防災
５月 ２６日 ：津波防災シンポジウム開催
「歴史が伝える津波、歴史にしていく津
波」をテーマに平成２４年５月２６日に
県庁 2 階講堂にて開催しました。
参加者は、２５０名あまりに達し、関
心の深さが伺えました。

６月１日：「東日本大震災１年の記録」を公開
宮城県土木部では、東日本大震災について、公共土木施
設の被害状況や部内各機関の初動対応、さらには復旧・復
興状況などを取りまとめ、「東日本大震災の記録（宮城県
土木部版）」として保存し、その記憶を風化させることな
く今後の災害対策への活用を図ることとしています。

千葉工業大学
後藤 和久 上席研究員

全体

住宅・まちづくり

６ 月 ２ １ 日 ：「公共土木施設の復旧
工事の進捗状況」を公表！

５月２１日：第１回災害公営住宅公募型買取制度検討会を開催！

公共土木施設の復旧は平成２３年
４月２１日に公表した復旧・復興工
程表に基づいて進めておりますが、
この度、災害復旧工事の着手率(※）
として進捗状況を公開しました。

東北大学
越村 俊一教授

公共土木施設合計

三浦副知事挨拶

橋本土木部長挨拶

（詳しくは HP をご覧ください
http://www.pref.miyagi.jp/jigyokanri/daisinsaiki

金額ベース
着手率
約１８％

箇所ベース
着手率
約５８％

（復旧費：５３７６億円）

（被災箇所：２３５２箇所）

rokusi/indexjisinkirokusi.htm ）

民間事業者を活用した公募型の災害公営住宅買取制度について、
課題の整理や情報共有を図り、事業の実施手法を検討するため、
県、市町村及びＵＲ都市機構による検討会を開催しました。

６月 ８日 ：「第１回みやぎ復興住宅整備推進会議」開催！
住宅・まちづくりにかかわる関係者
の知恵を最大限に集結させ、住宅・ま
ちづくりに関する情報の交換・共有を
図り、県民の皆様と全国に対し情報発
信をしていきます。
（詳しくは HP をご覧ください：
http://www.pref.miyagi.jp/fukujuu/miyagisuishin_gai1.htm ）

道路・橋梁施設

パネル展（１）

パネル展（２）

（詳しくは HP をご覧下さい
http://www.pref.miyagi.jp/sabomizusi
/symposium/dobokubu-tsunami-h240526.
htm ）

６月２６日：災害公営住宅の整備状況

６月 １日：「東日本大震災 職員の証言（想い）」を公開
東日本大震災を経験した宮城県土木部の職員６１２人

金額ベース
着手率
約２６％

箇所ベース
着手率
約５７％

９市町、１９地区の１,６１７戸について事業着手しています。

の当時の体験談を、後生に語り継ぐとともに、今後の防災、
減災対策に教訓として活用していきます。今回公開する職

（復旧費：８４２億円）

員の証言が、皆様の災害対策の一助となれば幸いです。

金額ベース
着手率
約２％

箇所ベース
着手率
約６６％

（復旧費：３２１７億円）

（被災箇所：３５２箇所）

努力します。

仙台市

607戸

入居予定
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20戸
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100戸
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110戸
女川町
200戸
南三陸町
80戸
９市町
計
１９地区 1,617戸

河川・海岸施設

復興」をスローガンに、住民の皆
様に復興を肌で感じて頂くために

計画戸数

（被災箇所：１５６５箇所）

見える復興・見せる復興
土木部では「見える復興・見せる

市町名

港湾施設

H25
H25
H25
H26
H25
H25
H25

整備手法
直接建設・買い取り
直接建設（県委託）・
買い取り（ＵＲ）
買い取り（UR）
買い取り（UR）
直接建設（県委託）
直接建設（県委託）
直接建設（県委託）
買い取り（UR）
買い取り（UR）

６月２７日：気仙沼市と都市再生機構（UR）が協力協定を締結！

美しいふるさと新生宮城の発展に

気仙沼市と独立行政法人都市再生機構（UR）は、東日本大震災

向けてがんばるっちゃ！

金額ベース
着手率
約２０％

箇所ベース
着手率
約４０％

（復旧費：８８４億円）

（被災箇所：２９２箇所）

（詳しくは HP をご覧ください

の被災地域における復興まちづくりに関する覚書と協力協定を締
結しました。これにより、UR の支援を受け、鹿折地区及び南気仙

http://www.pref.miyagi.jp/jigyokanri/syokuinsyougen
/syokuinsyougen.htm ）

下水道施設

沼地区における市街地整備事業と気仙沼市の災害公営住宅建設が
推進されることになります。宮城県内では、７番目（塩竈市、東
松島市、女川町、南三陸町、石巻市、多賀城市）の協定締結とな

○記事に関する問い合わせ○
宮城県土木部土木総務課企画調整班
H P ：http://www.pref.miyagi.jp/dobokusom/
T E L ：022-211-3108 E - m a i l ： dobokgk1@pref.miyagi.jp
（H24.7.4 作成）

金額ベース
着手率
約９９％

箇所ベース
着手率
約９９％

（復旧費：４０２億円）

（被災箇所：１２１箇所）

※応急工事、本工事に着手した箇所の割合を箇
所ベースの着手率、予定工事費に対する割合を
金額ベースの着手率としています。

ります。

道路

河川・海岸

空港

５月２６日：「国道１１３号舘矢間バイパス」開通！

６月 ７日 ：「菖蒲田海岸災害復旧工事着工式」開催！

６月２１日：「仙台‐グアム線」の増便が発表されました！

午後５時３０分から丸森大橋の供用開始にあたり、国道１１３号舘矢
間バイパス開通式が開催され全線開通を祝いました。

本格的な災害復旧工事の着手にあたり、災害復旧工事着工式を執り行
いました。広域石巻圏内の復興に大きく寄与すると期待します。

ユナイテッド航空から、現在は週２往復（木・日）で運航中の「仙台
-グアム線」を、１０月１日（月）から週４往復（月・木・金・日）に
増便することが発表されました。

７月 ３０日 ：「仙台‐長春線」がいよいよ運航再開されます！
中国南方航空の「仙台-長春線」は、震災後、運休しておりましたが、
村井知事挨拶

開通式セレモニー

７月３０日（月）からは週２往復（月・金）で運航が再開されます。こ

太鼓演奏

鍬入れ式

れにより、仙台空港の定期路線は震災前と同じ路線数に回復することに
なります。

親柱
丸森大橋

その他：仙台・宮城の安心・安全と観光資源の魅力を東アジアに発信します！

親子三代渡り初め

丁張り

菖蒲田海岸

菖蒲田海岸工事計画

予 定 ：仙台松島道路の利便性が大きくＵＰします

仙台空港の東アジアからの利用を促進するため韓国、中国及び台湾か
らツアーモニター募集及びメディアを招聘し、その募集広告と実際に行

仙台松島道路（宮城県道路公社管理）において４車線化工事を進め
ておりますが、一部区間の４車線供用日と、この区間に整備中の春日

った旅のレポート・取材を通して仙台・宮城の安全・安心と観光資源の
秋田県

岩手県

魅力の PR をインターネットや旅行雑誌などの多様な媒体を利用し、情

パーキングエリア（愛称：むすび丸春日パーキングエリア）の供用開

報発信を行います。

始日が決まりました。
○供用区間

利府中ＩＣ～松島海岸ＩＣ

○供用施設

春日パーキングエリア（上下線）

山形県

仙台松島道路

告知：震災復興支援イベント「ソラへサッと りんくう復興フェスタ」を開催します！
本航空施設等の利用促進と本県の復興を後押しする本イベントです。
石巻港

○道路本線部供用開始：平成２４年７月１２日（木）６：００
○春日パーキングエリア供用開始：平成２４年８月８日（水）１２：００

仙台空港・仙台空港アクセス鉄道沿線地域の元気を体感してください。

菖蒲田海岸

○開催日時：平成２４年７月２８日（土）・２９日（日）午前１０時～午後４時まで

丸森大橋

福島県

土木部は、２８都道県・約１００名の
職員から応援を頂いております。

６月 ４日 ：「石巻港 災害復旧工事着工式」開催！

港湾

ました。広域石巻圏内の復興に大きく寄与すると期待します。

の要望活動を実施するため、地区要望を
集約し、大会決議を採択しました。宮城

若生副知事挨拶

県港湾協会が主催、国会議員や宮城県議
約４００名が一堂に会する熱気あふれる

航空券等が当たるスタンプラリー など
※スリムクラブ、ムーディ勝山など有名お笑い芸人が出演！お子様が遊べる常設イベントも！
（随時情報更新中：http://www.pref.miyagi.jp/kurin/event/index.html ）

本県港湾の早期復旧・復興を図るため

会議員の皆様をはじめ、港湾関係団体等

○開催内容：復興市、仙台空港に就航する土地のグルメ屋台出店、
ステージショー（キャラクターショーやお笑い芸人ライブ※）、

本格的な災害復旧工事の着手にあたり、災害復旧工事着工式を執り行い

６月 １日：「平成２４年度宮城県港湾復興大会」開催！

○開催場所：仙台空港ビル、美田園駅前広場、イオンモール名取

鍬入れ式

着工開始

６月２２日：「石巻港の復旧方法・復旧予定」を公表！
大会の様子

大会となりました。

事業概要、復旧行程、復旧イメージ、設計断面図をまとめた資料を公開
しました。
（詳しくは HP をご覧ください。http://www.pref.miyagi.jp/kouwan/ ）

そ の 他 ：平成２４年コンテナ貨物取扱量（１～４月速報）
平成２４年１月～４月のコンテナ貨物取扱量の速報値では、１月
は約１０,０００TEU、２月は約１２,０００TEU、３月は約１３,００
０TEU と４月は約１７,０００TEU と順調に回復しております。４月
単月では平成２２年比約９７％と震災前の水準まで迫っております。

７ 月 １ ７ 日 ： 「仙台国際貿易港整備利用促進協議会総会」開催予定
石巻港復旧計画

