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復興実感年

・復旧・復興事業の進捗状況
【平成26年10月末現在】
・復興トピックス
・仙台港背後地土地区画整理
事業 竣工式

復興の花を 咲かせよう

復旧・復興の進捗状況【平成26年1０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
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道路・橋梁施設
（1,546箇所）

着手率 約97%
完成率 約91％

防災集団移転促進事業
（12市町196地区で計画）

造成工事着手率 約99％
住宅建築可能率 約21％

河川施設

着手率 約96%
完成率 約77％

土地区画整理事業

事業認可率 約82％
工事着工率 約68％

（274箇所）

着手率 約93%
完成率 約7％

海岸保全施設
（74施設）

（10市町34地区で計画）

事業認可率
工事着工率

津波復興拠点整備事業
（8市町12地区で計画）
50%

着手率 約71%
完成率 約38％

港湾施設
（292箇所）

100%

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

（121箇所）

着手率 100%
完成率 100％

砂防・地滑・
急傾斜施設

着手率 100%
完成率 100％

下水道施設

（8施設）

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

●災害公営住宅の整備状況
50%

100%

計画戸数
公共土木
施設全体
（2,322箇所）

約67％
約58％

着手率 約94%
完成率 約80％
50%

（15,524戸）
※完成戸数（2,014戸）

事業着手率
工事着手率
完 成 率

約81％
約52％
約13％

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

100%

工事着手率：建築工事に着手した戸数の割合

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

完成率：工事が完了したもの

●仙台塩釜港（仙台港区）コンテナ貨物取扱量

震災前（H22/7～H22/9）

震災前（H22/5～H22/7）
コンテナ貨物
取扱量
56,340TEU

50%

●仙台空港乗降客数の状況

100%

現在
(H26/5～H26/7)
55,229.5TEU※
回復率 約98%

回復率：震災前(H22/5～H22/7)に対して
現在(H26/5～H26/7)のコンテナ取扱量(TEU)の割合

50%

100%

現在
(H26/7～H26/9)
38,979人

乗降客数（国際線）
76,772人

回復率 約51%

乗降客数（国内線）

844,415人
回復率 約117%

720,231人
50%

100%

回復率：震災前(H22/7～H22/9)に対して
現在(H26/7～H26/9)の仙台空港乗降客数の比率

※TEUとは20ﾌｨｰﾄｺﾝﾃﾅ１個分相当を示す単位

▲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９月下旬～１１月中旬）
●復興のシンボル「大島架橋事業」の進捗状況

～トンネル貫通、本体工事の現地着工

■9月25日 （仮称）磯草3号トンネル(乙姫１号トンネル※) 貫通
大島島内で掘削を進めてきた3基のトンネルのうち、（仮称）磯草3
号トンネルが貫通し貫通式を開催しました。大島架橋事業では、本土
側に2基、大島側に3基のトンネルを計画しておりますが、今回の貫通
で全てのトンネルが無事貫通したこととなります。
※施設名称は１１月１５日の本体工事着工式で披露されました。
施設名称が決定しました

気仙沼大島大橋
（愛称）鶴亀大橋

大島

乙姫３号トンネル
大島架橋事業区間
気仙沼市

乙姫２号トンネル
乙姫１号トンネル
浦島２号トンネル
浦島１号トンネル

■11月15日 大島架橋本体工事 着工
大島架橋本体工事については、平成２５年９月に工事契約
し、橋梁のアーチ部材を工場にて製作していましたが、この度現
地施工に着工することとなりました。着工式では、小野寺五典衆
議院議員や県、市議会議員及び地元住民など関係者約100
名が御出席のもと、鍬入れや施設名称の披露、また、大島小学
校児童による「大島架橋への想い」を題材とした作文が発表され
ました。

一般県道大島浪板線の愛称：気仙沼大島龍宮海道

今後とも、大島架橋事業の１日も早い完成に
向けて工事を推進してまいりますので、御理解と
御協力をお願いいたします。
▲詳しくは県気仙沼土木事務所HPをご覧下さい。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-doboku/o-digest.html

●10月18日-19日
「ソラ行け旅フェスタ２０１４」 開催 ✈

●10月8日
気仙沼都市計画事業
魚町・南町地区被災市街地復興土地区画
整理事業着工式 開催

仙台市内中心部商店街を会場に、仙台空港から
出発する「旅」を紹介するトラベルフェスティバル「ソラ行
け 旅 フ ェ ス タ ～ TRAVEL FESTA 2014 in
SENDAI～」を開催しました。
両日ともたくさんのお客様が来場され、世界各国や
航空会社、旅行会社のブースや民族舞踊・民族音楽
などのステージイベントで大変な賑わいとなりました。

市街地の中心部にある魚町と南町のあわせて11.3
ヘクタールの地区において、宅地のかさ上げ等により観
光の新拠点となる商業地化や、災害公営住宅と複合
施設が整備する予定となっており、事業全体は平成31
年度に完成する予定です。

完成予想図

▲詳しくはURLをご参照下さい。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kurin/soraikeh
oukoku-2014.html

▲詳しくは気仙沼市HPをご参照下さい。
http://www.city.kesennuma.lg.jp/www/contents
/1397808872416/index.html
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●10月20日
名取市閖上地区 被災市街地復興土地区
画整理事業 安全祈願祭・起工式 開催

●10月20日
多賀城市 津波復興拠点整備事業
安全祈願祭 開催

東日本大震災で壊滅的な津波被害を受けた名取
市閖上地区では、平成３０年度完成を目指して、被
災市街地復興土地区画整理事業を進めています。
５６．８haの地区内に災害公営住宅などを整備す
る予定となっています。

多賀城市八幡地区では、『減災都市 多賀城』の実
現と、産業復興を早期に実現するため、防災・減災拠
点、産業復興支援（製品供給回復支援、付加価値
提供）拠点及び地域経済・
菊地 多賀城市長
地域雇用牽引拠点となる津
波復興拠点整備事業を進め
ています。この度、拠点形成
の第一歩となる造成工事に
着手しました。

▲詳しくは名取市HPをご参照下さい。
http://www.city.natori.miyagi.jp/soshiki/shinsaifuk
ko/fukkokukaku

▲詳しくは多賀城市HPをご参照下さい。
http://www.city.tagajo.miyagi.jp/

●11月4日
新造コンテナ専用船「ヒュンガ ジャニース」就航
興亜海運株式会社所有の新造コンテナ専用船「ＨＥＵＮＧ－ＡＪＡＮＩＣ
Ｅ(ヒュンガ ジャニース)」（コンテナ積載能力１,００３ＴＥＵ）が就航し、仙
台塩釜港（仙台港区）に初入港しました。当船は、今年１０月に建造されたば
かりの最新の船体であり、取扱量の多い中国／韓国定期コンテナ航路に配船とな
ることから航路の安定化による仙台塩釜港の更なる活性化が期待されます。
▲航路の詳細は県港湾課HPをご参照下さい。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kouwan/containerrote.html

●11月13日
(主)中田栗駒線(福岡工区)開通式 開催

●11月14日
東矢本駅北地区 災害公営住宅第Ⅰ期入居式 開催

平成14年度より整備を進めてきました（主）中田
栗駒線福岡工区のうち、未供用となっていた0.5㎞区
間が供用開始しました。これにより、福岡工区が全線
供用（延長3.2㎞）となりました。

東松島市東矢本駅北地区被災市街地復興土地区
画整理事業地内では、災害公営住宅が３０７戸整備
予定であり、今回は、そのうち先行して47 戸が整備され
入居開始しました。
東矢本駅北地区は、公共
施設や医療施設、スー
パーなどの利便施設に近
接するとともに、ＪＲ仙石
線東矢本駅前に位置する
ため魅力的な新市街地と
して整備される予定です。

開通式

今回供用区間

▲詳しくは下記URLをご覧下さい。
http://www.pref.miyagi.jp/site/zimusyonozigyou
gaiyou/fukuokakouku-kyouyoukaisi.html

▲詳しくは東松島市HPをご覧下さい。
http://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp
/kakuka/fukkou/fukkou/syudaniten.html
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仙台港背後地土地区画整理事業 竣工
事業概要について
仙台港背後地（以下、背後地）は、東北唯一の国際拠点港
湾である仙台塩釜港（仙台港区）に隣接する地区であり事業の
効果東北地方の国際貿易・交流拠点として、また、仙台都市圏の
物流拠点、工業生産拠点としての機能を持つべき地区としてその
整備が望まれています。宮城県と仙台市では、背後地が東北地方
の発展を先導するための計画的な都市基盤整備を共同で行ってき
ました。（事業の概要、これまでの経過は右表のとおり）

■事業概要およびこれまでの経過

仙台港ICの開通

仙塩広域都市計画事業仙台港背後地土地区画整理事業

施工主体

事業期間

宮城県
約２５８．５ｈａ
（仙台市約２４８．７ｈａ、多賀城市約９．８ｈａ）
平成３年度～平成３１年度（清算期間５年含む）

総事業費

629億円

施工面積

平成 2年11月 都市計画決定（ 施行区域面積： ２５７．１ｈａ ）
平成 3年 4月 宮城県仙台港背後地土地区画整理事務所開所
平成 3年 7月 事業計画決定

発展し続けるエリア
背後地は事業の進捗に合わせて、多くの企 (参考)地区内建物数の推移
業に進出、様々な土地活用をして頂いていま
す 。 事 業 開 始 時 点 の 市 街 化 率
（土地活用面積／地区内宅地面積）は
約１３％程でしたが、平成２６年９月現
在では約８５％と大きく伸びています。
特に平成１９年からは、センター地区に大型の商業施設の出店が
相次ぎ、順調に市街化が図られてきました。
周辺地域の交通網としては、平成２４年１２月に仙台東部道
路「仙台港ＩＣ」が地区内に新設されるなど、仙台港北ICと合わせ
て自動車交通の利便性が格段に向上しました。また、民営化による
更なるサービス向上を目指している「仙台空港」へ背後地から２０
分でアクセス可能であることなど、陸・海・空の利便性に富んだ高いポ
テンシャルを活かしてこれからも発展し続けます。
地区内の復旧工事

事業名称

平成 4年 3月 第１回仙台港背後地土地区画整理審議会開催
平成 9年 2月 都市計画決定（ 施行区域面積：２５８．５ｈａ）
平成14年 2月 保留地公募開始
平成26年 6月 第6回事業計画変更
平成26年10月 換地処分の公告

土地利用計画図

東日本大震災では、事業の完工を迎えよう
としていた矢先に津波に見舞われ甚大な被害
を受けましたが、鋭意復旧を進め平成２５年
１０月には全て復旧しています。また、昨今、
地区内の高砂中央公園に仙台うみの杜水族
館の開館が決定するなど着実に復興が進んで
います。

【トピック】 竣工式を開催しました
土地区画整理事業の完結の節目となる換地処分が１０
月末に行われたことを記念し、平成２６年１１月１０日に
竣工式が夢メッセみやぎ会議棟大ホールで開催されました。
竣工式には、来賓として秋葉衆議院議員、中野参議院議
員、安藤宮城県議会議長や菊地多賀城市長、東北経済連
合会の高橋会長のほか、地権者の皆様や立地企業の皆様と
建設に関わった方々など、約３００名の方々に御出席いただ
きました。

（↑）
村井知事から
仙台港背後地土
地区画整理審議
会三浦会長
へ感謝状贈呈

▲詳しくは仙台港背後地土地区画整理事務所HPをご覧下さい。http://www.pref.miyagi.jp/site/sd-haigo-subsite/

○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/
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平成２６年１１月作成

