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日 時：平成２４年９月１９日（水） 

日     時：午 後 ７ 時 ～ 午 後 9 時 

会 場：赤 浜 小 学 校 体 育 館 

 

【議 題】 

  １．開会 主催者あいさつ（地域整備部長、赤浜地域代表者、職員等） 

  ２．復興まちづくりに伴う事業経過報告等について  

３．被災ローン減免制度について（岩手弁護士会） 

  ４．災害復興住宅融資について（住宅金融支援機構東北支店） 

５．質疑応答・意見交換 

  ６．閉会 閉会あいさつ（都市整備課市街地再生班長） 

【配 布 資 料】 

・次     第（1～２Ｐ） 

・復興まちづくりに伴う事業経過報告等（３～１４Ｐ） 

・被災ローン減免制度について（岩手弁護士会） 

  ・災害復興住宅融資について（住宅金融支援機構東北支店） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 赤浜地域復興イメージ模型（赤浜小学校体育館展示） 
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【復興まちづくりに伴う経緯】              (平成 24年以降) 

期 日 内 容 

平成２４年１月１９日～１月２７日 住宅再建に関する意向調査 

平成２４年３月１８日 赤浜地域住民説明会 

平成２４年５月７日 第１回大槌町都市計画審議会 

平成２４年５月２８日 第 1 回赤浜地域復興まちづくり懇談会 

平成２４年６月１１日～６月１５日 居住意向調査（仮設住宅団地談話室等にて開催） 

平成２４年７月２８日～８月３日 
町外復興まちづくり懇談会 

（遠野市、紫波町、北上市、盛岡市、花巻市） 

平成２４年８月６日～８月３１日 
居住意向調査（8 月 13 日から 16 日の期間は赤浜小

学校体育館にて実施） 

平成２４年 9 月４日 防災集団移転促進事業計画の大臣同意取得 

平成２４年 9 月５日 赤浜地区防災集団移転促進事業に係る事業計画説明会 

平成２４年 9 月１０日 第 2 回大槌町都市計画審議会 

平成２４年 9 月 12 日 
東京大学大気海洋研究所国際沿岸海洋研究センター移

転計画（案）説明会 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

大槌町役場地域整備部都市整備課市街地再生班（赤浜地域担当） 

電話番号：0193-42‐8723／FAX：0193-42-3858 

 

 



第2回第2回
赤浜地域復興まちづくり

懇談会

平成24年9月19日平成24年9月19日
大槌町



2.復興まちづくりに伴う事業経過報告等について

(1)防災集団移転促進事業(経過と今後の予定)･････5

(2)都市再生区画整理事業(経過と今後の予定) 7(2)都市再生区画整理事業(経過と今後の予定)･････7

(3)漁業集落防災機能強化事業の検討について･････8

(4)居住意向調査（中間報告）･･･････････････････9

(4)居住意向調査（移転先の希望状況）･･････････10(4)居住意向調査（移転先の希望状況） 10

(5)現状の課題････････････････････････････････11

(6)災害公営住宅 12(6)災害公営住宅･･････････････････････････････12

(7)今後のスケジュールと検討課題･･････････････13
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(1)防災集団移転促進事業（経過と今後の予定）

移転促進区域の設定
9/4に大槌町で初取得（17戸 13,130m2）
今後 住宅 地を追加 変

大 臣 同 意

事業の説明
第1回懇談会5/28

今後、住宅団地を追加・変更

・住宅団地実施設計
移転先高台 用地買収

第1回懇談会5/28

居住意向調査の実施

・移転先高台 用地買収
・開発許可等手続き
・まちづくり詳細検討

（6月～ 継続中）

事業計画の策定

・まちづくり詳細検討

地権者合意

事着手(H25 4 )

説明会、懇談会を繰り返し開催

事業計画の策定
･移転促進区域
･移転する住居数

・工事着手(H25.4～)

・移転元 用地買収移転する住居数
･住宅団地の整備内容 ・住宅再建(H26.4～)

移転元 用地買収
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赤浜小学校赤浜小学校

赤浜二丁目赤浜二丁目

赤浜三丁目

赤浜一丁目
赤浜二丁目

赤浜 丁目

6

県道吉里吉里釜石線



(2)都市再生区画整理事業（経過と今後の予定）

被災市街地復興推進
区域の指定

事業計画の策定
・まちづくり検討
測量設計 用地買収

事業の説明

・測量設計 ・用地買収

事業計画認可

H24/5/16～H25/3/10
説明会、懇談会を繰り返し開催

事業の説明
第1回懇談会5/28

個別意向調査の実施

事業計画認可(H25.1)

・区画整理審議会設立
換 計個別意向調査の実施

（6月～ 継続中）

都市計画決定説明会
仮換地指定(H25.7)

・換地設計
地権者合意

都市計画決定説明会
工事着手(H25.7～)説明会8/10

都市計画決定(区域) 住宅再建(H26 11 )

換地処分(H29.9）
H24年9月予定

都市計画決定(区域) ・住宅再建(H26.11～)
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(3)漁業集落防災機能強化事業の検討

【目的】【目的】
今次津波で被災を受けなかった

が、津波浸水シミュレーション結、津波浸水 結
果で浸水想定区域に入った住宅地
の前面を、漁集事業により嵩上げ
を行うことで 当該家屋の安全なを行うことで、当該家屋の安全な
住居環境を確保し、さらに宅地を
創出する。
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(4)居住意向調査（中間報告）
防災集団移転促進事業 都市再生区画整理事業

回収率 73%
平成24年8月末時点

防災集団移転促進事業 都市再生区画整理事業
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居住意向調査 平成24年6月～8月

(4)居住意向調査（移転先の希望状況）

⑥希望世帯数 3戸

④希望世帯数 6戸
①希望世帯数 10戸

⑦希望世帯数 0戸
②希望世帯数 6戸

③希望世帯数 45戸

⑤希望世帯数 8戸

赤浜地域内残留希望世帯数 108
自力再建 78 ⑤希望世帯数 8戸自力再建 78
災害公営住宅 30

宅地確保数 78

図は居住意向調査時点のもの

10希望世帯数は、居住意向調査の実数を回収率で割り戻し、全体数を推定した。

不足数 30



(5)現状の課題

1)用地確保
地権者の皆さまのご協力をお願いします地権者の皆さまのご協力をお願いします。

2)用地境界未確定
測量への関係者の皆さまの立会をお願いします測量への関係者の皆さまの立会をお願いします

3)登記名義人の確認
地権者の皆さま、登記簿の確認をお願いします。地権者の皆さま、登記簿の確認をお願いします。

4)埋蔵文化財調査
試掘にあたって、同意にご協力ください。試掘にあたって、同意にご協力ください。

5)移転先住宅団地の募集・選定方法
今後、検討します。今後、検討します。

11



(6)災害公営住宅

・現在、赤浜地区の災害公営住宅整備事業を
10月の第４回復興交付金申請するために、鋭意作業中です。

・家賃・払下げの価格などの具体的な内容につきましては、
今年８月に災害公営住宅整備計画検討委員会を設置し、
その委員会内で検討しています。
決まり次第、公表します。もうしばらくお待ちください。

・現在の災害公営住宅の整備状況は大ケ口・屋敷前地区の整備の
基本計画がまとまりました。大ケ口地区70戸・屋敷前地区21戸を
予定し 入居開始時期は平成25年８月を予定しています予定し、入居開始時期は平成25年８月を予定しています。
（本計画は今後の作業の関係で変更になる可能性もあります。）
その他の地区につきましては、土地の目途がつきしだい整備を
開始します。

12



(7)今後のスケジュールと検討課題
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(7)今後のスケジュールと検討課題

・・・・早期検討を要する課題・・・・

○避難施設、公民館（位置、規模、必要な機能）○避難施設、公民館（位置、規模、必要な機能）
○避難路
○赤浜小学校跡地利用（宅地 広場） 他○赤浜小学校跡地利用（宅地、広場） 他

・・・・今後の進め方・・・・

○月1回 懇談会を開催○月1回 懇談会を開催
○上記課題について事務局(案）を提示し、意見交換
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