
山林を破壊した
高台移転地

旧集落港

神社

職場

01 横浦の歴史
　高台移転によって喪われるものはお金と時間、人口だけではない．元来漁業集落の職住近接性は著しく損なわれており，従
来のライフスタイルの継続は難しくなっている．また，津波によって被災した旧集落空間は空地化し，まばらに倉庫が立ち並
ぶ空疎な空間となっている．海から浜を介して神社につながる旧来の祭祀空間が失われ，集落の過去からの連続性が震災によっ
て完全に断絶してしまっている．さらに，高台移転による大規模な土木工事によって，山林の不可逆的な破壊がもたらされ，
現在の縮退のトレンドの中で，今後高台移転地の低利用化や廃墟化が懸念される

02 提案の背景　現在唯一の選択肢である高台移転の再考、高台移転への疑問。 03 提案―海の稜に住む 

高台移転希望戸数：17戸
造成面積：26,600㎡
高台整備費用：9億4615万４千円
低地買収費用：6938万４千円

用地買収
造成

建築工事

再建スピード

H23     H24     H25     H26     H27     H28     1. 職住近接型ライフスタイルの喪失
2. 旧集落空間の空地化
3. 海-浜-神社と繋がる祭祀空間の断絶
4. 高台造成による環境負荷の増大

震災から入居まで 6年以上
→集落人口の減少

総費用：10 億 1541 万 4 千円
一戸あたり：約 6000 万円

04 集落再編の具体的プロセス

灯台のような灯りは橋の上
に佇み、船の帰りを待つ。

継衛橋，漁港空間や番屋と後
背にある神社を接続する。

番屋は継衛橋と一体化し、突端に位置
し避難路に接続するだけでなく、2階部
分に仮眠所を併設するなど、漁業の安
全性を高める、集会所を併設し、漁村
のコミュニテイの核になる。

眺望台は海を一望する絶好な場所、漁師
の父が働く大海原が見渡せる子供たちの
お気に入りの場所。

橋の下には協働の水場と、家の 1階にある納
屋や漁業関連の作業場は連続的に使われ、地
上レベルでは漁師のコミュニティが広がる

海から浜を介して神社につなが
る旧来の祭祀空間が再編し，集
落の過去からの連続性を作る。

家屋、全戸から海を見えるように計画。

建設コスト 職住分離と集落空間の喪失

漁業制度を用いた、盛土工事をしない集落再編の新工法。

　コンセプトは「海の稜に住む」，横浦では全戸高台移転が実際に行
われているが，本提案では，高台移転計画においてほとんど顧みら
れていない集落跡地への再居住を考え、旧集落構造を踏襲した漁業
主導型居住地復興計画の提案である．
　高台移転という前提を見直し，高台移転のデメリットを解決しつ
つ，津波に対する安全性を両立した新たな小規模漁村集落の再建方
法を提案したい．その空間設計の柱となるキーワードとして，「低コ
スト」「迅速な再建」「漁業者の利便性」「剛柔あわせた津波対策」「縮
退への対応」「集落跡地の活用」を挙げておく．

山を削った現在の
高台移転建設地

計画範囲

神社

神社

海

「継衛橋」×「番屋」

❶ 「継衛橋」と「番屋」の再生
　·港と神社を結ぶ避難路
　·継衛橋内にライフライン

❷ 「継衛橋」沿いに住宅再建
　·住宅と避難路の接続
　·住宅床を継衛橋レベルに

❸ 旧集落の完全な再建，横につなぐ
 ·集落内に 3本建設
 ·旧街区を踏襲した集落

　本提案において核となる要素は，「継衛橋」と称する，L1 津波の高さに対応した海抜 5～ 9mの通路型デッキ
である．デッキ部分は中空構造となっており，内部に電気や簡易水道などのライフラインを内蔵している．上
部はパブリックスペース、歩行者空間となっていて，各住戸の入り口と接続している。この橋を集落内に 3本
通し，住宅再建の核とする．また，住宅再建の際には「継衛橋」と床レベル高さが同等となるように建築制限
をかけ，街区や宅地割については震災前のものを踏襲することで再建の迅速化を図っている． また，「継衛橋」
は漁港空間や番屋と後背にある神社を接続するように設計されているため，震災時には避難路となり得る．
この「継衛橋」を中心とした集落の復興計画のタイムラインについて、まず，フェーズ１では「継衛橋」と，
漁師の作業場となる番屋の再建を行い，ライフラインを漁港空間に通すことで素早い生業の復旧を可能にし，
今回の震災で問題となった生業復旧時間の遅れによる離職·離村の低減を図るとともに，余震による津波来襲
時に一次避難所として機能させる．次のフェーズ２，３では住宅の再建を行い，その際に「継衛橋」が集落の
構造的な軸線として機能するとともに，各住戸にライフラインを供給する．

神社

神社

神社

神社

神社

神社

❶ 平常時
公共交通に接続する歩行者専用道路住民
自らのメンテナンスによる共助の象徴

❷ L1 津波発生時
避難路 , 避難場所として機能；漁業作業の
安全性も向上；迅速なライフラインの復旧

❸ L2 津波発生時
神社や高台への二次避難の経路
盛土をしないことで遡上高さの抑制

▲ 「継衛橋」の部分模型俯瞰写真

 横浦

親潮

黒潮

潮目

女川

　沖合に潮目があることで、古来良好な漁場として漁村が立地してきた三陸地方。
　牡鹿半島の付け根にある現在の女川町には、女川組二十浜と称した漁村群がある。なかでも横浦
は内湾にある天然の良港であり、江戸時代には一帯の漁民をまとめる大肝入の木村家が住む沿岸漁
業。そしてそれぞれの浜ごとに神輿をもつ祭りが継承されてきた。近年では道路整備もされ陸上交
浜であった。交通は主に海上で結ばれ、生業は通が中心だが、漁業が中心でかつ平地が沿岸部にし
かないために、数十年スパンの津波常襲地域であるにもかかわらず、依然として海辺で文化が育ま
れてきた。そして人の住む浜から東日本大震災からの復興は、そんな横浦のアイデンティを失わせ
る高台移転が推し進められている。高台の神社に参道が伸びる。
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06 集落再編の部分プラン

庭

庭

継衛橋

●庭と家の関係
庭では畑があった
り、洗濯物を干し
たりと一時的な利
用がなされ、津波
の被害を最小限に
とどめる。

●橋と家の 2階レベル
家の 2階には縁側があ
り、橋の上と一体的に
生活の場となる。

●橋と家の地上階レベル
橋の下には協働の水場と、家
の 1階にある納屋や漁業関連
の作業場は連続的に使われ、
地上レベルでは漁師のコミュ
ニティが広がる

●継衛橋
橋はレベル差がなくバス停に接続し、
車の心配なく歩ける場所として子供の
遊び場や、近所づきあいの場になる

庭では隣の家とのコミュニケ
ーションもとれる、津波の被
害を最小限にとどめる。

07 継衛橋と住宅の空間像

住戸の入り
口と接続

インフラ内蔵

L1津波の高さを確保

歩行者用避難経

「継衛橋」は避難路

速やかに再建

08 継衛橋と番屋の空間像　「継衛橋」と番屋を一体に設計し，漁集事業の一環として行政側が建築することを提案する．
平常時：橋は日常的なコミュニティ空間として、住宅の 2階と
接続。橋の内部に敷かれるライフラインのメンテナンスも共同
で行い、浜のコミュニティを強固にする。地上階では各住宅の
漁具倉庫と橋の下の共同水場が一体的に利用され、漁師のコミュ
ニティが広がる。

津波襲来時：住宅の生活部分や橋の上はレベル１津波では浸水し
ない高さにあり、家財道具が被災を最小限にとどめることができ
る。また自動車以外の避難経路として、浜の津波に対するレジリ
エンスを高める。

復興時：２階以上は浸水せず、復興への最大の拠点である家を失
わない。また橋の内部のライフラインも浸水せず、取換工事が非
常に簡単にできることで、早速復興が可能となる。背割線を通す
ために区画整理という復興が遅れる原因を避けることができる。

　地域の過疎化が進む中で大震災があり、大きなダメージを負った。復興建築が進まないことによって人が流失していく、震災により、突然、
居場所を失うい、復興のためには人の居場所や集まる場所、一緒に仕事をする場所をつくる。この漁師の作業場兼休憩所である「番屋」が、
漁師が作業や漁の後に休憩などをする小屋である。漁業と生活をつなぐ復興拠点となる。開かれた建物にすることによって、かつての漁
港の風景を取り戻すとともに、使い手が手を加えられる余地を残し、新しい風景の創造を促す。
　横浦番屋は、継衛橋の 1本を海岸より突出させ，その下部に護岸を整備，船着き場とするとともに，船着き場と「継衛橋」の結節点に
あたる場所に設置する．番屋内には，断面図のように作業スペースと仮眠スペースに加えてコミュニティスペースを設置し，復興時·平
常時問わず漁村の核として機能することを期待する．

継衛橋と一体化し、突端に位置し避難路に接続するだけでなく、2階部分に仮眠所を併設
するなど、漁業の安全性を高める、集会所を併設し、漁村のコミュニテイの核になる。

番屋を超えてさらに海上に突き出す橋の先端からは、展望台として海を見渡せるだけで
なく、ふと振り返れば山の上の神社まで続く継衛橋が背骨になる集落が一望できるよう
な「浜の顔」である。

集落を貫通する継衛橋を歩くと、海辺の番屋にそのまま誘われる。海に向かって一直線に伸
びる継衛橋は、堤防で分離しては存続しえない、海と不可分の漁村文化を象徴する空間とな
る

09 横浦集落の空間像

▲ 家の 2階は縁側があり、橋の上と連続的に利用されるコミュニティ空間

▲ 家の地上階のピロティは車庫や漁具倉庫として、コンクリートブロッ
クによるセルフビルドで作られ、世代を超えて徐々に変化しながら受け
継がれる

▲ 高台の神社につながる参道として、お祭りの日には神輿が練り歩き、
安全な高台へ繋がることが住民の意識に深く根付く

▲ 橋の下には共同の水場が設置され、隣り合う家同士で漁具を洗った
り、休日にはバーベキューをしたりと橋の上とは異なったコミュニ
ティ空間になる

❶ 漁船が動き回り、横浦のアイデンティティであ 
      る生きた親水空間として受け継がれていく。

❷ 番屋の延長として、橋の下には協働の水場、納
      屋や漁業関連の作業場は連続的に使われ、漁師
      のコミュニティが広がる。

❸ 橋の上には、各住戸からだけでなく、階段から
      もアクセスでき、地上との連続性を確保する。

❹ 橋はレベル差がなくバス停に接続し、車の心配
      なく歩ける場所として子供の遊び場や、近所づ
      きあいの場になる

❺ 家の 2階には縁側があり、 
      橋の上と一体的に生活の
      場となる。

❻ 高台の神社につながる参道として、お祭りの日
      には神輿が練り歩き、安全な高台へ繋がること   
       が住民の意識に深く根付く。

❶
❷ ❸

❹ ❺ ❻

－集落跡地を活用した漁業主導型居住地復興計画の提案－

　東日本大震災で津波被害を受けた女川町横浦地区は，復興計画によって集落全体が高台へ移転した．高台移転によって元々の集落空間は倉庫
がまばらに立ち並ぶ空閑地へと変容し，集落の過去からの連続性が震災によって完全に断絶している．
      本提案では，被災した集落空間の履歴を受け継ぎつつ，素早い復興を実現する集落再建方法を提示し、将来の災害に対応できる計画案である．
提案の核となる要素は「継衛（つぐもり）橋」と呼称する，海抜５～９ｍのライフラインを内蔵した通路型デッキである．継衛橋の配置は集落
の街路構造を踏襲しており，集落の歴史を形として受け継いでいる．また，住宅の再建時には各戸にライフラインを供給し，非常時には避難路
として機能することで津波から集落を衛る機能を持つ．また，漁業者の作業場である「番屋」を「継衛橋」と一体的に設計することで，漁港を
中心としたコミュニティ空間と，海から浜を介して神社につながる祭祀空間の接続を図っている．

海の稜に暮らす たくさんの漁船が動き回り、横浦
のアイデンティティである生きた
親水空間として受け継がれていく

　平常時、「継衛橋」公共交通に接続する歩行者専用
道路住民自らのメンテナンスによる共助の象徴であ
る。災害時における「継衛橋」の役割については、地
震発生時に，「継衛橋」は一次避難場所として機能し，
低地部や漁港付近で作業している漁師の避難場所とな
る．さらに，それぞれの「継衛橋」は高台にある神社
に接続しているため，二次避難場所である神社ないし
高台への避難路として機能し，L2 レベルの津波から
も人命を守る．また，「継衛橋」は歩行者専用の空間
となっているため，避難時において歩行者動線と自動
車動線が交差することがなく，車を運転できない高齢
者も安心して避難することが出来る．

05 継衛橋の役割と配置計画

住居·インフラは水没しない

また，開かれた建物にすることによってかつての漁港の風景を取り戻すとともに，使い手が手を加えられる余地を残し，新しい風景の創造を
促している．作業用スペースについてはフォークリフトの高さをもとに設計した梁を屋内に巡らせ，ワカメなどの干場として機能させる．大
半が半屋外の施設だが、大きい集会所と 2つの大きい部屋を設けている。ひとつは厨房だ。加工品の開発など様々な実験をし、6次産業化の
流れをつくるための設備だ。もうひとつは漁師が休憩する場所であり、レクチャーなど多目的に使うことができる部屋である。大きな梁で漁
師が手を加え空間により、焚き火をしながらタバコを吸う、石油ストーブの上でイカを焼くというような風景がみられる。このようなことが
自然に行われるように開かれた建物にして、復興時漁民の心より処とになり、漁港の風景の復活と連結をつながる。都市にはない漁業の風景
の集結したものには価値があり、漁民たちの生活につながっていくと考えている。

一般部門　大賞



海の稜に暮らす 

－集落跡地を活用した漁業主導型居住地復興及び災害低減計画の提案－ 

1， 背景・目的 

1，1 背景 

対象敷地としたのは宮城県女川町の横浦という集落である．女川は江戸時代より「女川組

二十浜」とよばれる二十か所の浜によって形成されてきた．二十浜の一つである横浦は江戸

時代より集落のほぼ全員が漁業に従事し続けてきた歴史があり，震災前には町内で一番の

水揚げ量を誇っていた． 

東日本大震災では横浦に居住していた 114人全員が被災し，26名が死亡，行方不明とな

った．合計 92棟の建物が流出し，その中には横浦の基幹産業である養殖業を支える番屋や，

カキの殻を剥く作業場なども含まれ，漁船や海に浮かべていた養殖器具のほとんどが滅失

し，震災によって住まいだけでなく職場も失われてしまった．その結果として，横浦の人口

は震災前の 114人から 44人へと大きく減少してしまっている． 

これらの深刻な被害を受け，女川町は横浦を含む離半島部の復興計画を 2011年 5月に策

定した．当初，離半島部の住民に提示された復興計画案は過疎化・高齢化の進む各集落を集

約して高台移転するというものであり，横浦についても高白浜，大石原浜など 5 つの集落

との集約移転案が提示された．しかしながら，漁業権の問題，そして自分の生まれ育った浜

への強い思い入れや浜ごとの文化の違いから，自分の浜を離れたくないという集約への反

対意見が相次いで出され，集約案は頓挫した．その結果として採択された離半島部の復興計

画案の概要は，全集落跡地を災害危険区域に指定したのち，各集落単位で跡地付近に高台移

転し，全漁港を復旧させるというものであった． 

このような経緯から採択された現行の復興計画の骨子である全集落の高台移転の妥当性

について考えてみたい．まずコストとスピード面を数値で検証する．今回の対象地域である

横浦地区について，現時点での高台移転希望戸数は 17戸であり，用地造成などの高台整備

費用が 9億 4615万 4千円，災害危険区域に指定された集落跡地の買収費用に 6938万 4千

円かかっており，これを 1戸あたりに換算すると 5973万円の費用がかかっている．次に高

台移転にかかる時間についてみると，横浦地区の場合，建築工事の開始は平成 28年度から

となっており，入居予定は平成 29年度と，実に発災から本設住宅への入居までに 6年以上

もかかっている．この住居再建の遅延は震災前後での横浦地区における大幅な人口減少の

原因となっている． 

高台移転によって喪われるものはお金と時間，そして集落の人口だけではない．元来漁業

集落は職場である海面への近接を前提として成立していたが，今回の高台移転によって職

住近接性は著しく損なわれており，従来のライフスタイルの継続は難しくなっている．また，
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津波によって被災した旧集落空間は空地化し，まばらに倉庫が立ち並ぶ空疎な空間となっ

ている．そのことによって，海から浜を介して神社につながる旧来の祭祀空間が失われ，集

落の過去からの連続性が震災によって完全に断絶してしまっている． 

さらに，高台移転による大規模な土木工事によって，山林の不可逆的な破壊がもたらされ，

現在の縮退のトレンドの中で，今後高台移転地の低利用化や廃墟化が懸念される． 

2，2 目的 

そのため、被災した集落空間の履歴を受け継ぎつつ，素早い復興を実現する集落再建方法

を提示し、将来の災害に対応できる計画案が非常に重要であると思われる。 

2， 提案内容 

2，1 提案に向けた論点 

このような背景で，提案に向けた論点を整理する． 

まず，漁村復興計画の前提について，今回の女川町におけるケーススタディーから考える．

横浦など，離半島部の小漁村は綿々と受け継がれてきた漁場を持っており，漁場と近接した

生活を送ってきた．たしかにそれらの小漁村では限界化が進んでいるため，一見集約居住が

合理的な復興計画に思える．しかしながら，まず職場である漁場の集約は不可能であり，さ

らに集約居住は職場へのアクセスにおいて不都合を生じる．また，離半島部の小漁村はそれ

ぞれ閉鎖的なコミュニティであり，他の集落との混住を好まない傾向にある．したがって，

いくら限界化が進んでいるとはいえ，住民目線に立つと，集約居住型の復興計画は全くもっ

て合理的ではない．よって，漁村の集約は不可能であるという知見をもとに，人口が少なく，

縮退が進む漁村一つ一つに対して，津波対策を施した空間計画を立てていかなければなら

ない．これが漁村復興計画策定の前提である． 

この前提の下で，女川では全集落の個別高台移転が実行されたが，先ほど述べたように，

高台移転には 1戸当たり 5000万円を超える行政コストや，集落再建まで 6年を要したスピ

ードの問題に加え，職住近接型ライフスタイルの喪失や旧集落空間の放棄といった問題も

付随して発生しており，震災から 6 年が経過した今，他の選択肢の再考が必要であると考

えられる． 

そこで本提案では，高台移転という前提を見直し，高台移転のデメリットを解決しつつ，

津波に対する安全性を両立した新たな小規模漁村集落の再建方法を提案したい．その空間

設計の柱となるキーワードとして，「剛柔あわせた津波対策」「低コスト」「迅速な再建」「漁

業者の利便性」「縮退への対応」「集落跡地の活用」を挙げておく． 
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2，2 提案内容―「海の稜に住む」 

提案のコンセプトは「海の稜に住む」，旧集落構造を踏襲した漁業主導型居住地復興計画

の提案である． 

計画の概要について，横浦では全戸高台移転が実際に行われているが，本提案では，高台

移転計画においてほとんど顧みられていない集落跡地への再居住を提案する． 

まず、本提案において前提となる防災に対する考え方について．東日本大震災における復

興計画で広く用いられているように，L1 津波に対しては構造物によって防御し，居住環境

の破壊を防ぎ，L2 津波に対しては，集落内への浸水を許すものの，減災型空間計画によっ

て人命を守るとともに，早期復旧の足がかりとなる構造物を残存させる． 

次に，制度上の前提について．漁業地区の復興計画に関連する既存の制度には高台移転を

その中心とする防災集団移転促進事業と，高台移転をその枠組みに含まず，漁業集落そのも

のの防災性を向上させることを目的とした漁業集落防災機能強化事業の２つがあり，高台

移転を行う場合には防集が，現地での盛土による復興が行われる場合には漁集がそれぞれ

利用されており，女川では離半島部集落すべてに対して防集が適用されており，浜の事情を

斟酌していない画一的な復興計画が策定されているのが特徴である．本提案では漁集制度

を利用した復興計画の枠組み内で居住地の再建方法を提案する． 

通常，漁集事業では防潮堤の建設と盛土による地盤の嵩上げによって L1津波に対する防

御性を確保するが，本提案では「縮退の時代における復興」をテーマに，大規模な土木工事

に拠らない形での津波対策を施した事前復興型空間計画を提案する． 

本提案において核となる要素は，「継衛（つぐもり）橋」と呼称する，L1津波の高さに対

応した海抜 5～9mの通路型デッキである．この「継衛橋」のデッキ部分は中空構造となっ

ており，内部に，電気や簡易水道などのライフラインを内蔵している．上部は歩行者空間と

なっていて，各住戸の入り口と接続している． 

この 3 本の「継衛橋」を集落内に通し，住宅再建の核とする．また，住宅再建の際には

「継衛橋」と床レベル高さが同等となるように建築制限をかけ，街区や宅地割については震

災前のものを踏襲することで再建の迅速化を図っている． また，「継衛橋」は漁港空間や番

屋と後背にある神社を接続するように設計されているため，震災時には避難路となり得る． 

この「継衛橋」を中心とした集落の復興計画のタイムラインについて、まず，フェーズ１

では「継衛橋」と，漁師の作業場となる番屋の再建を行い，ライフラインを漁港空間に通す

ことで素早い生業の復旧を可能にし，今回の震災で問題となった生業復旧時間の遅れによ

る離職・離村の低減を図るとともに，余震による津波来襲時に一次避難所として機能させる． 

次のフェーズ２，３では住宅の再建を行い，その際に「継衛橋」が集落の構造的な軸線とし

て機能するとともに，各住戸にライフラインを供給する． 

次に、災害時における「継衛橋」の役割について、地震発生時に，「継衛橋」は一次避難
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場所として機能し，低地部や漁港付近で作業している漁師の避難場所となる．さらに，それ

ぞれの「継衛橋」は高台にある神社に接続しているため，二次避難場所である神社ないし高

台への避難路として機能し，L2レベルの津波からも人命を守る．また，「継衛橋」は歩行者

専用の空間となっているため，避難時において歩行者動線と自動車動線が交差することが

なく，車を運転できない高齢者も安心して避難することが出来る． 

そして、「番屋」の漁村復興における重要性について、「番屋」とは，網の整備などの漁の

準備をする作業場，漁の合間に休憩を取る休憩所，繁忙期に仮眠をとる仮眠所など，漁業従

事者に必要な機能をいくつか備えた建物のことであり，海の仕事に携わる人々のコミュニ

ティの中心として機能してきた．しかしながら，海のすぐ近くにあるためにその多くは津波

によって流されてしまった．番屋は漁師の「仕事場」であり，番屋なしには漁業の復興が難

しい，という声が今回の震災では多く聞かれた．しかしながら，小さな漁村では番屋の建築

費を自己負担することは難しい．そこで，本提案では，「継衛橋」と番屋をセットで計画し，

漁集事業の一環として行政側が建築することを提案する． 

描かれているパースは「継衛橋」からみた横浦番屋である．継衛橋の 1本を海岸より突出

させ，その下部に護岸を整備，船着き場とするとともに，船着き場と「継衛橋」の結節点に

あたる場所に番屋を設置する．本提案では番屋の意匠についても「継衛橋」と一体に計画し

ているが，番屋内には，この断面図のように作業スペースと仮眠スペースに加えてコミュニ

ティスペースを設置し，復興時・平常時問わず漁村の核として機能することを期待する．ま

た，開かれた建物にすることによってかつての漁港の風景を取り戻すとともに，使い手が手

を加えられる余地を残し，新しい風景の創造を促している．作業用スペースについてはフォ

ークリフトの高さをもとに設計した梁を屋内に巡らせ，ワカメなどの干場として機能させ

る．コミュニティスペースについては，大きい集会所と２つの部屋を設けており，２つの部

屋については，１つには厨房機能，もう１つには休憩所・仮眠室としての機能を導入してい

る． 

平常時の漁村において「継衛橋」がどのように機能するのかについて、緊急時には避難路

となる継衛橋の上部は，平常時には海側には海上交通，陸側にはバス停と公共交通につなが

り，自動車交通と分離された歩行者空間として浜の生活の中心になる．また浜の番屋に接続

していることで，漁業の陸上作業中の安全にも寄与する．住宅は縁側や客間を橋に向けて設

けており，動線であると同時にパブリックとプライベートの交わる空間になる．祭りの時に

は山の上の神社にむけた参道として神輿が担がれる．一方で橋の下部には，共同の水場が設

置される．ここは漁具を洗うだけでなく，車や漁具を置く場所になり，漁師同士の交流の場

として，住宅 1 階のピロティと連続的に利用され，橋の上部とは異なる漁師のコミュニテ

ィ空間になる。 
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3， まとめ 

本提案では，被災した集落空間の履歴を受け継ぎつつ，素早い復興を実現する集落再建方

法を提示し、将来の災害に対応できる計画案である． 

提案の核となる要素は「継衛（つぐもり）橋」と呼称する，海抜５～９ｍのライフライン

を内蔵した通路型デッキである．継衛橋の配置は集落の街路構造を踏襲しており，集落の歴

史を形として受け継いでいる．また，住宅の再建時には各戸にライフラインを供給し，非常

時には避難路として機能することで津波から集落を衛る機能を持つ．また，漁業者の作業場

である「番屋」を「継衛橋」と一体的に設計することで，漁港を中心としたコミュニティ空

間と，海から浜を介して神社につながる祭祀空間の接続を図っている． 
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