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・復旧・復興事業の進捗状況 
 【平成26年6月末現在】 

・復興トピックス 

・災害公営住宅の整備について 

contents 

復旧・復興の進捗状況【平成26年6月末現在】 

●災害復旧工事の進捗状況 ●復興まちづくり事業の進捗状況 

道路・橋梁施設 
（1,546箇所） 

河川施設 
（274箇所） 

海岸保全施設 
（74施設） 

港湾施設 
（292箇所） 

下水道施設 
（121箇所） 

砂防・地滑・ 
急傾斜施設 
（8施設） 

公共土木 
施設全体 

（2,322箇所） 

着手率 約97% 
完成率 約88％ 

着手率 約95% 
完成率 約77％ 

着手率 100% 
完成率 100％ 

着手率 100% 
完成率 100％ 

着手率 約68% 
完成率 約35％ 

着手率 約93% 
完成率 約78％ 

着手率 約88% 
完成率 約5％ 

50% 100% 

50% 100% 

防災集団移転促進事業 
（12市町195地区で計画） 

造成工事着手率 約97％ 
住宅建築可能率 約15％ 

事業認可率 約82％ 
工事着工率 約35％ 

事業認可率   約67％ 
工事着工率     50％ 

土地区画整理事業 
（10市町34地区で計画） 

津波復興拠点整備事業 
（8市町12地区で計画） 

●災害公営住宅の整備状況 

   着手率：工事請負契約を締結したもの 
 

   完成率：工事が完了したもの 

  

   造成工事着手率：工事請負契約の締結などが完了した地区数の割合 
 

   住宅建築可能率：造成工事が完了するなど住宅等建築工事が可能となった地区の割合 
  

     事業認可率  ：事業計画が知事の認可を受けた地区数の割合 
 

     工事着工率  ：施工業者が事業用地内の工事に着手した地区の割合 
 

事業着手率  約80％ 
工事着手率  約45％ 
完  成  率  約 ９％ 

計画戸数 
（15,000戸） 

      

   事業着手率：設計等に入るなど事業に着手した戸数の割合 
   
  

   工事着手率：建築工事に着手した戸数の割合 
 

   完  成  率：工事が完了したもの 
 

50% 100% 

50% 100% 

50% 100% 

※完成戸数（1,351戸） 

●仙台塩釜港（仙台港区）コンテナ貨物取扱量 

回復率 約94% 

50% 100% 

   回復率：震災前(H22/1～H22/3)に対して 
         現在(H26/1～H26/3)のコンテナ取扱量(TEU)の割合 
 

震災前（H22/1～H22/3） 
 

コンテナ貨物 
取扱量 
 52,807TEU 

 

現在 
(H26/1～H26/3) 
 

 49,489TEU※ 

 ※TEUとは２０ﾌｨｰﾄｺﾝﾃﾅ１個分相当を示す単位 

●仙台空港乗降客数の状況 

震災前（H22/3～H22/5） 
 

乗降客数（国際線） 
 63,104人 

50% 100% 

50% 100% 

乗降客数（国内線） 
 645,166人 

現在 
(H26/3～H26/5) 
 38,301人 

回復率 約61% 

 739,802人 

回復率 約115% 

   回復率：震災前(H22/3～H22/5)に対して 
         現在(H26/3～H26/5)の仙台空港乗降客数の比率 
 

▲宮城県では、毎月復興の進捗状況を取りまとめて公表しています。 
  詳しくは下記URL又はQRコードを参照願います。 
 ・震災復興・企画部震災復興政策課ホームページ「復興の進捗状況」 
  http://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/shintyoku.html  
 ・土木部土木総務課ホームページ「東日本大震災からの復旧・復興事業の進捗状況 」 
  http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/dobokusom/doboku-sintyoku-press.html 
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復興トピックス（平成２６年５月下旬～７月下旬） 

●5月31日 
長沼ダム竣工式 開催 
 

 事業着手から４３年の大プロジェ
クトの完成を記念して、長沼フートピ
ア公園で竣工式が開催されました。
当日は、地元地権者の皆様や県選
出国会議員、県議会議員の方々
をはじめ、事業にご尽力いただいた
多くの関係者の皆様に出席を賜りま
した。 

村田ＩＣ

北上大橋 

皿貝川 
北上運河 

砂押川 

五間堀川 

▲詳しくは県河川課又は登米地域事務所ホームページをご覧下さい。 
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/dam-naganuma.html 
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-tmdbk/h26naganumadamusyunnkousiki.html   

式典の様子 

●6月10日 
東北地方整備局及び宮城県により宮城県
道路メンテナンス会議を設立 
 

設立に当たっては、県内の各道路管理者（国土
交通省東北地方整備局・県・県内各市町村・東
日本高速道路株式会社・宮城県道路公社）が
設立趣意に賛同し、構成機関として参加することに
なりました。 
今後は、県内の各道路管理者が本会議を通じて、
道路メンテナンスに関する情報共有、関係者の意
見調整、道路利用者等を対象とした広報などの取
り組みを推進していきます。 

▲詳しくは土木部道路課ホームページをご覧下さい。 
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/road/douro
mentenansukaigi.html  

災害復旧工事の本格着工に合わせて各地で安
全祈願祭を開催 
 

●6月13日 
新北上大橋橋梁災害復旧工事安全祈願祭 
津波により一部落橋した北上大橋は、仮設橋の供用によ
り早期に通行を確保していましたがこの度本復旧工事の
着手しました。復興の架け橋となるよう鋭意工事を進めて
参ります。 

●6月16日 
五間堀川安全祈願祭 
 災害復旧工事の施工
会社7者の共催で、安全
祈願祭が実施されました。 

●6月19日 
北上運河河川災害復旧工事安全祈願祭 
 安全祈願祭には、関係者等２０名が参列し
て神事が執り行われました。 

●6月19日 
砂押川安全祈願祭 
 関係者等約６０名が
参加して神事が執り行わ
れました。 

●7月2日 
皿貝川河川災害復旧工事
安全祈願祭 
 河北地域の一日も早い復
興を祈念し、安全祈願祭を
開催しました。 

●5月31日 
千年希望の丘植樹祭２０１４ 開催 
 

 「千年先の子どもたちへ10万本の植樹」を目
指して、国内最大級の植樹祭が岩沼市の主催
で開催されました。当日は7,000名のボランティ
アスタッフが集まり、約７万本の木々が植えられ
ました。 

▲詳しくは下記URLをご覧下さい。 
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/snd-
doboku/gokenborisaigai.html  

災害復旧工事の本格着工に合わせて各
地で安全祈願祭を開催 
 

●6月13日 
新北上大橋橋梁災害復旧工事安全祈願祭 
 津波により一部落橋した北上大橋は、仮設橋
の供用により早期に通行を確保していましたが、
本格着工にあたり復興の架け橋となるよう鋭意
工事を進めて参ります。 

●6月27日 
仙台空港特定運営事業等募集要項 公表 
 

 県では仙台空港のさらなる発展と周辺地域の活性化を目指
して「仙台空港民営化」へ向けた取組を進めておりますが、県
空港臨空地域課では、空港運営権者の選定手続開始にあ
たり、空港ビル等の譲渡に関する確認手続を行うほか、国の選
定審査委員会の委員として、運営権者選定手続に携わって
います。この度、確認手続の要領を正式に公表し、公募手続
を開始したものです。 

これまでの経緯と今後のスケジュール 
平成24年10月   仙台空港の経営改革に関する宮城県基本方針策定 
平成25年 3月  仙台空港及び周辺地域の将来像策定 
        5月  仙台空港600万人5万トン実現サポーター会議設置 
        6月  民活空港運営法成立※ 
            ※民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 

      10月  国基本方針公表※ 
            ※民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本方針 

平成26年 4月  仙台空港特定運営事業等実施方針公表 
        6月  国募集要項、県確認要領公表 
  6月～12月  県確認手続 
12月～平成27年8月 国選定手続 
平成27年 8月  優先交渉権者の選定 
        11月  運営権設定、実施契約の締結 
平成28年 3月  空港運営事業開始 

▲選定手続きに関しては県空港臨空地域課のホームページをご覧下
さい。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kurin/  

●6月8日 
国営みちのく杜の湖畔公園の全園開園式 開催 
 

 国営みちのく杜の湖畔公園は、東北唯一の国営公園として
平成元年８月に南地区の一部（約６２ha）を開園して以
降、多くの方に親しまれてきました。 

この度「里山地区」（森と
環境のゾーン）の整備
（地域交流館「小野分
校」、「森の学校」等）が
完了したことから 、 ３３
年間にわたる全ての事業
が終了し、全園開園式が
開催されました。 

平成24年10月  
平成25年 3月 
        5月 
        6月 

          
      10月 

 
平成26年 4月 
        6月 
  6月～12月 

12月～平成27年 8月 
平成27年 8月 
        11月 
平成28年 3月 

仙台空港の経営改革に関する宮城県基本方針策定 
仙台空港及び周辺地域の将来像策定 
仙台空港600万人5万トン実現サポーター会議設置 
民活空港運営法成立※ 
 ※民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 

国基本方針公表※ 
 ※民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本方針 

仙台空港特定運営事業等実施方針公表 
国募集要項、県確認要領公表 
県確認手続 
国選定手続 
優先交渉権者の選定 
運営権設定、実施契約の締結 
空港運営事業開始 

これまでの経緯と今後のスケジュール 
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●4月30日 
東日本大震災による県管理道路の通行止め 
すべて解除 
 

 東日本大震災により全面通行止めとなっていた一般
県道牡鹿半島公園線（コバルトライン・大原跨道橋
から山鳥規制ゲートまでの延長約11㎞）が、平成26
年4月30日午後1時をもって全面通行止めを解除し
ました。これにより、震災による県管理道路の通行止め
はすべてが解除されました。 

▲詳しくは記者発表資料をご覧下さい。  
http://www.pref.miyagi.jp/release/ho20140424-
7.html   

仙台空港 那覇空港 

 ９：１０ → １２：０５ 

那覇空港 仙台空港 

 １８：２０ → ２１：００ 

▲詳しくは記者発表資料をご覧下さい。 
http://www.pref.miyagi.jp/release/ho20140
410-4.html   

●5月22日 
仙台塩釜港 外貿定期コンテナ航路
(韓国航路)  増便 
 

 新たに仙台塩釜港（仙台港区）韓国の
釜山港、釜山新港を結ぶ航路が増便するこ
とになりました。 
 この航路の就航で、外貿コンテナ定期航路
は、北米航路(１航路週１便)、中国／韓
国航路(３航路週３便)及び韓国航路(１
航路週１便)とあわせて６航路週６便となり
ました。 
 今年度の新規航路の就航は、4月18日に
就航した韓国航路に次ぎ２航路目です。 

(一)牡鹿半島公園線 
工事完成状況  
（石巻市新山浜地内） 

●5月16日 
第4回復興道路会議 ～宮城県～ 開催 
 

 本会議は、震災からの復興に向けたリーディングプロ
ジェクトとなる復興道路の早期完成を図るため、国・
県・市町村・関係機関の連携による課題解決を目的
に定期的に開催されています。第４回会議では、復
興道路・復興支援道路の整備進捗状況や、地域復
興の加速化へ向けた取り組みについて情報共有がなさ
れました。 

▲詳しくは土木部道路課ホームページをご覧下さい。  
http://www.pref.miyagi.jp/tesuttesuttesuttesut.ht
ml   

【参考】運航ダイヤ（１日１往復） 

●4月16日 
岩沼市災害公営住宅建設工事起工式 開催 
 

 岩沼市では、被災６集落と旧市営住宅等の被災者に住
居を提供するため、防災集団移転促進事業により造成する
玉浦西地区（玉浦西地区４．１３ha）と、隣接する区
画整理事業地内の三軒茶屋西地区（ ０．４ha）に災
害公営住宅を合計２１０戸（玉浦西地区１７８戸、三
軒茶屋西地区３２戸）建設予定しております。なお、今年
の１０月には一部入居開始予定となっております。 

新規韓国航路就航第１船 

被災後 

完成状況 

●6月25日 
ハワイアン航空「仙台―ホノルル線」
就航１周年 
 

 「仙台―ホノルル線」が就航１周年を迎
えることを記念し、仙台空港において記念イ
ベントが実施されました。当日は、出発便の
搭乗客全員にハワイアン航空オリジナルブラ
ンドグッズがプレゼントされたほか、ホノルルま
での往復チケットなどが当たる抽選会が開
催されました。 

▲詳しくは下記URLをご覧下さい。 
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kuri
n/20140625hawaiianair.html  

●6月29日 
三陸沿岸道路気仙沼道路（仮称） 
気仙沼湾横断橋着工式 開催 
 

 三陸沿岸道路気仙沼道路の一部である気仙沼
湾横断橋は、三陸縦貫自動車道を象徴する大規
模な土木構造物であり、今後、気仙沼地域の復
興のシンボルとして地域産業や観光の振興などにも
大きく寄与するものと期待されます。 

▲詳しくは道路課ホームページをご覧下さい。 
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/road/kesennu
mawanoudankyouchakkousiki.html  

●7月16日 
宮城県建設工事表彰式・ 
        事故防止対策推進大会 開催 
 

 宮城県建設工事表彰式は、県が発注した工事のうち
優良な工事を施工した施工業者及び安全管理に対す
る取組が優良であった現場代理人を表彰するもので、
今年度は、９５社、９７名が受賞されました。 

▲詳しくは下記URLをご覧下さい。 
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/snd-
doboku/gokenborisaigai.html  

●6月27日 
仙台空港特定運営事業等募集要項 公表 
 

 県では仙台空港のさらなる発展と周辺地域の活性化を目指して
「仙台空港民営化」へ向けた取組を進めておりますが、県空港臨空
地域課では、空港運営権者の選定手続開始にあたり、空港ビル等
の譲渡に関する確認手続を行うほか、国の選定審査委員会の委
員として、運営権者選定手続に携わっています。 
この度、確認手続の要領を正式に公表し、公募手続を開始したも
のです。 

これまでの経緯と今後のスケジュール 
平成24年10月   仙台空港の経営改革に関する宮城県基本方針策定 
平成25年 3月  仙台空港及び周辺地域の将来像策定 
        5月  仙台空港600万人5万トン実現サポーター会議設置 
        6月  民活空港運営法成立※ 
            ※民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 

      10月  国基本方針公表※ 
            ※民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する基本方針 

平成26年 4月  仙台空港特定運営事業等実施方針公表 
        6月  国募集要項、県確認要領公表 
      12月  ３者以上の候補者を選定 
12月～平成27年8月 国審査 
平成27年 8月  優先交渉権者の選定 
        11月  運営権設定、実施契約の締結 
平成28年 3月  空港運営事業開始 

▲選定手続きに関しては県空港臨空地域課のホームページをご覧下さい。 
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kurin/  

●6月25日 
ハワイアン航空「仙台―ホノルル線」就航１周年 
 

 「仙台―ホノルル線」が就航１周年を迎えることを記念し、仙台空港において記念イベン
トが実施されました。当日は、出発便の搭乗客全員にハワイアン航空オリジナルブランドグッ
ズがプレゼントされたほか、ホノルルまでの往復チケットなどが当たる抽選会が開催されました。 

▲詳しくは下記URLをご覧下さい。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kurin/20140625hawaiianair.html  

●6月28日 
塩竈市浦戸地区災害公営住宅安全 
                           祈願祭・着工式 開催 
 

 塩竈市浦戸諸島では、野々島、桂島、寒風沢島、
朴島で合計45戸の災害公営住宅の建設が予定され
ておりますが、今年度内に工事完了を目指して鋭意工
事を進めています。 

●7月23日 
名取市下増田地区災害公営住宅起工式 開催 
 

 名取市下増田地区では、防災集団移転促進事業
による移転団地内に92戸の災害公営住宅が建設予
定となっておりますが、名取市では初の工事着手となり
起工式が開催されました。木造42戸については、今年
度内の入居を目指して整備を進めています。 

４地区の区長の皆様に完成予想図が手渡される 

佐々木市長（右）とＵＲ都市機構宮城福島震災
復興支援の稲垣満宏本部長による鍬入れの様子 
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復興実感年 

復 興 だ よ り 
第15号（平成２６年5月30
日 発 行 ） 

第15
号 

▲詳しくは下記URL又はQRコードをご覧下さい。http://www.pref.miyagi.jp/site/ej-earthquake/seibiplan.html  

（H26.7.30 作成） 

○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  
 TEL：022-211-3108 
 E-mail：dobokgk1@pref.miyagi.jp  
 H P：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/dobokusom/   

登米市迫南元丁地区木造災害公営住宅 完成 
現在、登米市では６０戸の災害公営住宅を建設予定
としておりますがこのうち１０戸が５月に完成しました。 

民間企業等職務経験者土木職を募集します。 

▲詳しくは下記URL又はQRコードを参照願います。 
http://www.pref.miyagi.jp/site/saiyou/    

民間企業等で培った技術的な知識・経験を県行政に活かし、想像力と意欲にあふれた即戦力と
して活躍できる人材を求めています～ 
 

■試験の職種・採用予定人数：土木職・１０人程度 
■職務内容：道路、河川、海岸等の事業に係る計画、設計、積算、 
         施工管理等及びそれらに付随する事務全般に従事します。 
■受験資格：次の１）及び２）の要件を全て満たす人 
 １）昭和３０年４月２日以降に生まれた者 
 ２）直近７年（平成１９年８月１日から平成２６年７月３１日まで） 
    中に５年以上、道路、河川、海岸、ダム、港湾等の土木工事の計 
    画、設計、積算又は施工管理の職務経験を有する者 
■申込受付期間：平成２６年８月８日（金）から８月２９日（金）まで。 
  宮城県関連施設で配布している受験申込書を郵送又は持参で申し込むこと。 

災害公営住宅の整備について 

亘理町荒浜地区災害公営住宅の整備状況 
足場が外れて塗装した外壁が見えてきました。現
在、主に建物の内装工事を行っています。 

●石巻市新蛇田地区 
 土地区画整理事業の整備状況 
 

盛土工事が進められており、工事が完了した部
分から順次住宅建設が進められる予定です。 

●山元町新山下駅周辺地区 
 津波復興拠点事業の整備状況 
 

第１次試験 第２次試験 

９月２１日（日） １１月上旬 

■試験 実施時期 実施時期 

●整備計画の見直しについて（平成26年7月18日現在） 
 

 平成２３年１２月に策定した「宮城県復興住宅計画」では、全ての災害公営住宅を平成２７年度末までに完
成させることを目標としていましたが、造成工事に時間を要したことなどから平成２９年度末となります。 
 県全体の計画戸数は１５，５６１戸で、平成２７年度末までに完成する戸数は１１，５５５戸（全体計
画の約７４％）となり、平成２８年度以降に完成する戸数は３，８００戸（全体計画の約２４％）となります。
平成２８年度中の完成戸数は２，７４１戸、平成２９年度中の完成戸数は１，０５９戸となります。（石巻
市が計画している４，０００戸のうち、２０６戸は、整備スケジュールを調整中） 
 今後は、整備スケジュールに遅れが出ないよう、また、一日も早い災害公営住宅の全戸完成を目指し、各市町とと
もに整備を推進してまいります。 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 石巻市検討中 計

完成戸数 50戸 1,301戸 5,324戸 4,880戸 2,741戸 1,059戸 (206戸) 15,561戸

累計 1,351戸 6,675戸 11,555戸 14,296戸 15,355戸 15,561戸

％ 0.3% 8.7% 42.9% 74.3% 91.9% 98.7% 100.0%

▲詳しくは県復興住宅整備室のホームページをご覧下さい。 
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/seibikeikaku-minaoshi.html    

●災害公営住宅 現場リポート！ 

●整備状況について 
 

 県内の災害公営住宅の整備状況について、市
町村の地区別にまとめて、毎月公表しています。 
 平成26年6月末時点で21市町、216地区、
11,947戸において事業着手しています。事業着
手している災害公営住宅のうち、20市町、123
地区、6,673戸について着工し、10市町、28地
区、1,361戸については工事が完了しました。 

市町別整備計画 
サンプル 

設計着手 工事着手 うち工事完了 入居開始

市町数 21市町 20市町 10市町 10市町

地区数 216地区 123地区 28地区 27地区

戸数 11,947戸 6,673戸 1,361戸 1,353戸
( 77% ) ( 43% ) ( 9% ) ( 9% )

登米市迫南元丁地区木造災害公営住宅 完成 
現在、登米市では６０戸の災害公営住宅を建設予定
としておりますがこのうち１０戸が５月に完成しました。 

平屋建 二階建 

亘理町荒浜地区災害公営住宅の整備状況 
足場が外れて塗装した外壁が見えてきました。現
在、主に建物の内装工事を行っています。 

●災害公営住宅 現場リポート！ 

▲詳しくは下記URL又はQRコードをご覧下さい。 
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukujuu/  

（H26.7.30 作成） 

○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  
 TEL：022-211-3108 
 E-mail：dobokgk1@pref.miyagi.jp  
 H P：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/dobokusom/   

●整備状況について 
県内の災害公営住宅の
整備状況について、市町
村の地区別にまとめて、毎
月公表しています。 

サンプル 

 なお、各地区・団地の位置などの情報を復興住宅整備室のホームページに掲載しています。 

設計着手 工事着手 うち工事完了 入居開始

市町数 21市町 20市町 10市町 10市町

地区数 216地区 123地区 28地区 27地区

戸数 11,947戸 6,673戸 1,361戸 1,353戸
( 77% ) ( 43% ) ( 9% ) ( 9% )

(  )内は、平成２６年７月１８日に更新した計画戸数に基づいた進捗率を示している。 
 

災害公営住宅整備の進捗状況【平成２６年６月末現在】 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 石巻市検討中 計

完成戸数 50戸 1,301戸 5,324戸 4,880戸 2,741戸 1,059戸 (206戸) 15,561戸

累計 1,351戸 6,675戸 11,555戸 14,296戸 15,355戸 15,561戸

％ 0.3% 8.7% 42.9% 74.3% 91.9% 98.7% 100.0%

年度別の完成予定戸数 

亘理町荒浜地区災害公営住宅 
 足場が外れて塗装した外壁が見
えてきました。現在、主に建物の内
装工事を行っています。 
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