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1. 堤防の問題
15mの堤防？　＞　５階建てのビル！

海の見えない漁民が生まれ、

海の見えない観光地が出来てしまう、

海に開けた街は
すり鉢の底のような街となる

これは、
単に景観が悪いだけでなく、

地域の生業や
長年培ってきた文化の問題である

1-2　海が見えない



しかも、
海が見えないことの危険は､今回思い知ったことだ、これも海と付き合う文化の問題だ

徒歩で避難途中の市民撮影映像、車からはこの段階まで津波は見えない

1-3　失われる5年､10年

取り返しのつかない時を失う
仮設生活が5年10年となると、高齢者だけでなく、

成長過程の子供や青少年にとって、取り返しのつかない時を失う。
・高校､大学を卒業し社会に羽ばたく者にとって､地元での就業機会は望めない。
・育ち盛りの子供にとって、郷土への愛着は育たない。
・その結果、100億の堤防が完成したときに、

どれだけの住民が残っているのか、戻ってくるのか疑問だ。
すでに過疎化が進みつつある地域では、その勢いが加速されるのは火を見るより明らかで
ある。



1-4　老朽化,ライフタイムコスト
・この堤防の耐用年数は60年程度であり、100年は持たないと言われている

・次の大きな津波が襲うときは、堤防は老朽化しているかもしれない。

・それを防ぐために維持管理ないしは造りかえが必要という。
ライフタイムコストはさらに上昇する。

設計津波の選定 
１３）大槌湾 

位置図 

１４ ※津波高（T.P.）は、海岸堤防付近の痕跡高またはシミュレーションによる津波高（せり上がり無し）のいずれか高い方をプロット 

?

設計津波の選定 

７）岩泉海岸 

位置図 

１１ 

８）田老海岸 

※津波高（T.P.）は、海岸堤防付近の痕跡高またはシミュレーションによる津波高（せり上がり無し）のいずれか高い方をプロット 

耐用年数

1-5　巨大津波での破堤可能性がある
3.11のような15ｍ級の津波が襲う場合は、この計画堤防は破堤する可能性があり
”堤防は無い”という前提で避難計画を立てるようにと明記している（岩手県，宮城県）海岸堤防の構造について 

今回の津波による被災状況では、堤防裏側での洗掘が進み、堤防本体の被災に至ったケース
が多かった。 
このため、堤防裏側の洗掘対策を強化するなど、できるだけその機能を保たせる構造となるよう
強化する予定であるが、これは、最大クラス等の津波による越流に対して決して壊れない堤防
構造ではない。 
「最大クラスの津波」に対しては、なんとしても人命は守るという考え方に基づき、住民の避難な
ど減災対策を検討するため、危険側のケースを想定すべきであり、津波浸水シミュレーション
（予測計算）を行う際は、海岸堤防を越流した時点で「破壊する」とし、破壊後の形状は「無し」と
して扱うことを基本。 

 

※  ただし、海岸堤防の背後の地盤高や地形によっては、被災状況を踏まえ、技術的な裏付けをもって、「破壊しない」と  
    することもありうる。 

４ 



●条件：数十年頻度で浸水無し
＞明治三陸高：4.2ｍ
＞仮想50ｍ堤防で、
　せり上がり：9.5ｍ
＞堤防高：10.5ｍ

●3.11の津波高：15.1m 
＞安全条件：避難を想定
＞市街地浸水：11.6mとなる
＞ならば：堤防高14.5ｍなら
＞市街地浸水：2.0-3.6ｍ
＞なので堤防高：14.5m

●しかし、
・3.11クラスでは、
・堤防は破堤する

として対応する
・その時の浸水は10.7m

1-6　設計堤防高 決定過程の推定

・数十年周期の津波（Ｌ１）から浸水を守るという意味
・既存堤防でＬ１を想定したシミュレーション？
・最大クラス津波（Ｌ２）でこの堤防は持つのか？＞粘り強い堤防については検討途上である
・家屋棟の浸水2.0mの、実質的意味はあるか？

1-7　住民は､計画の意味を理解できているか
・計画堤防は、最大津波からは守れない、浸水は１1ｍの可能性がある
・計画堤防は、100年は持たない、耐久は60年程度である
・万が一建物が残っても､浸水した建物は殆ど使えない
・海の見えない街となる
・堤防の基礎部分の奥行きは70ｍ強
・長いトンネルをくぐらないと海へ行けない
・一つの堤防だけで100億前後/箇所の予算が必要である
・完成まで数年の年月を要する大土木工事である 気仙沼

カトリーナ高潮：海水、汚水、カビ



2.　そもそもこの災害は、
潜在的な日本の現代課題が起こした”5つの人災”である

人災１・認知の災害：過去の災害の無視 
　人災２・技術過信の災害：想定出来ない”絶対最大の災害”への技術対応
　　人災３・孤立の災害：ネットワーク共生社会での共生機能不全
 　　　人災４・コミュニケーション文化の災害：曖昧な情報 

“現実が伝わらない”ので正しい判断を下せない
 　　　　人災５・矛盾と妥協の災害：真の解の先送り、なんとなく納得

　　　　　　　　・「優先順のルールを守る」
　　　　　　・「自ら考える安全」
　　　　・「孤立から自立へ」 
　　・「自然に対峙しない」
・「歴史に謙虚になる」

・安全を文化とする 未来への世界モデル
    先端的な持続社会をここから広めていく

・いかなる津波も危険
今回のような巨大津波に限らず、いかなる津波も「どの方向から、いかなる周期か、いかなる
速度か、いかなる高さか」設定できないことから危険である。

・物理的にも社会的にも最も弱いところが被災する
被災の形態、被害の規模は、そのときの最も弱いところに被害が生まれ、波及していく。

・堤防高で安全を決められない
安全を得るための絶対的な堤防高は、いくら議論しても永久に解を見いだすことはできない。

・ 自然との賭けは行わない 
原発の経験からも、巨大自然災害に対して技術と手続きに、全面的に頼ることは出来ない。

・海の様子が見える
海の見えない計画は、生活者が自ら海の様子を確認し判断できないという自律性を失うと言う
意味で危険である。それだけでなく、海と共に暮らしと風景を創ってきた地域の文化を破壊し住
民と自然との乖離をつくってしまうことが問題である。

3.　安全の理念



防災インフラ：防潮堤　＞＞＞技術の限界、信頼性の限界

防災ソフト　：避難訓練など　＞＞＞　観光客、外国人、高齢者、障害者、乳幼児、妊婦は大丈夫か？

地形・地勢を活用する潜在的に安全な土地利用

自然へ立ち向かう
                        プログラム

自然を受け入れる
                        プログラム

持続・自立するプログラム　：　　エネルギー、水、通信・・・次世代インフラとしてのスマートグリッド、資源循環プログラム

孤立させない支え合うプログラム　：　　地域連携、日常的な交流人口・・・人が資源！

地域生産プログラム　　　　：　　ウエルネス（健康、安心生活）ツーリズム、一次資源、風景資源を活用する新地域産業

安全で
持続する街

●迎えに降りない
　迎えに降りなくても良い、安全な土地に住まう
●避難ブリッジ（避難ルート化ビル）
　いつでも「より高いところ」に非難可能

津波被災者、過半数が高齢者
特に若年層は避難が容易

根本対応

補足対応

安全で持続する美しい風景を創り出す

？ ？

？

安心できる環境で、様々な要素が関わり合い、
新しい社会を産んでいく、活力ある街をつくる

3-1　安心の体系

3-２　再生の体系：被災者のＱＯＬを高める包括的アプローチ

再生の環境基盤
潜在的に安心な街

再生の目標設定

再生に係わる

再生の効果効率向上

里山・里海
連係補完

包括的な
再生プログラム

技術に依存しない安全
無理のない自然な安全
（潜在的な安全）＝安心

防潮堤だけに依存しない生活復旧／再生 経済再生／環境再生仮設／恒久

安全人づくり
内発力向上 迎えに降りない

"Vertical safe rule"
孤立から自立へ

"Minimum energy safe rule"

地勢／気象に応じた
SAFE plan

Wellness business
複合「食・健康・安心」事業

安全リテラシー
プログラム
生活支援雇用
再生空地生成
復旧雇用

地域資源を活かし
活動するほどに
活力が増し

安全となっていく
再生

ビジネス プログラム
投資
起業
提携

地域連係

安全環境 プログラム
土地／エネルギー基盤整備

施設整備
設備整備

少しでも恒久環境を！
仮設は少ない程良い

流域資源活用
プログラム

山村農地,住宅の活用
上流との交流

地域の潜在治癒力で
持続する「活力と安全」

を創る

育てあう流域
流域ペアリングルール

地域の潜在治癒力で
持続する 活力と安全を創る



●迎えに降りない
　迎えに降りなくても良い、安全な土地に住まう
●避難ブリッジ（避難ルート化ビル）いつでも

「より高いところ」に非難可能ということは、
●逃げ場を失わない

●即座（5分～25分）に避難を完了できるところは、第二の安全地帯である。ここでは、津波のエネルギー（高さ、速
度、持続時間(周期など）が合わさったモノ）に併せた避難が必要で、夜間や非健常者の活動には向かない。健常者であっても
即座に避難できない箇所は「危険地区」として活動と土地利用は制限される。

・地震発生後避難開始まで：空白時間、津波警報の確認、家族との連絡、身支度、貴重品の始末・・・・
・避難開始後　　　　　　：家族を向かえに、家族の迎えを待つ、
・実避難行動　　　　　　：安全な所、一次避難所へ向かう移動＞距離と混雑、通路の状況に依存する

生存者と被災者との避難時間の差が4分程度と言われる中、実避難行動時間はかなり短く考え，余裕を見ないといけな
い。安全な場所との距離の検討が大事で、一定の距離を越える場所は「危険地区」となる。

◎避難不要
○迎え不要
○避難可能
×避難不可能

3-3　現代のてんでんこ：迎えに降りない

   ・01海面：港湾、漁港
　・02防潮堤以上

　・03中間道路：生活域(居住生活）
　・04国道(地域間アクセス）：
津波は、防潮堤を破壊し越え、
一部生活域まで浸水させた。

地区の神社は、生活域よりさらに上がり、
国道レベルに位置している。

地区は、4つのレベルで構成されている
The district is comprised of four levels

・!" The surface of the sea revel#!$%
       ：A harbor& a 'shing port
・!( More than a seawall revel#"($%
・!) A middle road revel#(!
       ：Life and resident area 
・!* A inter city access revel#(! more

about #(!m

about 
#"($%m

lower than #"($%
and about #"$%



・3.11津波で被災者の出たところに住まわない：ベッドを置かない
・第一安全地区：避難不要、迎え不要地区
3.11クラスで浸水しないレベル以上の地域、約ＴＰ15-20ｍ
様々な地域サービス，居住（ベッドがある）、及び一次避難場所とする。
行政、警察、消防、医療、教育、保育、介護、居住等

・第二安全地区：避難可能地区
地震発生後「第一安全地区」まで避難可能な、時間・距離圏の地域、約25分/250ｍ以内の距離圏である。　
（避難開始までの時間、実避難行動時間の合計想定時間で25分以下）
交通、事業、商業等 等、健常者の日常業務活動に供する場となる。
滞在者が ”普通に海の様子が確認できる” 事を条件とする。

・危険地区：避難不可能
「第一安全地区」から250ｍ以遠の場所を避難困難地区とする。
定常的に人の集約を要する業務、及び土地利用を禁止する。
公園･緑地、農地、特定倉庫、漁業関連等の用途として活用する。

・避難ルート
第二安全地区から第一安全地区への避難は、道路、建築設備、斜面へのブリッジにより多元的に確保する。
より高い場所へ避難できるような逃げ場を失わないルートを避難ルートとする。

・盛り土回避
地震時に不安定な盛り土は必要最低限とする。

3-4　立体的土地利用ルールによる安全評価
：堤防が未完成でも、堤防が破堤しても命を守る

避難限界ライン

危険地区

第二安全地区
避難可能地区

第一安全地区
避難不要地区

避難ルート化ビル

防潮防波多重設備
防潮・消波機能

避難限界ライン

危険地区

第一安全地区
避難不要地区

第二安全地区
避難可能地区

防潮防波多重設備
防潮・消波機能

合同庁舎

病院

第一安全地区

第二安全
地区

第二安全地区

第一安全地区

危険地区

危険地区

危険地区



4.  現実的プログラム スケッチ：糟谷英一郎

尾根レベル域外アクセス

+50mレベル+50mレベル

+40mレベル+40mレベル

行政
保育施設
小学校
高齢者施設
医療施設

避難ブリッジ

避難ブリッジ
新集合住宅群（3～5層）
生活道路（地域内道路）
新店舗群（日用品店等）

新商業施設ビル（5層）

農業・「食」産業用地（旧市街地）

漁港/港湾・漁業施設

中学校／高等学校：+40m

＊全ての施設はスマートコミュニティの自然エネルギー生産とその共有に寄与する
＊災害時に最低限の電力自立を可能とすることを、再生の基本仕様とする
＊日進月歩の技術進化により、より安全なコミュニティと進化する
＊絶対的なレベル数値は地域の実態に応じて設定する

+15-25mレベル

旧市街地-15mレベル
避難可能地区

人工地盤などによるかさ上げ有り

スケッチ：糟谷英一郎

4-1　現代のてんでんこ：迎えに降りない



スケッチ：糟谷英一郎

スケッチ：糟谷英一郎



4-2　生活のＱＯＬ向上：まず何が必要かを考える
１．どうするか、ではなく、 今何をすべきか、という議論を始める

被災者の立場、つまりＱＯＬからのアプローチ
経済のこと、つまり稼ぎの問題、
居住のこと、つまり仮設からの脱出方法とタイミング
＊土木インフラ、堤防などは、手段に過ぎない。
＊何が不安で、何が希望なのか、被災者自身の身辺から考える

２．小さな自治体､地域の利点でスピードを上げる
様々なことを検討し、試し、評価できるはず
意志決定や意見集約の早さ、小規模なリスクスケール、強力な利点である。

３．包括的な施策、縦割りでない運営
波及を容易にする柔軟な体制：再生公社、株式会社、再生組合
＊漁業特区、特定事業組合のような限定的な事業内容のための組織はいけない
＊例えば10億あれば何ができるかを具体的に町民とともに検討する

そもそも、
４．この災害で健在化した”潜在的な問題を孕んだ社会”に立ち戻ってはいけない

地域経済、雇用、行政、土地利用、基に戻すということを根底から払拭する
地域素材の発掘、再評価、資源化プロジェクト（自然、文化、風景、人、技）

＊手段を目的にしてしまうのは日本の文化の問題だ
手段は効率を上げる段階では大事だが、
この被災のようにゼロからの出発では、何から始めるかを真剣に考える必要がある。

＊論理的なように見えて、論理的でない事柄を最もらしく議論する時間の余裕は全くない

4-3　時間のデザイン：被災者の立場に立った復興プログラムのために
１． 時間の計画をたてる
町が疲弊して、経済システムやコミュニティの存続が危ぶまれている状況の中で「数年
後に堤防と敷地が完成するはずですので、しばらくお待ちください」というのは被災
者の立場に立った復興とは言えない 
盛り土と堤防、交通の復興を同時にやる必要性がない
堤防は安心ということ以外、いつ役に立つかわからない
余裕ができたら積み上げる、といった時間軸で考えても良い

２． 今すぐ眼に見えるかたちで実際役立つものを優先的に整備する
明日からでも事業着手できるもの 
安心という点でもすぐに役立つ「迎えに降りない」新しい町の実現
６～１０m程度の局部的な人工地盤と斜面開発のあたらしい手法で実現
公共施設や公共住宅の整備を優先して展開

残りの復興資金を、収入につながる仕事の立ち上げに集中させる

３．防潮堤の整備プログラム
当面は高潮防潮堤で整備を開始する
次に、数十年～百数十年の頻度で発生する津波に耐える堤防
継続的に、最大クラスの津波に対する堤防整備の研究を行う
50年後、極端に言うと500年後のスケールで、津波対応を検討する



１．地震に耐えた建築
・東北から関東まで広域が激しく揺
れ、宮城県内では、1000-2000galの
加速度を受けている
・その割には倒壊建物は少ない
・多くの建物と重なる震災で膨大な
経験を積み、被害と対策の経験が活
かされた

２．津波に倒れ流された建築・堤防
・津波被害は、地震のあとに強烈な
水圧と大きな浮力により、構築物は
ことごとく破壊され、堤防すら大き
く破壊され流された。
・津波と建造物との関係は、経験も
事例も限られていて、シミュレー
ションに依存せざるを得ない
・さらなる研究と実験、そして対策
評価を経ることで、建築のような対
策基準を見いだすことが可能とな
る。
・津波に対する構造物の耐性設計、
さらに効果的な形状と工法、発生周
期に見合う耐久性、管理手法など、
新たな研究が必要だ。

4-4　防潮機能研究プログラム：脆かった津波耐性構造物

4-５　現実的なプログラムとするために
：科学的視点と精神的ケアの両立（未来を論じ、同時に今の生活と心のケアを考える）
１．科学的視点に立つ、そして何から考えるかを考える
・明確な科学的プログラムの導入

シミュレーションを多用せざるを得ない環境において、とりわけその方法、デー
タの定義と信頼性、解析手法とその信頼性と限界を明記し、結果の総体評価を行う

・多くの代替案の比較検討
・より広い視点から、安全に向けた課題を解決する柔軟な姿勢を保つ

波が来たときに早く感知するセンサー、警告情報網の整備、
避難経路と避難場所の確保、リーダーの養成等々

・科学的であることを示すための、アプローチの公開

２．精神的ケア
・悲劇の理解と認知

理屈では理解できても行動に移れない と、多くの被災者が感じていることは、単
に未来が見えない無力感によるだけではない。悲劇を受け入れ認知する

・悲劇を断ち切る
多くの悲劇、それぞれの家族や個人の悲劇を断ち切ることで、未来に向けた創造
的な生き方に切り替えることができる

・鎮魂のプログラム
再生計画の重要な位置づけであり、医学的な手法だけでなく、伝統芸能やアート

活動のプログラムを取り入れる



今、実行すべきプログラムのまとめ（再掲）

・　前提事項 ＜ 時間のデザイン ＞ 被災者を待たせないプログラム

●　立体的土地利用ルールとプログラム

●　住宅を含む公共施設サービスプログラム：仮設住宅脱出プログラムを含む

●　産業再生・生活再生プログラム：包括的かつ有機的に地域資源を活用するプログラム
●　孤立させないプログラム：心のケアを含む
・分断されたコミュニティで人と人との関わりを修復し新たな関係を創る人的プログラム
・地域間の連携を高めるプログラム：相互交流支援プログラム、情報共有保存プログラム

●　自立するプログラム

・災害時にも、最低限の資源・エネルギー、通信を維持するエネルギー情報システム

●　防潮機能研究プログラム

５．推進に向けた施策：「地域主権」に基づく復興遂行プラン

5-1　これまでの復興計画のレビュー：蓄積してきた資料の評価と活用

5-2　客観的、科学的な説明が出来る体制

5-3　納得し心理的に受け入れられるためのプログラム

5-4　開かれた計画体制

5-5　高い透明性を維持するためのコミュニティとのコミュニケーション

5-6　地域主権に基づいた復興

5-7　地域主権に基づく復興組織の確立


