区域内の一部で、復興土地区画整理事業により地盤の嵩上げを行い、従前の居

住・事業継続希望者の住宅地等を集約。沿岸部の浸水区域では水産加工業等の工業

系土地利用とし、災害危険区域を指定して建築制限による居住を制限。 
主な導入事業：復興土地区画整理事業、水産基盤整備事業 

○復興まちづくりの考え方 

１．第一次建築制限（建築基準法 84 条） （指定：H23. 4.8～H23.11.10） 

・浸水した市街地のうち用途地域が定められている地区において、土地利用再配置や

道路、公園等の社会資本再整備が必要になると見込まれた地域について指定した。 
  （当初 市全体約 670ha →約 465ha（一部解除） →約 267ha（一部解除） ） 

         ※事業実施の見込みがない地域に対して、段階的に建築制限を解除 

２．復興まちづくりの検討 

・有識者等からなる震災復興会議において、「L1対応の防潮堤整備等の実施を前提に、

東日本大震災と同程度の津波シミュレーションの結果で、人的被害が拡大するとさ

れる区域の住宅等を高台や内陸へ移転する」という方針を示し、H23.10月に復興計

画を公表した。 

３．第二次建築制限（被災市街地特措法7条） 
 （指定：H23.11.11） 

・安全で災害に強い市街地を実現するた

め、被災市街地復興土地区画整理事業

等による面的整備や復旧・復興事業の

推進を図る区域を被災地市街地復興推

進地域に指定した。（南気仙沼地区 約137ha）

４．災害危険区域の指定（建築基準法 39条） 
（指定：初回 H24. 7. 9） 

・津波防護対策を実施しても、東日本大

震災と同程度の津波シミュレーション

の結果で浸水被害が発生する可能性が

高い区域を基本に災害危険区域を指定

した。被災地市街地復興推進地域内も

指定あり。（H26.8.20時点 市全体約1,390ha） 

【斜め写真（国土地理院 平成23年5月27日）】

【被災市街地復興推進地域の 
建築制限期間の終了について（気仙沼市 HP）】

【災害危険区域の建築制限の内容】 
(1) 市では平成 24 年 7 月 9 日、建築基準法第 39 条

に基づき、災害危険区域の指定を行い、気仙沼市
災害危険区域に関する条例第３条により、下記用
途の建築物の建築を制限しています。 
①住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿及び寮
②児童福祉施設等（保育所や老人ホーム、福祉施
設を指します。） 

③旅館業の営業に供する施設 
④病院及び診療所のうち患者を入院させる施設
を有するもの 

⑤宿泊設備を有する研修施設 
(2) 制限の対象となる用途の建物であっても、市長

が災害防止上支障がないと認めた場合は建築す
ることができます。 

【市長が災害防止上支障がないと認める場合】
(3) 一定の構造体力を有し、想定される津波の最高

水位より高い位置に居室があること等の条件を
全て満たす場合。 
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〇導入した復興事業 

・既存住宅・商業エリアでは、復興土地区画整理事業（32.5ha）で地盤を嵩上げて基

盤を整備し、住宅地・商業地を再配置。同時に、防災集団移転促進事業の受入先（住

宅団地）及び災害公営住宅事業を導入、地区計画決定予定。 

・L1 防潮堤整備後も浸水リスクが残る低地部は災害危険区域に指定した上で、水産基

盤整備事業で地盤沈下分の地盤を嵩上げて工業地を配置。 

宮城県気仙沼市の復興経緯 

建築制限の経過 復興まちづくり方針の検討経過 
H23. 4. 8 

H23. 5.12 

H23. 6.19 

H23. 8. 6 

H23. 9.12 

H23.10. 7 

H23.11.11 

H23.12.28 

H24. 7. 9 

H24. 9.18 

H25. 3.29 

・建基法第 84条による建築制限～H23. 5.11

・特例法による建築制限    ～H23. 9.11

・特例法による建築制限の延長～H23.11.10

・被災地市街地復興推進地域の 

都市計画決定

・災害危険区域指定（初回） 

・被災市街地復興土地区画整理事業 

の都市計画決定

・事業計画決定の公告 

 土地区画整理法第 76 条制限

・震災復興会議（第１回）※

・震災復興会議（第３回） 

防災・減災の方針を検討 

津波シミュレーション結果 

から判断することを提示

・復興計画公表 

防災・減災の基本的考えと地区構想を公表 

・今後の住まいについての意向調査 

※学識経験者、市総合計画審議会委員で構成 

従後土地利用と復興事業

L1 防潮堤整備後の想定浸水深(ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ) 従前用途地域

【都市計画図（気仙沼市 HP）】 【災害危険区域の区域指定図（気仙沼市 平成24年7月9日）】

【被災市街地復興推進地域の復旧・復興事業の考え方（気仙沼市 HP）】
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【事例４】岩手県宮古市 田老地区 

二線堤の整備と嵩上げにより津波に対する安全性を高めるとともに、住宅等を浸水区域外

へ移転した事例（移転＋嵩上げ）

〇地区概要 

・地形状況：太平洋に面したリアス式地形、

田老漁港背後に整備された堤防

（高さ 10m）に守られた低地部。 

・土地利用：第一堤防堤背後は水産加工施設

と住宅が混在、第二防潮堤背後

は住宅、商業施設、行政・医療

施設が立地した旧田老町の中心

市街地。 
※都市計画区域外（被災後に都市計画区域編入）

・被災状況：最大浸水深 13.9m 

慶長 16 年、明治 29年、昭和 8年の津波で壊滅的な被害を受け、昭和 54

年防潮堤完成後初の津波被害。海岸側の第一防潮堤が破壊、内陸側の第

二防潮堤も越流して地区全体が浸水。 
被害棟数  全壊（流出含む）964 棟、大規模半壊  41 棟 

〇特徴 

・二重の防潮堤整備等により、一部区域で現地居住の安全性が確認された。 

○復興まちづくりの概要 

・第一防潮堤は線形見直し及び嵩上げ、第二防潮堤内陸側は沈下分復旧後の津波シミ

ュレーション結果で、浸水深が１ｍ以上※１と予測される区域では防災集団移転促進

事業で住居を高台等へ移転。被災した公共施設を高台へ移転。移転跡地を非居住地

として水産業をはじめとする産業用地として集約、第二防潮堤背後は復興土地区画

整理事業で嵩上げして住宅地、商業、行政施設を集約。 
主な導入事業：復興土地区画整理事業、防災集団移転促進事業、災害公営住宅整備事業 
       漁業集落防災機能強化事業 

 ○復興まちづくりの考え方 

１．第一次建築制限（建築基準法 84 条） 

・指定なし。 

２．復興まちづくりの検討 

・最大クラスの津波による浸水深が1m以上※１と予測される区域では、住宅及び被災公

共施設の高台等への移転を進め、移転跡地は非居住地として水産業を始めとする産

業用地あるいは公園などの公共用地としての土地利用を促進する。市街地内の一部

は、嵩上げ盛土して公共公益施設、商業施設、住宅等を集約する。 

３．第二次建築制限（被災市街地特措法7条） 

・指定なし。

４．災害危険区域の指定（建築基準法 39条） 

（初回指定：H24.11.20） 

・最大クラスの津波による浸水により、建物の被

害が予想される区域について、第１種区域から

第３種区域までの区域種別と建築制限を実施、

予想浸水深が2m以上の地点を含む地形地物によ

り区画された区域は住宅等を建築禁止とした。 
  （市全体約567ha  H27.7時点） 

※1 浸水深が１ｍ未満であっても、浸水深１ｍ以上の区域に隣接する場合を含む。 

【東日本大震災の記録・被災状況（宮古市 HP）】

【災害危険区域 田老地区（宮古市 平成27年7月31日）】
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〇導入した復興事業 

・防災集団移転促進事業で、第一・第二防潮堤背後の住宅のうち、高台希望者の移転

先及び被災した公共施設の移転先として市街地背後の丘陵地の住宅団地を確保。（防

災集団移転促進事業 25.4ha、災害公営住宅整備事業 71戸) 

・第一防潮堤の内陸側に産業用地及び農地を配置、復興土地区画整理事業から規模を

縮小し漁業集落防災機能強化事業に変更して、水産施設用地整備を計画。

・第二防潮堤の内陸側に住宅・商業及び公共施設を再配置、復興土地区画整理事業で

土地利用を再編。（田老地区復興土地区画整理事業 19.0ha、災害公営住宅整備事業 40戸) 

※東日本大震災復興特別区域法に基づく

復興特区制度（税制・金融などの特例

措置、復興交付金、土地再編に係る特

例措置など）において、復興事業計画

に位置付ければ復興土地区画整理事業

の実施が可能となった。 

岩手県宮古市の復興経緯

建築制限の経過 復興まちづくりの検討経過 
H23. 7. 8 
H23. 9.22 
H23.10.25 

H24. 1.25 
H24. 2.17 
H24. 3.30 
H24.11.20 
H25. 2. 8 
H25. 3.15 
H25. 5.28 

・災害危険区域指定（当初）
・災害危険区域指定（田老地区）
・田老地区都市計画区域編入
・被災市街地復興土地区画整理事業

の都市計画決定
・被災市街地復興土地区画整理事業の認可

・復興に向けた意向調査
・地区復興まちづくりの会：田老地区（第１回）
・地区復興まちづくり検討会※２

：田老地区（第１回～４回）～H24. 1.30
・再建に関する意向調査
・地区復興まちづくりの会：田老地区（第２回）
・地区復興まちづくり計画公表

高台への移転と既存住宅地の嵩上げを公表 

※2市民の代表・事業者等で構成 

↓
漁業集落防災強化事業に変更 

【復興まちづくり計画説明会資料（宮古市 平成25年4月24日）】

従後土地利用（乙部団地は被災後の新市街地計画） 

多重防御後の想定浸水深 

【宮古市提供】

第二線堤：T.P.+10.0m

第一線堤：T.P.+14.7m
1 5 m 以 上
1 4 - 1 5 m  
1 3 - 1 4 m  
1 2 - 1 3 m  
1 1 - 1 2 m  
1 0 - 1 1 m  
 9 - 1 0 m  
 8 -  9 m  
 7 -  8 m  
 6 -  7 m  
 5 -  6 m  
 4 -  5 m  
 3 -  4 m  
 2 -  3 m  
 1 -  2 m  
1 m 未 満

浸水深
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【事例５】宮城県山元町 

二線堤等の整備により津波に対する安全性が高められた区域での現地再建と浸水区域外へ

の住宅等の移転を実施した事例（移転＋現地復興） 

〇地区概要 

・地形状況：仙台平野の一部、砂浜海岸となって

仙台湾に面する低地部で、背後丘陵

地までは 7km 程度。 

・土地利用：沿岸部は農地が広がる中、集落が点在。 
※非線引都市で用途地域の指定がない地域

・被災状況：最大浸水深 7.0m 以上 

平地部のほぼ全集落が浸水。 
被害棟数  全壊 2,217 棟 大規模半壊  534 棟 

半壊  551 棟 一部損壊  1,138 棟 

〇特徴 

・高盛土の県道整備等を含む多重防御により、現

地居住の安全性が確認された。 

○復興まちづくりの概要 

・南北に走る県道を高盛土構造にして二線堤機能をもたせ、県道より沿岸部の集落を

防災集団移転促進事業により県道背後の内陸部に集約。県道より沿岸部は、災害危

険区域を指定し、建築制限による居住を制限。 
主な導入事業：防災集団移転促進事業、津波復興拠点整備事業、災害公営住宅整備事業 

道路事業（県道 相馬亘理線）

○復興まちづくりの考え方 

１．避難指示（災害対策基本法 60 条） 
・津波で海岸堤防が破損し、本格的な堤防を早期建設までの災害を拡大させるおそれ

がある地域に対して、町長が避難指示区域を指定した。 

２．第一次建築制限（建築基準法 84 条） （指定：H23. 7.1～H23.11.10） 

・仮設堤防整備完了に伴い、一部の区域で避難指示の解除に合わせて、津波で浸水し
た市街地の土地利用再配置や道路、公園等の社会資本再整備が必要になると見込ま
れた地域について指定した。（町全体約 198ha） 

・県道を嵩上げ整備することで、第一次建築制限を指定した地区の浸水リスク低減が
確認されたため、第二次建築制限への移行はしない。 

３．復興まちづくりの検討 

・有識経験者等からなる有識者会議及び町民の代表
者からなる震災復興会議において、防潮堤、防災
緑地、高盛土構造とした鉄道・幹線道路などから
なる多重防御対策やL1対応の防潮堤整備等を実施
後に東日本大震災と同様な津波によるシミュレー
ション結果を踏まえ、二線堤機能と沿岸部の集団
移転方針を示し、H23.12月に復興計画を公表した。 

４．第二次建築制限（被災市街地特措法7条） 

・県道の嵩上げ整備により、既存集落の危険性が低
下したため指定なし。

５．災害危険区域の指定（建築基準法 39条） 

（初回指定：H23.11.11） 
・津波シミュレーション結果で浸水深が１ｍ以上の

区域に災害危険区域を指定、第１種及び第２種災
害危険区域に防災集団移転促進事業を導入した。  
（H25.12.7時点 町全体約1,945ha） 

【山元町 HP 資料から作成】

建築基準法第 84 条

災害危険区域

【市街地復興パターン概略検討 調査総括表
（国土交通省 平成 24 年 4 月）】
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〇導入した復興事業 

・県道から沿岸部は、防災集団移転促進事業で集団移転を行い、災害危険区域を指定

して住居の用に供する建築物を制限する。 

・県道から内陸部は、津波シミュレーション結果に基づいて危険性の少ない地域に防

災集団移転促進事業、津波復興拠点整備事業、災害公営住宅整備事業により住宅地

を確保。 

・第一次建築制限を指定した集落は、多重防御で現地居住の安全性が確認されたこと

から復興事業を導入せず、個別の自主再建を進める。 

宮城県山元町の復興経緯

建築制限の経過 復興まちづくりの検討経過 
H23. 6.30 

H23. 7. 1 

H23. 6.19 

H23. 8.24 

H23. 8.28 

H23. 8.11 

H23. 8 

H23. 9.12 

H23.11.11 

H23.12 

H25.12. 7 

・避難指示区域の一部解除 

・特例法による建築制限    ～H23. 9.11

・特例法による建築制限の延長～H23.11.10

・災害危険区域指定 

・災害危険区域指定（拡大）  

・震災復興有識者会議（第１回）※1

・震災復興会議（第１回）※2

・今後の住まい等に関する調査

・震災復興有識者会議（第３回） 

沿岸部町民の移転、県道の二線堤機能を検討 

・津波シミュレーション結果（第１回目）公表 

・復興基本方針公表 

 高盛土構造とした幹線道路からなる 

多重防御を公表

・震災復興計画公表 

※1学識経験者等で構成 

※2町民の代表で構成 

市街地整備がない場合 

の想定浸水深 

【復興交付金事業計画（山元町 平成27年6月）】

市街地整備後 

の想定浸水深(ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ) 復興事業 

第一次建築制限を
指定した既存集落

【市街地復興パターン概略検討 調査総括表 
（国土交通省 平成 24 年 4 月）】
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防災集団移転促進事業 

根拠法 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 

事業目的

等 

災害が発生した地域又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的移転を促進するため、当該地

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促

進事業の円滑な推進を図る事業である。 

事業主体 市町村 

対象地域
豪雨、洪水、高潮その他の異常な自然現象による災害が発生した地域

又は建築基準法第 39 条第 1項の規定により指定された災害危険区域

補 助 対

象・補助

率 

以下の経費について、事業主体に対して補助(補助率：３／４） 

・ 住宅団地の用地取得造成、公共施設の整備 

・ 移転者の住宅建設・土地購入に対する補助（借入金の利子相当額）

・ 移転促進区域内の農地等の買い取り 

・ 住宅団地内の共同作業所等 

・ 移転者の住居の移転に対する補助 

イメージ

事業実施

にあたっ

ての手続

き等 

防災集団移転促進事業計画の策定 

・市町村は移転促進区域を設定、

住宅団地の整備、移転者に対す

る助成等について国土交通大臣

に協議し、その同意を得て、集

団移転促進事業計画を定める。 
■移転促進区域 

災害が発生した地域又は災害危険区域（建築基準法第 39 条）のうち、住民

の生命、身体及び財産を災害から保護するため住居の集団的移転を促進す

ることが適当であると認められる区域。 

■住宅団地の規模 

10 戸以上（移転しようとする居住の数が 20 戸をこえる場合には、その半数

以上の戸数）の規模であることが必要。 

※「移転促進区域の設定」と「災害危険区域の指定」の順序に特に定めは無い

ため、被災地の状況に合った最適な順序で実施。東日本大震災での事例によ

ると、大規模な既成市街地等を対象とした災害危険区域先行型と、小規模な

漁村集落等を対象とした移転促進区域先行型に大別される。

市町村 国土交通大臣

関係行政機関 

の長 

協議 

（県経由）

同意 

事業計画 

の策定 協議 
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津波復興拠点整備事業 

本事業は、津波防災地域づくりに関する法律により、新たな都市施設として都市計

画決定することが創設された。本事業の国庫補助については、基本的に東日本地大

震災復興特別区域法第 77 条に規定する復興交付金事業計画の区域内で復興交付金

事業として行われる事業に限られている。 

根拠法 津波防災地域づくりに関する法律 

事業目的

等 

都市の津波からの防災性を高める拠点であるとともに、被災地の復興

を先導する拠点となる市街地の形成を支援するための事業である。 

事業主体 地方公共団体 

採択要件

復興特区法第７７条に規定する復興交付金事業計画の区域内におい

て定められた一団地の津波防災拠点市街地形成施設。  

ただし、以下のいずれかを満たす市町村に限る。  

イ 浸水により被災した面積が概ね２０ｈａ以上であり、かつ、浸水

により被災した建物の棟数が概ね１，０００棟以上であること。  

ロ 国土交通大臣が、イの要件と同等の被災規模であると認めるもの。

対象事業

補助対象と補助率：１/２ 

・ 道路（区画道路を含む）、公園の都市基盤の用地費、整備費 

・ 公益施設（行政施設、病院など）その他の市町村が買収する土地

の用地費、買収費（その地域に住み続けるために必要と考えられ

る施設） 

・ 地区全体のかさ上げ費 

・ 津波防災拠点の整備費（津波避難ビルなどの津波対策部分の整備

にかかる費用） 

・ 事業計画策定費 被災地のみ適用事業 

イメージ
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（４）関連事業との調整 

１．応急仮設住宅・災害公営住宅等との調整について 

大規模災害が発生した際には、被災者が一刻も早く安全・安心な生活

を取り戻すことが重要であり、被災者のための住宅確保は大きな行政課

題となる。 

そして、都市の復興はその完了に長期の時間を要することが見込まれ、

その間の住宅確保の取組みとは様々な面で調整が必要となる。 

都市の復興を計画決定し、事業を開始する迄には、地元住民が主体と

なって計画策定に参画する必要がある。特に被災者の生活の基盤となる

応急仮設住宅は、従前位置の近傍で確保されることが望ましく、東日本

大震災でも従前のコミュニティ単位でまとまって入居するなどの配慮も

みられたところである。 

都市の復興、住宅の復興は、ほぼ同時期に進むこととなることから、

連携のための調整や情報共有が進められることが望ましい。 

また、災害公営住宅は、復興する都市拠点の核となる場合が想定され、

その位置、規模等において都市の復興計画との調整が欠かせない。 

長期にわたる都市復興期間では、商業、産業など生活に必要な「まち」

の維持のための様々な措置が必要となる。東日本大震災での仮設住宅で

も、仮設店舗の併設、仮設工場の手当てなど様々な手法が組み合わされ

て、コミュニティの活性化、地域力の維持に取組んでいる。 

以下に、東京都で取り組まれている「時限的市街地」の例を参考掲載

する。 

（出典 東京都.”第２章 都市の復興”.東京都震災復興マニュアル（復興施策編）,H19

年 10 月,p2-3-33） 

「時限的市街地」 

震災復興を円滑に進めるためには、従前のコミュニティや地域産業の維持に努めていく

ことが重要である。そのため、甚大な被害を受けた地域においては、本格的な都市復興に

着手するまでの過渡的な期間に、「時限的市街地」という復興ステップを踏むことにより、

円滑な復興を進めていく。 

時限的市街地は、本格的な復興までの緊急避難的な生活の場として、応急仮設の住宅、

店舗や事業所及び残存する利用可能な建築物からなる市街地をいう。 

時限的市街地を早急に解決することが望ましく、そのため公的住宅の先導的供給、共同・

協調建替え等を協力に推進することにより、順次本市街地への移行を進め、都市復興を実

現する。 
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