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 平成25年1月31日（木）午後6時30分 グリーンピア三陸みやこ 潤鳳の間 

 平成25年2月 1日（金）午後2時   田老公民館 
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○ 出席者の紹介 

  

○ 説明内容 

 

 

本日の説明会について 

１ 意向調査の結果について  

２ 復興まちづくりの計画案について 

３ 災害危険区域の設定について 

  



１ 意向調査の結果について  

【意向調査の概要】 

実施期間 ：平成２４年１０月～平成２５年１月 

対 象 者：田老地区の浸水区域に居住していた方、または 

       居住していなかったが土地を所有していた方 

方   法 ：郵送による配布、面談、郵送による回収 

     

 

【全体】 配布数：９７１件 回収数：８５９件 回収率：８８．５％ ※ 

    【居住していた方】 

     配布数：８４０件 回収数：７６３件 回収率： ９０．８％ 

    【居住していなかったが、土地を所有していた方】 

     配布数：１３１件 回収数：９６件 回収率： ７３．３％ 

    
※１月１０日現在 



【今後の居住場所】 

（ ）内は前回調査結果 

田老地区 
45% 他の場所 

48% 

未定 
7% 

 今後の居住場所については、 

 田老地区が４５％、他の地区が４８％、未定が７％の回答でした。 

  

場所 世帯数 割合 

地区内 ３４８ ４５％ 

地区外 ３６４ ４８％ 

未定 ５１ ７％ 

合計 ７６３ １００％ 

 （65％） 

 （16％） 

  （19%） 

注）四捨五入など端数調整を行っています。また、重複回答や未記入があるため誤差が生じます。 

居住していた方のみ集計 



【住宅の再建意向（場所）】 

住宅の再建意向としては、 

田老の嵩上げした市街地が１２％、高台が３３％の回答でした。 

地区内 世帯数 割合 

 嵩上げした 
 市街地 

９０ １２％ 

 乙部高台 ２５５ ３３％ 

乙部高台 
 33% 

（50%） 

嵩上げした

市街地12％ 

（15%） 

注）四捨五入など端数調整を行っています。また、重複回答や未記入があるため誤差が生じます。 

田老地区      
   45% 

他の場所      
   48% 

 未定      
   7% 

（ ）内は前回調査結果 

居住していた方のみ集計 



地区内 住宅の形態 世帯数 割合 

嵩上げした
市街地 

  

持ち家 ４８ ６％ 

公営住宅 ４２ ６％ 

乙部高台 
  

持ち家 １７０ ２２％ 

公営住宅 ８５ １１％ 

公営住宅
6% 

（4%） 

持ち家

6％ 

（11%） 

持ち家 
22% 

（26%） 

公営住宅

11％ 

（24%） 

乙部高台 
 33% 

 

嵩上げした市街地

12％ 
 

【住宅の再建意向（形態）】 

住宅の形態としては、 

持ち家を希望する世帯が２８％、公営住宅は１７％の回答でした。 

注）四捨五入など端数調整を行っています。 
   また、重複回答や未記入があるため誤差が生じます。 

田老地区      
   45% 他の場所      

   48% 

 未定      
   7% 

 （ ）内は前回調査結果 

居住していた方のみ集計 



40坪未満 
1.8% 

40～60坪

未満 
14.7% 

60～80坪

未満 
15.9% 

80～100

坪未満 
31.2% 

100坪 
22.9% 

120坪 
4.7% 

150坪 
2.9% 

200坪 
1.8% 

その他 
4.1% 

【高台整備の希望宅地面積】 

「希望宅地面積」の内訳 

注）四捨五入など端数調整を行っています。また、重複回答や未記入があるため誤差が生じます。 

希望宅地面積 世帯数 割合 

40坪未満 3 1.8% 

40～60坪未満 25 14.7% 

60～80坪未満 27 15.9% 

80～100坪未満 53 31.2% 

100坪 39 22.9% 

120坪 8 4.7% 

150坪 5 2.9% 

200坪 3 1.8% 

その他 ７ 4.2% 

計 170 

平均 約90坪 



２ 復興まちづくりの計画案について  （１）乙部高台 
前回お示しした計画図（案） 

計画図（案） 

【主な変更内容】 

①道路線形等（幹線道路 他） 

②公園配置等 

 

①道路線形等 

②公園配置等 

今後の各種調整等により変更と 
なる場合があります。 



主な公共施設の計画イメージ 

幹線道路 
位置図 

幹線道路 

・幅員10m（片側歩道）の道路を整備します。 

・緩やかな傾斜（道路勾配5%）で整備します。  

10ｍ 
7ｍ 3ｍ 

可能な限り田老市街
地・田老漁港への見
晴らしを確保 



主な公共施設の計画イメージ 

準幹線道路 位置図 

準幹線道路 

・幅員９ｍ（片側歩道）の道路を整備します。 

・植栽等を設け、交流の場としての利用もでき

るようにします。 

2
.5
ｍ

 
6

.5
ｍ

 

9
ｍ

 

・その他の地区内道路は幅員６ｍ（歩道なし）

で整備します。 

地区内道路 

地区内道路 



主な公共施設の計画イメージ 

中央部公園等 

平面整備イメージ図 

集会所 
公園 

集会所 公園 

← 野原方向 

断面整備イメージ図 

中央部公園等 

集会所と一体となった広場空間 

住民が日常的に集い、交流できる 
場として整備します 

公園イメージ 



災害公営住宅以外の戸建住宅にお住まいの方は、みなさまご自身で住宅

を建築して頂くことになります。 

良好な景観の住宅地や一体感のある街並みを実現するためには、 

建物のデザイン等に一定のルールを設ける方法もあります。 

住宅地整備イメージ 

良好な景観イメージ 

一体感のある街並みイメージ  



２ 復興まちづくりの計画案について  （２）田老市街地 
前回お示しした計画図（案） 計画図（案） 

【主な変更内容】 
①道路の形状 
②公園配置等 
③土地利用の配置 

①道路の形状 

③土地利用の配置 

②公園 
  配置等 

今後の各種調整等により変更となる場合があります。 



主な公共施設の計画イメージ 国道４５号線 

位置図 

街並みイメージ 

海側 山側 

国道45号線（計画） 

国道45号線（計画） 

計画幅員：17ｍ 

嵩上げ高 
0～3.0ｍ 3.5ｍ 10ｍ 3.5ｍ 

17ｍ 

歩道 車道 歩道 

現在の幅員：12ｍ 

至 宮古市中心部 

至 岩泉町 

2ｍ 8ｍ 2ｍ 

12ｍ 

車道 歩道 歩道 



主な公共施設の計画イメージ 

位置図 

国道45号線（計画） 

長 
内 
川 

中学校 

小学校 

国道４５号線（ルート変更の内容） 

約４５ｍ移動 

計画ルート 
国道45号線は現在のルートか
ら最大約45ｍ山側に移動、最
大約3ｍ嵩上げします。 

現在のルート 

＋約１.5ｍ嵩上げ 

総合事務所 

＋約3ｍ嵩上げ 

約４５ｍ移動 

約４０ｍ移動 

【ルート変更及び嵩上げする理由】 

・浸水しない安全な道路とするため 

・防潮堤（第二線堤）を乗り越す 

 道路を安全に取り付けるため 

・河川の水路断面を確保するため 

＋約1ｍ嵩上げ 

＋約1ｍ嵩上げ 

＋約１.5ｍ嵩上げ 



主な公共施設の計画イメージ 中学校前緑地整備 

緑地内通路等 緑地（築山） 

区画道路（6m） 

中
学
校 

中学校 

緑地 

A 
B 

中学校 

緑地 

A－B 断面 
宅地 

A B 

荒
谷
沢
川 
 

拡大位置 

荒谷沢川 



住宅地等の整備イメージ 

宅地嵩上げ高さ 

・数値は現地盤からの 
 嵩上げ高さを示します。 

約１～２ｍ嵩上げ 

約２～３ｍ嵩上げ 

約１～２ｍ嵩上げ 

約０～１ｍ嵩上げ 

約０～１ｍ嵩上げ 

約２～３ｍ嵩上げ 

・今後の検討により嵩上    

げ高さが多少変更にな
る こともあります。 

中学校 

小学校 

総合事務所 
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３ 災害危険区域の設定について 

（１）目的と背景 

制限の対象となる建物 

 住宅等（住宅、アパート、マンション、

併用住宅および住居の用に供する

建物）が制限の対象となります。 

 事務所、作業小屋、工場、倉庫、店舗

などは、制限の対象とはなりません。 

   最大クラスの津波（東日本大震災時に発生した規模の津波）により浸水した
場合でも住民の生命、財産を守り、地域全体が壊滅的な被害を受けないことを
目指すため、津波による浸水で建物の被害が予想される区域を災害危険区域
に指定し、住宅等の建築を制限する 



（２）区域の種別 

予想浸水深：防潮堤などの防災施設の整備後に最大クラス 

        （東日本大震災規模）の津波が襲来した場合に 

        予想される浸水の深さ 

【災害危険区域設定の考え方】 

 ●防潮堤整備の予定やまちづくり計画（整備）のある地区 

         →整備後の津波浸水シミュレーションを踏まえて設定 

 

   ※区域界の設定は、原則として地形・地物で行う。 



（３）今回、指定する災害危険区域 （平成25年2月指定予定） 



（３）今回、指定する災害危険区域 （平成25年2月指定予定） 



（４）建築可能な住宅等の構造 

 第２種、第３種の区域では、住宅等の建物について、次のような
構造とする場合に、建築することができます。 

・1階以下に居室を設けないもの 

・建築物の基礎、主要構造部（屋
根及び階段を除く）を鉄筋コンク
リート造、補強コンクリートブロッ
ク造、鉄骨造とするもの 

・道路もしくは定める基準から、盛土もしくは擁壁の
高さと基礎の上端までの高さを合せて、 

     ２種の場合１．５ｍ以上とするもの 

     ３種の場合０．５ｍ以上とするもの 



災害危険区域外に住宅を再建（建築・購入など）する場合 
 ★がけ地近接等危険住宅移転事業 

対象者 （次の全てを満たしている方） 

  ・市が指定した災害危険区域内の住宅に東日本大震災時に居住して

いた方で、区域外に自ら居住する住宅を再建（建築・購入など）する方 

・区域内の住宅に居住していた世帯全員が区域外に移転する方 

・区域内の住宅の全部を除却した方又は除却する方 

・集団移転で再建するための防災集団移転事業の適用を受けていな

い方 

（注意） 

 災害危険区域の指定がされた後に申請し、補助金の交付決定がされた後に、
住宅の建設および宅地の購入、住宅の除却等の契約（仮契約を含む）を行って
いるものが対象となります。 

 指定の前に、契約（仮契約を含む）をされた場合には、対象になりません。 



がけ地近接等危険住宅移転事業について 

 ★移転に関する助成  78万円/戸（上限あり） 

 ・住宅の除却費、引越しに要する費用、仮住居費、跡地整備費などの実費分 

 ★住宅の建築に関する助成 

  災害危険区域内の住宅に代わる住宅の再建に要する資金を金融機関等か
ら借り入れた場合の借入金利子相当額を補助します。上限があります。 

  （限度：年利率8.5％） 

   ・建物取得、建築に係る借入金の利息 

   ・土地購入に係る借入金の利息 

   ・敷地助成に係る借人金の利息        

             ※実際に要する利息分が補助されます。 

補助内容 



【計算例】 

住宅金融支援機構の災害復興住宅融資でローンを借りた場合 
 返済期間 ２５年間 

  利率 当初５年 ０％  ６～１０年 １．０２％ １１年以降 １．５５％ 
                         ※利率は平成２５年１月２４日時点 

  借入額  ２４３０万円 

       （内訳 住宅建築分 １４６０万円 土地購入分 ９７０万円） 

          ２５年間で予想される利子相当額 

              住宅建築分 １６１万８４５７円 

              土地購入分 １０７万５２２６円 

                         合計    ２６９万３６８３円 

 

 

がけ地近接等危険住宅移転事業について 

災害危険区域の告示後に申請を受け付けます。詳しくはお問い合わせください。 

 がけ地近接等危険住宅移転事業に関するお問い合わせ 

       建築住宅課 住宅担当 電話 ０１９３－６８－９１０７ 



生活再建住宅支援事業 住宅ローン（新築）の利子の補助 

●対象者 

 東日本大震災時に居住していた住宅が、被災流失もしくは解体をされた方 

●補助対象 

 住宅の新築、購入するために要する資金を金融機関等から借り入れた場合
の借入金利子相当額を補助（土地、宅地造成にかかる借入れは対象外） 

●補助される期間 

  ５年又は返済期間60回のどちらか短い期間 

●対象となるローン金額 

  上限１，４６０万円 

●利率の上限 

  ２％ ※２％を超えた場合は、２％の利子相当分を補助する 

●既に借り入れている住宅ローンも対象となる場合があります。 

●受付期限：平成２９年３月３１日まで 

 被災者住宅再建支援事業に関するお問い合わせ 

       建築住宅課 住宅担当 電話 ０１９３－６８－９１０７ 

（例） 
 借入金：１,４６０万円 
 利率：２％ 
 返済期間：２５年間 
  の場合、５年間にかかる利子は 
              約１２０万円 

既に移転済の方も対象となります 



今後、災害危険区域の指定を予定している区域 

    災害危険区域指定予定区域 



今後、災害危険区域の指定を予定している区域 

    災害危険区域指定予定区域 



災害危険区域に関するお問い合わせ 

       都市計画課 計画担当 電話 ０１９３－６８－９１０５ 

 今回、ご説明させていただいた区域については、２月中旬に災害危険区
域の指定を告示する予定です。 

 告示後は、条例で定められた建築制限が適用されます。 

 

 今後、二線堤より内側の区域については、土地区画整理事業の整備計
画等を踏まえ、平成25年度中に災害危険区域を設定する予定です。 

 区域の指定に関する説明会の日程は、広報を通じてお知らせします。 

  

 区域の指定の告示後から、市都市計画課および田老総合事務所でも災
害危険区域図を閲覧することができます。また、宮古市ホームページにも
掲載します。 

（５）お知らせ 



 今後のスケジュールについて 

造成工事 

9） 



【お礼とお願い】 

①１０月からの意向調査にご協力いただき、ありがとうございました。 

 まだ意向調査票を未提出の方は、お手数ですが、郵送にてご提出いただ

きますようお願いします。 
 

②２月から土地区画整理事業の区域界確定のため、区域界周辺の土地所

有者を対象にした現地立会を実施する予定です。ご協力をお願いします。 
 

③乙部高台の地権者の皆様には、ご理解、ご協力をいただき、ありがとうご

ざいます。今後、本格的なお手続に移らせていただきますので、引き続き

ご協力をお願いします。 

【問い合わせ】  
  宮古市都市整備部都市計画課 計画担当 
                  電話 ０１９３-６８-９１０５ 
  ＵＲ都市機構 宮古復興支援事務所 
                  電話 ０１９３-７１-１１８１ 


