
【基本目標２】いつまでも安心して快適に暮らすことができる生活基盤の整備 

【基本目標３】かつてない賑わいや活力に満ちた東北
の発展と宮城の飛躍を支える交流・産業基盤の整備 

【基本目標１】壊滅的な被害を回避する粘り強い県土構造への転換 

整備プログラム 

（注）事業内容については，沿岸市町，県，民間など様々な主体と調整しながら継続して検討を進めていきます。 

H25までの H27までの

箇所数等 延長等 目標 目標

施策１：被災した公共土木・建築施設の早期復旧

①東日本大震災関連災害復旧事業の推進

公共土木施設災害復旧事業（道路）

（生活基盤を支える道路の早期復旧）

公共土木施設災害復旧事業

（道路：市町）

（市町が管理する道路の早期復旧）

公共土木施設災害復旧事業（港湾） 10港

直轄事業

2港

仙台空港災害復旧事業

（仙台空港の早期復旧）

仙台空港旅客ターミナルビル復旧支援事業

（空港機能回復のための関連事業者への支援）

仙台空港アクセス鉄道復旧支援事業

（空港機能回復のための関連事業者への支援）

公共土木施設災害復旧事業（海岸）

（海岸保全施設の早期復旧）

公共土木施設災害復旧事業（河川）

（決壊した堤防等の早期復旧）

公共土木施設災害復旧事業（ダム）

（ダム施設の早期復旧）

砂防

　4箇所

地すべり

　1箇所

急傾斜地

　4箇所

災害関連緊急砂防事業

（震災で新たに発生した土砂の崩壊などの危険
な状況への緊急対処）

災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業

（震災で新たに発生したがけ崩れに対する急傾斜
地崩壊防止施設の緊急的な整備）

公共土木施設災害復旧事業（下水道） 　7流域

（下水道処理施設の早期復旧） 処理施設

3施設

公共土木施設災害復旧事業（都市公園）

（県立都市公園の早期復旧）

公共土木施設災害復旧事業（仙台港背後地）

（仙台港背後地内の都市施設（下水道，道路）の

早期復旧）

既設公営住宅の復旧事業

（公営住宅の早期復旧）

再掲65 組合区画整理災害復旧支援事業 16地区 － 16地区完了

施策２：多重防御などによる総合的な防災力の強化

①津波対策の推進

道路改築事業（復興）

（防災道路の整備など）

再掲64 街路事業 13路線 23.3km 13路線着手 13路線継続

海岸改良事業

（堤防幅を拡幅した海岸保全施設の整備など）

海岸局部改良事業

（堤防幅を拡幅した海岸保全施設の整備など）

海岸調査貹 大谷海岸他 大谷海岸他

（海浜状況の調査など） ７海岸で実施 ７海岸で継続

防災緑地整備事業 用地買収

（防災緑地の整備） 完了

港湾整備事業（復興）

（岸壁背後及び臨港道路沿の盛土など）

海岸改修事業（復興）

（海岸保全施設の整備）

②地盤沈下に伴う総合治水対策の推進

河川総合開発事業

（ダム施設の整備と併せた総合治水対策）

河川総合開発事業（堰堤改良） 2ダム着手

（ダム機能の回復または向上） １ダム完了

河川改修事業

（流域が一体となった総合治水対策）

河川改修事業（国）

（流域が一体となった総合治水対策）

河川局部改良事業

（洪水等からの防護機能を確保する局部的な改

良）

河川局部改良事業（緊急特定） 1地域事務所

（他事業と関連した特定河川の整備） 概成

河川局部改良事業（特定施設）

（老朽化等により施設機能が低下している河川管
理施設の計画的な補修・改修）

河川管理貹（流下阻害解消）

（ゲリラ豪雨などに対応するための流下阻害箇所
の河道掘削）

河川改修事業（復興）

（まちづくり計画と連携した河川整備）

再掲63 地盤沈下対策事業 沿岸市町 － 事業促進 事業促進

32 県内一円 －
まちづくり関連等を除き
完了

全て完了

2土木・地域事務所実
施

4土木・地域事務所継
続

31 県内一円 －
堆積土砂撤去を３年
サイクルで実施

継続実施

29

30 69箇所 －

28 県内一円 －

24

25

26

2ダム －

29河川

事業推進 事業推進

70.2km 6河川概成 23河川継続

27 県内一円 － 事業促進 事業促進

1ダム着手

20

21

22

23

8海岸 －

沿岸市町 －

4港 －

2地区 62ha

2港 －

17 10箇所 － 9箇所完了

災害復旧事業を補完
して実施

災害復旧事業を補完
して実施

19

18

3土木・地域事務所実
施

2港着手

まちづくり関連等を除き
完了

調査設計及び
用地取得を
実施

72海岸 63km 全て完了

事業完了

2地区継続

4港着手 4港継続

4ダム －

－県内一円

建替が必要な住宅を
除き完了

全て完了102団地 －

復旧完了

事業化に向け検討
払川ダム，長沼ダム整

備完了

復旧完了

1地区 258ha

復旧完了

5箇所 179.3ha

－

事業完了

事業完了

1箇所 －

復旧完了

１箇所 －

10 －

復旧完了

まちづくり関連等を除き
完了

全て完了

1箇所 －

119河川 166.5Km

沿岸部を除き完了 全て完了

沿岸市町 －

644.5km1,565箇所

復旧完了

復旧完了

1箇所 －

仙台塩釜港，石巻港，

気仙沼港の復旧完了

女川港などの地方港

湾も含めて全て完了

1箇所 －

5

6

7

8

9

支援完了

－

大規模被災箇所を除

き完了
全て完了

支援完了

59海岸 32.7km

1箇所 －

（県管理港湾の早期復旧）

番号 事業名
実施内容

公共土木施設災害復旧事業（砂防等）
（土砂災害防止のための砂防関係施設の早期復旧）

11

12

14

15

16

13

1

2

3

4

H25までの H27までの

箇所数等 延長等 目標 目標

③土砂災害防止対策などの推進

砂防事業（通常，火山砂防） ５箇所 9箇所継続

（ハード整備による土砂災害対策の推進） 整備完了

砂防激甚災害対策特別緊急事業

（激甚な災害が発生した区間の再度災害の防
止）

特定緊急砂防事業 1箇所 2箇所

（土砂流出により甚大な災害が発生した地域の

緊急的な施設整備）
整備完了 整備完了

特定緊急砂防事業（国）

（土砂流出により甚大な災害が発生した地域の

緊急的な施設整備）

再掲11 災害関連緊急砂防事業 1箇所 － 事業完了

地すべり対策事業 ２箇所 4箇所継続

（地すべり防止施設等による土砂災害防止対策

の推進）
整備完了

特定緊急地すべり対策事業

（地すべりの発生により甚大な土砂災害が発生した地

域の地すべり防止施設の整備）

急傾斜地崩壊対策事業 ９箇所 ５箇所継続

（急傾斜である自然がけ地の崩壊に対する急傾
斜地崩壊防止施設の整備）

整備完了

再掲12 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業 1箇所 － 事業完了

砂防設備等緊急改築事業

（既存の砂防施設などの有効活用のための緊急

的な整備）

情報基盤整備事業 システム整備 システムの

（土石流，地すべり及びがけ崩れに関する予警報

システムの整備）
完了 維持管理

情報基盤緊急整備事業 10箇所

（雨量計の観測精度向上） 整備完了

土砂災害防止法基礎調査 300地区 500地区

（地形，地質，降水などの状況及び土砂災害の

恐れのある土地の利用状況などの調査）
調査実施 調査実施

施策３：耐震強化対策の加速的推進

①公共土木施設の耐震強化の推進

橋梁耐震化事業

（緊急輸送道路などの橋梁の耐震化）

②建築物などの耐震強化の推進

災害関連地域防災がけ崩れ対策事業補助金 63箇所

（がけ崩れ防止工事の実施） 事業完了

造成宅地滑動崩落緊急対策事業 事業完了

（活動崩落防止工事の実施） （市町村事業）

耐震診断助成 耐震診断助成

木造住宅等震災対策事業 3,520件 6,000件

（旧建築基準の木造住宅の耐震化等） 耐震改修助成 耐震改修助成

1,667件 2,800件

（市町村事業）

施策４：被災体験を踏まえた防災態勢の再構築

①防災体制及び防災啓発活動強化対策の推進

河川管理貹 2箇所程度 ２箇所程度

（移動式ポンプの確保など） （必要に応じて実施） （必要に応じて実施）

49 土木部業務継続計画（BCP）の見直しなど 県内一円 －
毎年の訓練や計画の

フォローアップ

毎年の訓練や計画の

フォローアップ

津波強化対策推進事業

（「3.11 伝承・減災プロジェクト」やシンポジウムの

開催などによる住民意識啓発稼働など）

被災建築物応急危険度判定事業

（応急危険度判定士の派遣）

被災宅地危険度判定事業

（被災宅地危険度判定士の派遣）

建築関係震災対策事業

（耐震診断，耐震改修の促進などの普及啓発な

ど）

54 り災証明書発行に係る建築士派遣事業 県内一円 － 必要に応じて実施 必要に応じて実施

②広域防災拠点の整備

公園施設安全・安心対策緊急総合支援事業 事業実施に

（都市公園の防災機能の向上） 向けた準備

－

2,700名登録 4,000名登録

55 2箇所 108.2ha 2箇所に着手

51

52

53 県内一円 －

－県内一円

県内一円

50 県内一円 －
住民への意識啓発活

動

住民への意識啓発活

動

47 県内一円 －

県内一円48 －

35箇所着手

22橋完了

45 63箇所 －

75橋完了44 75橋 －

43 県内一円 －

42

39 14箇所 －

38 1箇所 －

46 4市町 －

41 県内全域 －

40 35箇所 －

事業完了

35 2箇所 －

事業完了

37 6箇所 －

33 14箇所 －

34 2箇所 －

36 5箇所 －

10箇所 －

整備完了

事業完了

番号 事業名
実施内容 H25までの H27までの

箇所数等 延長等 目標 目標

施策１：快適で安心して暮らせるまちづくりの推進

①沿岸市町の復興まちづくりの推進

復興まちづくり計画策定等支援事業

（被災市町の復興まちづくり計画の策定等支援）

被災市街地復興土地区画整理事業 26地区の 26地区の

（被災した沿岸市町のまちづくり支援） 工事着手支援 事業実施支援

がけ地近接等危険住宅移転事業 7市町 7市町

（がけ地の崩壊などによる危険な地域からの移転） 事業着手 事業完了

防災集団移転促進事業 12市町

（被災市街地における住居の集団移転） 事業着手

住宅相談事業

（被災住宅相談窓口の設置）

住宅地区改良事業 必要に応じて 必要に応じて

（壊滅的な被害を受けた地区の住環境の改善） 実施 実施

小規模住宅地区改良事業

（壊滅的な被害を受けた地区の住環境の改善）

地盤沈下対策事業

（地盤沈下した低平地について市町村と連携した

内水排除など）
（注）

②快適で安心な市街地整備の促進

街路事業

（都市計画道路の整備）

組合区画整理災害復旧支援事業

（被災した組合事業者への支援）

仙台港背後地土地区画整理事業 概ね完了

（仙台港背後地の整備） （換地処分）

市街地再開発事業

（土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新）

狭あい道路整備等促進事業 事業促進

（狭隘道路の調査と狭隘道路の拡幅など） （市町村事業）

③生活快適化促進公共事業の推進

道路改築事業

（生活道路やバイパスの整備）

交通安全施設整備事業

（歩行者・自転車の安全確保のための歩道整備）

災害防除事業

（道路の安全確保のための法面防護）

橋梁長寿命化事業 H31までに

（みやぎ型ストックマネジメントの実践による橋梁の長寿命化） 100橋完了

道路維持修繕事業

（道路の維持修繕）

海岸管理貹

（海岸保全施設の維持管理）

再掲48 河川管理貹 県内一円 － － －

河川局部改良事業（コラボ） コラボ事業 コラボ事業

（地域住民との協働による河川整備） 検討 検討

ダム管理貹

（ダム施設の適切な維持管理）

水閘門管理貹

（水閘門の適切な維持管理）

砂防事業（維持修繕）

（土砂災害防止施設の適正な維持管理）

流域下水道事業

（流入量の増加と施設の老朽化に対応するための施設整備）

流域下水道事業（維持管理）

（管路などの適切な維持管理）

流域下水道事業（調査） 計画見直し 計画見直し

（震災を踏まえた下水道計画の改訂） 着手 実施

県営住宅ストック総合改善事業

（県営住宅の長寿命化と居住性を高めたストックの有効活用）

県営住宅リフォーム事業

（県営住宅の長寿命化と居住性を高めたストックの有効活用）

県営住宅管理事業

（県営住宅の定期点検）

施策２：快適で安心できる住まいづくりの推進

①災害公営住宅等の整備

復興住宅計画の策定

（災害公営住宅の整備及び民間住宅供給への支援

策等の計画策定）

災害公営住宅整備事業 県 1,450戸 5,000戸

（被災者の安定した生活を確保するための住宅整備） 5,000戸 完成 完成

（仮）災害公営住宅の管理情報の共有 効率的な 効率的な

（住宅の募集，入居等に関する管理情報の共有によ

る効率的な住宅供給）
住宅供給 住宅供給

②民間住宅の供給支援

地域優良賃貸住宅建設事業

（民間事業者の賃貸住宅の供給促進）

住生活基本計画の策定

住宅再建支援事業（二重ローン対策）

（被災住宅に債務を有する住民の住宅再建支援）

再掲82 県営住宅ストック総合改善事業 県内一円 － － －

再掲83 県営住宅リフォーム事業 県内一円 － － －

再掲84 県営住宅管理事業 県内一円 － － －

施策３：環境に優しい社会資本整備の推進

①省エネルギー対策の推進

再掲13
公共土木施設災害復旧事業（下水道）

（下水汚泥のバイオマス燃料化）
県内一円 － 事業完了

道路照明灯改修事業

（道路照明等のLED化）

港湾整備事業

（港湾施設照明灯のLED化）

県内一円 －

90

県内一円 －

－8,000戸 6,500戸

－

－ －

7流域着手

県内一円 －

81

82

83

84

県内一円 －

県内一円 －

県内一円 －

7流域着手 7流域継続80 7流域 －

7流域継続

－

県内一円 －

－ － －

－ －

72 38橋 － 38橋完了

73 県内一円

事業継続事業推進－県内一円71

70 17箇所 19km 7箇所完了 14箇所完了

69 100箇所 192km 18箇所完了 65箇所完了

1箇所完了

事業促進－県内一円68

258ha1地区66

67 1箇所 － 建物工事着手

65 16地区 － 16地区完了

64 13路線 23.3km 13路線着手 13路線継続

12市町完了

60 県内一円 － 窓口設置

沿岸市町 －

58 7市町 －

56 14市町 － 14市町

220tのCO２排出量削

減

370tのCO２排出量削

減

8,000戸

86

87 県内一円 －

県内一円

－ － －

88 県内一円 － 事業促進 事業促進

－ －

78 県内一円 －

89 計画策定

－

－ －

－ －

計画策定85

74

事業推進

－

77 県内一円 －

76 県内一円 －

63 沿岸市町 － 事業促進 事業促進

61 沿岸市町 －

62

番号 事業名
実施内容

91
排ガス対策型機械及び低騒音型建設機械の使

用促進
県内一円

75 県内一円 －

79 7流域 －

92 県内一円 －

57 26地区 －

59 12市町 －

93 県内一円 － 66tのCO２排出量削減
110tのCO２排出量削

減

H25までの H27までの

箇所数等 延長等 目標 目標

②景観・環境共生型事業の推進

「エコロード」の整備

（自然と共生した道路づくり）

多自然川づくり

（生物の生息・生育環境及び多様な河川景観の
保全や創出）

港湾整備事業

（県民や訪れた観光客に海と接することができる
緑地の整備）

直轄負担金（公園）

（国営みちのく杜の湖畔公園の整備促進）

都市公園整備事業

都市公園維持管理事業

（安全で快適な憩いの堲の提供のための公園の
適正な維持管理）

③建設リサイクルの推進
100 工事原材料の再生品の利用や型枠の再利用 県内一円 － － －

施策４：多様な分野との連携による社会資本整備の推進

①医療・福祉分野との連携

101 救急車緊急退出路整備事業 大崎市 － 事業促進 事業促進

②雇用対策等の経済対策との連携

102 緊急雇用対策事業 県内一円 － －

建設産業振興支援事業

（中小建設業の事業継続，被災地失業者の就労など

を主な目的とする建設業の総合的な支援）

103 －県内一円
建設業就労定着支援の

実施等

建設業就労定着支援の

実施等

－ －

－ －

２港着手 ２港継続

1箇所概成

事業完了

1箇所実施

－ －

83.6ha

5箇所 135.1ha

－ －

－－

－2港

94

95

96

97

98

99

１箇所 647.4ha

2箇所

番号 事業名
実施内容

H25までの H27までの

箇所数等 延長等 目標 目標

施策１：東北の発展を支える基幹的社会資本整備の加速的推進

①国土の骨格となる高速道路網の整備

平成32年

三陸縦貫自動車道完
成

再掲 道路改築事業

69 （I.C.へのアクセス道路）

②海上広域物流拠点の整備

港湾整備事業（特別会計）

（港湾施設の整備に合わせた埠頭用地造成や荷

役機械の整備）

港湾整備事業

（港湾施設の整備）

再掲 港湾整備事業（復興）

22 （岸壁背後及び臨港道路沿の盛土など）

108 仙台塩釜港及び石巻港の整備促進（国） 2港 － 2港着手 2港継続

再掲23 海岸改修事業 4港 － 4港着手 4港継続

港湾機能回復支援事業

（被災した港湾運送事業者などの施設復旧の促進）

港湾立地企業支援事業

（企業が所有する岸壁や護岸などの復旧支援）

三港一体化の推進

（仙台塩釜港，石巻港，松島港の港湾機能の一体化）

再掲66 仙台港背後地土地区画整理事業 1箇所 258ha 換地処分 －

③国際空港の利便性の向上と拠点化の推進

仙台空港アクセス鉄道利用促進事業 PR活動等

（仙台空港本格再開にあわせたPR活動など） の推進

113 仙台空港アクセス鉄道経営安定化支援事業 1箇所 － 経営安定化支援 経営安定化支援

114 仙台空港の整備促進 1箇所 － 整備促進 整備促進

仙台空港利用促進事業 PR活動等の PR活動等の

（仙台空港復旧のPRや旅行需要喚起のためのイ

ベント開催など）
推進 推進

施策２：地域の発展を支える核となる社会資本整備の推進

①広域道路網の整備

道路改築事業

（地域高規格道路の整備）

117 国道などの整備促進（国） 県内一円 － 整備促進 整備促進

②離島の振興を牽引する基盤施設の整備

離島振興事業

（大島架橋や島内道路の整備）

③産業集積を促進するための基盤施設の整備

中坪・荷揚堲地区整備事業

（新規企業進出のための誘致候補地までの交通
アクセス改善）

施策３：地域間連携強化対策の推進

①県際道路及び郡界道路の整備推進

再掲 道路改築事業

69 （県際道路・郡界道路の整備）

施策４：地域資源の活用による社会資本整備の推進

①観光産業の復興支援

再掲115 仙台空港利用促進事業 1箇所 － PR活動等の推進 PR活動等の推進

再掲 公共土木施設災害復旧事業（港湾）

3 （フェリー発着堲となる仙台塩釜港の早期復旧）

②県産品等の利用促進による県内産業復興支援
120 「宮城県グリーン製品」の利用推進 県内一円 － 利用推進 利用推進

121 「みやぎ版住宅」の推進 県内一円 － － －

③歴史的土木遺産を活用した復興支援

再掲

8

みやぎの湖沼めぐり

（化女沼・伊豆沼／内沼・蕪栗沼の見所や現地までの案内紹介）

1港 －

7箇所 17.3km 5箇所着手 1箇所完了

118 4箇所 4.4km 架橋工事着手 整備推進

116 １路線 13.5km Ⅱ期工事着手 整備推進

115

1箇所 － －

1箇所 －

111 3港 －

2港着手 事業完了

1港 － 1港完了 －

3港一体化 －

107

109

110

10港着手 10港継続

2港 － 2港着手 事業完了

2港 －

10港 －

－

4箇所完了

事業完了

－ 2路線着手高規格幹線道路の整備促進

実施内容
事業名番号

106 2港 －

2.3km

3箇所

4箇所 1箇所完了

整備促進スマートIC整備事業

－ －

復旧完了

122 県内一円 －

復旧工事着手

112

2港着手 2港継続

104

105

2路線

貞山運河の再生 1箇所 －

事業着手

仙台塩釜港の復旧完
了

－

119 1箇所 －


