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1.研究の背景と目的 

 平成23年3月11日、宮城県三陸沖を震源に、マグニチ

ュード 9.0 という日本国内観測史上最大規模の震災である

東日本大震災が発生した。この東日本大震災では、波高10m

以上にもなる津波が岩手県、宮城県、福島県の沿岸部に押

し寄せ甚大な被害を発生させた。東日本大震災での福島県

の被害の概要は表1に示す通りであり、ここからも被害の

大きさが見て取れる。 

 こうした東日本大震災による津波被害からの復興まちづ

くりとして、岩手県、宮城県、福島県の3県では、防潮堤

の建設、土地区画整理事業や防災集団移転促進事業の推進、

避難路の確保などとあわせて、津波被害の減災を目的とす

る緑地である防災緑地の整備が進められている。東日本大

震災の発生後に、東日本大震災復興構想会議は「復興への

提言～悲惨の中の希望～」の中で、災害時の被害を最小化

する「減災」や線による防御から面による「多重防御」に

ついて提言し 1)、また、海岸における津波対策検討委員会

は「平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波により被災し

た海岸堤防等の復旧に関する基本的な考え方」の中で、海

岸保全施設単独ではなく、盛土を伴う道路や海岸防災林な

ど他事業との連携による堤防断面の拡大を提案した 2)。防

災緑地は、これらの提言をもとに、東日本大震災後に我が 

表1_福島県の被害概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国では初めて整備されているものであり、今後の津波対策

の一つとして注目されている。 

 本研究は、福島県の津波被災地の復興まちづくり方針に

ついて整理した上で、福島県、市町村、住民等へのヒアリ

ング調査と現地調査を通じて、福島県における防災緑地の

整備の現状と課題を明らかにすることを目的とする。 

 

2.福島県の津波被災地の復興まちづくり方針 

 以下では、福島県防災緑地計画ガイドライン 3)を参考に、

福島県の津波被災地の復興まちづくりについてまとめる。 

福島県では、津波被災地において、これまでの海岸堤防

による「一線防御」の考え方ではなく、防潮堤、防災緑地、

二線堤機能を持つ高盛土の道路、土地区画整理事業や防災

集団移転促進事業による市街地整備の4つによる「多重防

御」の考え方に基づき、安全・安心性を高めるための復興

まちづくりを進めている（図1）。 

福島県の沿岸部には、リアス式海岸が広がる岩手県や、

広大な平野が広がる宮城県とは異なって、海岸と山に挟ま

れたまとまった市街地が多い。このため、津波被災地の復

興まちづくりを進めるにあたっては、限られた範囲におい

て、まとまった市街地の再建を図る必要があり、東日本大

震災では海岸防災林が津波被害の軽減に効果を発揮したこ

とを踏まえて、福島県では防災緑地に着目し、津波被災地

の復興まちづくりの一つの要素として位置づけてきた(1)。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：ふくしま復興ステーション 防災緑地の概要図 

図1_ 福島県の津波被災地の復興まちづくりの概要図 

福島県における防災緑地の整備の現状と課題 
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市町村名
死者数
(人)

浸水範囲内
人口（人）

浸水面
積(㎢)

市町村面
積(㎢)

浸水率
(％)

被害家屋
数(棟数)

新地町 119 4666 11 46 23.9 1246
相馬市 486 10436 29 198 14.6 5234
南相馬市 1118 13377 39 399 9.8 9242
浪江町 555 3356 6 223 2.7 1927
双葉町 153 1278 3 51 5.9 118

大熊町 124 1127 2 79 2.5 172
富岡町 347 1401 1 68 1.5 5247
楢葉町 125 1746 3 103 2.9 1540
広野町 45 1385 2 58 3.4 4027
いわき市 460 32520 15 1231 1.2 63569

注：浸水率(%)＝（浸水面積(㎢)/市町面積(㎢)）*100 
参考：死者数、被害家屋数：平成23年東北地方太平洋沖
地震による被害状況速報、浸水範囲内人口:統計局 津波
による浸水範囲に関する統計情報、浸水面積： 国土地理
院 津波による浸水範囲の面積(概略値)、市町村面積：
各市町村のHP 
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福島県の場合、防潮堤は主にT.P. 7.2ｍの高さで整備され

ているが、防災緑地はこれに接して整備されることになる。

その整備範囲は、シミュレーションを通じて、L2の津波で

あっても、背後地の市街地が水深 2m にならないように設

定されている。後述する通り、整備主体は基本的には県で

あり、また、すべて都市施設（都市公園）として都市計画

決定されている。 

 

3.福島県の防災緑地の整備の状況 

(1)防災緑地の整備状況 

福島県において、防災緑地の整備が計画されているのは、

表2に示す新地町、相馬市、広野町、いわき市の4市町村

の 11 地区である。11 地区のうち、10 地区が県施行、1 地

区が町施行である。新地町の釣師地区のみ町施行であるが、

これは、福島県からの防災緑地の整備の提案に対して、新

地町では釣師地区を賑わいの場として平常時での緑地の利

用を重視していたため、県が整備するのではなく町での整

備となったものである。なお、表1と表2から、津波被災

地であっても防災緑地が整備されない市町村が存在するこ

とがわかる。一つは、福島原発事故の発生に伴う放射能被

害によって帰還困難区域に指定され、今後住民が住むこと

が難しい地域であり、典型的には双葉町や大熊町がこれに

該当する。もう一つは、後背地に農業用地が広がっている

ため、海岸防災林の整備が進められている地域であり、典

型的には南相馬市、浪江町、楢葉町がこれに該当する。 

防災緑地の面積は、平均で 9.8ha であるが、1.6ha から

24.5ha まで大きく異なっている。整備期間については、基

本的に平成24年から着手されているが、今なお完了した地

区はない。防災緑地は、周辺の防潮堤や道路の整備の後に

整備されることになるが、多くの地区では防潮堤や道路の

整備をしている段階にあり、早い地区でも防災緑地の盛土

を進めている状況にある。当初は、広野町の浅見川地区に

おいて平成27年度に完了する予定であったが、現在では平

成28年9月での完成が予定されている。 

表2_防災緑地の整備地区の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 防災緑地の土地の取得方法については、復興交付金の活

用による土地の単独買収、復興交付金を活用した災害危険

区域内の土地の買収、土地区画整理事業の実施に伴う公共

者負担金の拠出という 3 通りがあり、それぞれ 4 地区、3

地区、4 地区となっている。このうち、復興交付金を活用

した災害危険区域内の土地の買収に関しては、市町村が買

収した土地を県に譲渡し、県が防災緑地の整備を行ってい

る。 

防災緑地の計画にあたっては、それぞれ地区において住

民を交えたワークショップなどが開催されている。すべて

の地区に共通して、防災緑地に植える樹種は、主に強い対

潮性を有しているクロマツである。また、盛土によって海

への視界を完全に遮ってしまうことがないように、海岸へ

の視線の抜けや避難路ともなるアクセス路を確保し、緑地

内を歩けるように整備することが計画されている。 

(2)各地区の現状 

 以下では、各地区の現状を図面と共に述べるが、2 章で

の説明の通り福島県の津波被災地においては防潮堤、防災

緑地、二線堤機能を持つ高盛土の道路、土地区画整理事業

や防災集団移転促進事業による市街地整備の4つによる復

興まちづくりが基本ではあるが、各地区の地形地物や、住

民の意向などにより、復興まちづくりのあり方は多様なも

のになっている。 

①新地町 

 新地町は、福島県において唯一、町施行の防災緑地があ

るところである。図2の北側が県施行の埒浜地区の防災緑

地、南側が町施行の釣師地区の防災緑地である。町施行の

釣師地区の防災緑地の範囲は県施行の緑地と同様に、県の

シミュレーションをベースに決めているが、緑地の整備計

画については県施行の緑地とは大きく異なる（図3）。即ち、

釣師地区では、平成25年6月から10月までに周辺住民と

5 回のワークショップを実施し、防災機能を確保しながら

地域の賑わいの場として整備するために、遊具の設置や広

場、スポーツの出来る緑地として整備していく計画を立て

ている。津波対策としての防災機能だけでなく、平常時に

も住民が利用しやすい防災緑地として整備する予定である。 

 図2で示したように、防災緑地の周辺においては、T.P.7.2

ｍの防潮堤、JR新地町周辺での土地区画整理事業による土

地の嵩上げ、二線堤機能を持つ高盛土の県道相馬亘理線の

整備が計画されている。 

 現在、2地区とも緑地の盛土を進めている状況にあるが、

釣師地区については、先行して整備を進めている河川堤防

などの整備の遅れもあり、盛土の進捗も遅れてしまってい

る。 

②相馬市 

 相馬市で防災緑地の整備が行われているのは原釜・尾浜

地区であり、周辺における事業について図4で示す。原釜・

尾浜地区周辺においては、防潮堤、新地町まで伸びている

二線堤機能を持つ高盛土の県道亘理線の整備が計画されて

いる。 

市町村名 地区名 施行主体 面積（ha） 実施期間 土地の取得

埒浜地区 県 24.5 H24～H29
復興交付金を活用した災害危

険区域内の土地の買収

釣師地区 町 16.9 H25～H30
復興交付金を活用した災害危

険区域内の土地の買収

相馬市 原釜・尾浜地区 県 13.3 H24～H29
復興交付金を活用した災害危

険区域内の土地の買収

広野町 浅見川地区 県 10.7 H24～H27
復興交付金の活用による土地

の単独買収

久之浜地区 県 11.2 H24～H28
土地区画整理事業の実施に伴

う公共者負担金の拠出

四倉地区 県 4.9 H24～H28
復興交付金の活用による土地

の単独買収

沼ノ内地区 県 1.6 H24～H28
復興交付金の活用による土地

の単独買収

薄磯地区 県 4.6 H24～H28
土地区画整理事業の実施に伴

う公共者負担金の拠出

豊間地区 県 13.6 H24～H28
土地区画整理事業の実施に伴

う公共者負担金の拠出

永崎地区 県 2.2 H24～H28
復興交付金の活用による土地

の単独買収

岩間地区 県 3.9 H24～H28
土地区画整理事業の実施に伴

う公共者負担金の拠出

相馬市 相馬地区 県 144 H25～H32
鹿島地区 県 108 H23～H32
原町地区 県 81 H23～H32
小高地区 県 150 H25～H32

浪江町 浪江地区 県 70 H26～H32
楢葉町 楢葉地区 県 43 H26～H32
いわき市 新舞子地区 県 614 H23～H26

個人所有の土地：防災緑地造
成事業による土地の買取と復
興特別会計による土地の買取

市町村所有の土地：市町村と
の施行同意による土地の利用

新地町

いわき市

南相馬市

防
災
緑
地

海
岸
防
災
林
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図2_新地町埒浜地区・釣師地区の防災緑地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災緑地については、現在、防潮堤を整備した部分から

盛土の整備が進められている状況である。災害危険区域内

の土地のうち、防災緑地以外の土地の利用方法については、

一部では国営公園として利用が決まっている部分もあるが、

基本的には検討中であり、宅地以外の利用がされる予定で

ある。 

③広野町 

広野町で防災緑地の整備が行われているのは浅見川地区

であり、周辺における事業について図5で示す。浅見川地

区周辺においては、防潮堤、二線堤機能を持つ高盛土の道

路の整備が計画されている。 

 広野町の防災緑地は、福島県で最も整備が進んでいる地

域である。その理由として、防災緑地は、防潮堤に接して

造成されることが多いが、広野町の場合、防潮堤ではなく

県道広野小高線に接して作られていることが挙げられる。

防潮堤の整備より道路の整備の方が速く、その道路に接し

て作られている面積が多いのが特徴である。 

広野町では、福島県において唯一、防災緑地の整備後に

その管理運営を担う住民の団体として「ひろの防災緑地サ

ポーターズクラブ」が設立され、今後の管理運営のあり方

などが検討されている。このサポーターズクラブは、平成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4_相馬市原釜・尾浜地区の防災緑地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5_広野町浅見川地区の防災緑地 

27 年 12 月 9 日に官民協働での管理をするために、福島県

と広野町とサポーターズクラブの3者で協定を結んでいる。 

 

注：平成27年9月現在     資料提供：福島県相双建設事務所、新地町役場 

図3_新地町の埒浜地区・釣師地区の計画図 
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図6_いわき市久之浜地区の防災緑地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7_いわき市四倉地区の防災緑地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8_いわき市沼ノ内地区・薄磯地区の防災緑地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図9_いわき市豊間地区の防災緑地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図10_いわき市永崎地区の防災緑地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図11_いわき市岩間地区の防災緑地 

④いわき市 

 いわき市で防災緑地の整備が行われているのは久之浜、

四倉、沼ノ内、薄磯、豊間、永崎、岩間の7地区であり、

福島県内では最も整備されている地区数が多い。各地区周

辺で行われている事業について、図6～11で示す。久之浜、

薄磯、豊間、岩間の4地区では、土地区画整理事業区内で

防災緑地の整備が行われており、周辺においては、防潮堤、

二線堤機能を持つ高盛土の道路の整備が計画されている。

四倉、永崎の2地区の周辺においては、防潮堤の整備が計

画されている。沼ノ内地区の周辺においては、防潮堤、二

線堤機能を持つ高盛土の道路の整備が計画されている。 
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いずれの地区においても、防潮堤が整備された部分から

防災緑地の盛土を進めている状況である。 

 

4.防災緑地の問題点と今後の課題 

防災緑地は、当初の予定よりも工事が遅れており、最も

速いところでも盛土を行っている状況にある。あと数年間

すれば、福島県の海岸部に大規模な防災緑地が複数の地区

で完成することになるが、以下では、その問題点と今後の

課題について述べる。 

(1)防災緑地の整備内容 

防災緑地は、都市公園法に基づく都市公園である。補助

事業実務必携 4)では、津波被害を軽減する機能を有する都

市公園等の整備を行うことにより、津波被害に強い地域づ

くりを図ることを目的としていると書かれており、この目

的から大きく逸脱した公園施設については補助金が交付さ

れないことになる。 

こうした前提のもとに、福島県では4市町村の11地区に

大規模な防災緑地の整備が進められており、例えば、図 3

の右側の埒浜地区では、少しの湿地があるほかはクロマツ

などが植えられることになる。防災緑地は、後背地にある

市街地の津波被害を防ぐことを主たる目的とするものであ

り、確かにシミュレーションでは防災効果が確かめられて

いる。しかし、いくら防災緑地とはいっても、その立地や

規模からすれば、平常時には、もっと周辺住民をはじめと

する県民などが憩い遊ぶ場として利用できる仕掛けが必要

だと考えられるが、防災という単一の目的に偏りすぎて計

画されているように思われる。 

もちろん、この計画は、住民とのワークショップを重ね

てできたものであるし、当時の切迫した状況の中でつくら

れたものである。しかし、そうであっても、今後は、次に

述べる住民との協働管理体制を確立することが必要なので

はないか。 

(2)防災緑地の管理運営体制 

 防災緑地の管理運営は、基本的に、福島県施行の緑地で

は福島県、新地町施行の緑地では新地町が行うことになる

が、広野町には、「ひろの防災緑地サポーターズクラブ」が

ある。これは、県から住民団体をつくり、管理していかな

いかという提案を受けて、「災害からの復興」と「風土を守

り育てる」という2つの目的を両立させつつ、官民協働で

「ひろの防災緑地」を創り、育て、守っていくために組織

されたものである。 

先述の通り、平成27年12月9日には、県と町とサポー

ターズクラブの3者で協定が結ばれ、官民協働での管理運

営を行うことが決定されている。県は基本的な維持管理を

行う、クラブは県に協力して草刈りなどの維持管理を行う

とともに、イベントの開催や防災緑地づくりを支援する団

体や企業等の相談窓口となる、町はクラブの活動で出たご

みを回収して処分するという役割分担になっている。 

福島県では、このような官民協働での管理運営の体制に

ついて、他の地区でも組織できないかと検討されているが、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真1 盛土が行われつつある広野町の防災緑地 

 

具体的に組織化されているのは広野町のみである。官民協

働の管理運営には、地域住民にとって事務局運営等の負担

がかかることになるが、親しみを持って防災緑地にかかわ

ることができ、イベント開催などによって地域が活性化す

ることも期待できる。広野町での取り組みが先進事例とな

って、今後、他の地区でも官民協働での管理体制が構築さ

れることが望まれる。 

 
【補注】 

(1) 防災緑地は、背後地に市街地が存在するところに整備されるものであ
り、海岸防災林は背後地に農地等が存在するところに整備される。 
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