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復旧・復興の進捗状況【平成26年8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89％

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69%
完成率 約37％

着⼿率 約93%
完成率 約79％

着⼿率 約92%
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18％

事業認可率 約82％
⼯事着⼯率 約50％

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79％
⼯事着⼿率 約45％
完 成 率 約11％

計画⼾数
（15,561⼾）

事業着⼿率：設計等に⼊るなど事業に着⼿した⼾数の割合
⼯事着⼿率：建築⼯事に着⼿した⼾数の割合

完 成 率：⼯事が完了したもの

50% 100%

50% 100%

50% 100%

※完成⼾数（1,751⼾）

●仙台塩釜港（仙台港区）コンテナ貨物取扱量

回復率 約98%

50% 100%

回復率：震災前(H22/2〜H22/4)に対して
現在(H26/2〜H26/4)のコンテナ取扱量(TEU)の割合

震災前（H22/２〜H22/4）
コンテナ貨物
取扱量
52,334TEU

現在
(H26/２〜H26/4)
51,304TEU※

※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（H22/５〜H22/7）
乗降客数（国際線）
63,762⼈

50% 100%

50% 100%

乗降客数（国内線）
658,098⼈

現在
(H26/５〜H26/7)
35,626⼈
回復率 約56%

779,621⼈
回復率 約119%

回復率：震災前(H22/5〜H22/7)に対して
現在(H26/5〜H26/7)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７⽉下旬〜９⽉中旬）

●7⽉21⽇
三陸沿岸道路
南三陸道路４号トンネル貫通式 開催
国交省が整備を進める三陸沿岸道路は、復興
のリーディングプロジェクトとして、加速的に整備が
進められています。このうち南三陸道路について、
今年4⽉の1号トンネル貫通に続き、4号トンネル
が貫通しました。

●8⽉2⽇
南三陸町災害公営住宅整備事業
名⾜・⼊⾕復興住宅竣⼯式典 開催
この度、南三陸町名⾜地区及び⼊⾕地区で整備を進めて
いた災害公営住宅が完成し竣⼯式が開催されました。
完成した住宅は、名⾜地区が⽊造⼀⼾建て５⼾と３階建
て集合住宅２棟３２⼾、⼊⾕地区が⽊造⼀⼾建て９⼾と
３階建て集合住宅２棟４２⼾で、８⽉１⽇から⼊居が始
まっています。南三陸町は8地区７７０⼾の災害公営住宅
を整備する計画で、そのうち１００⼾を⽊造⼀⼾建てとする
計画となっています。

▲詳しくはURLをご参照下さい。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-tihouken-
n/mokuzousaigai-ko.html

●7⽉23⽇
名取市下増⽥地区災害公営住宅建設
⼯事安全祈願祭・起⼯式 開催
平成２５年１０⽉に名取市が着⼿した下増
⽥地区防災集団移転促進事業に係る移転先
団地造成⼯事が進んだことから、災害公営住宅
の建設⼯事に着⼿されました。同地区には集合
住宅５０⼾、⼾建住宅１４⼾が建設される予
定です。
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▲詳しくはURLをご参照下さい。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/road/minamisanrikudouro4goutonneru.html

▲詳しくはURLをご参照下さい。
http://www.ur-
net.go.jp/press/miyafuku/h26/ur2014_pres
s_0715_shimomasuda.pdf

イメージ図

⼟⽊部 ⾓⽥次⻑

⼟⽊部 遠藤部⻑

名⾜地区集合住宅

⼊⾕地区⼾建住宅

貫通発破
式典の様⼦



●9⽉3⽇
多賀城市新⽥地区・鶴ヶ⾕地区
災害公営住宅建設⼯事合同起⼯式
多賀城市では532⼾の災害公営住宅を市内4ヶ所
に整備する予定となっています。このうち、新⽥地区の
RC造集合住宅３棟４８⼾と、鶴ヶ⾕地区のRC造
４棟２７４⼾が起⼯したことから起⼯式を開催しまし
た。

●8⽉9⽇
スリーエム仙台港パーク（仙台塩釜港
仙台港区中央公園）供⽤再開
スリーエム仙台港パークは震災の影響で利⽤で
きない状態となっていましたが、復旧⼯事が概ね
完了し、約３年５ヶ⽉ぶりにほぼ全ての施設の
供⽤を再開しました。
今年４⽉から供⽤を再開していたテニスコート
に加えて、今回、野球場や海の広場の供⽤を再
開することにより、皆様の憩いの場として仙台港
区に賑わいが戻ってくることを期待しています。

▲詳しくは下記URLをご参照下さい。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kouwan/h
obozenbu.html
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●8⽉6⽇
国道１０８号 花渕⼭バイパス
２号トンネル貫通式 開催
国道１０８号は、⽯巻市と秋⽥県由利本荘市を東⻄に
結ぶ広域幹線道路であり、沿線の産業経済活動や観光振
興など地域間の交流を⽀える重要な路線です。
この度、花渕⼭バイパス2号トンネルが貫通し、貫通式には
関係者約１７０名が出席されました。
※花渕⼭バイパス
国道108号の鳴⼦ダムの荒雄湖周辺区間は、道路幅員が狭く、道路形状も
悪いことなどから、県では鳴⼦ダム⻄側に新たにバイパスを計画し、昭和６３年
度に「花渕⼭バイパス」を計画し事業に着⼿。しかし、複雑な地形や地質構造を
有する厳しい条件の中で、⻑⼤トンネルや橋梁等の⼤規模構造物が連続する
極めて⾼度な技術的知⾒が求められる⼯事であったため、平成２１年度より
「国直轄権限代⾏事業」として、国⼟交通省が整備を進めてきました。

▲詳しくはURLをご参照下さい。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/road/hanabuchiya
mabaipasu-2goutonnerukantsuu.html

▲詳しくは下記URLをご覧下さい。
https://www.city.tagajo.miyagi.jp/tosi/zyuut
aku/to-zy-saigaikouei.html

●9⽉１０⽇
宮城県道路メンテナンス会議
橋梁点検現地研修会 開催
道路インフラの予防保全、⽼朽化対策の取り組みに
対する体制強化を図るため、今年６⽉に宮城県内の
各道路管理者からなる「宮城県道路メンテナンス会議」
を設⽴したところですが、今回は、⼀般国道４号名取

▲詳しくは下記URLをご覧下さい。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/road/nato
rioohasi-douromentenansukaigi.html

テープカット貫通点通り初め

⼤橋で橋梁点検現
地研修会を開催し、
宮城県内の各道路
管理者の知識向上
を図り、道路定期点
検に対する理解を深
めました。

橋梁下部の確認



（H26.9.30 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/

▲詳しくは県防災砂防課HPをご参照下さい。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sabomizusi/
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■エバー航空「仙台－台北線」増便運航します
エバー航空による「仙台－台北線」が、これまでの週2
往復（⽊・⽇）運航から週4往復（⽔・⽊・⼟・⽇）運
航に拡⼤されます。
期間：平成２６年１１⽉８⽇（⼟）から

平成２７年３⽉2８⽇（⼟）まで
運航ダイヤ

台湾がますます⾝近になるので、是⾮ご利⽤下さい。

⼟⽊部からのお知らせ

▲詳しくは下記URLをご参照下さい。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kasen/ki-
teizan-sakura.html

▲仙台空港定期路線の運航状況については
下記URLをご参照下さい。

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kurin/2014040
1unkoujyoukyou.html

■⼟砂災害に備えましょう
近年全国的に記録的な⼤⾬が頻発し、それにともなう⼟砂災害が多発しています。県では、県⺠の皆様に⼟砂災
害警戒区域と危険箇所を公表するとともに、⼟砂災害警戒情報のメール配信システムを下記のとおり提供しておりま
すのでご活⽤下さい。
●⼟砂災害危険箇所図の公表
県内のどこに⼟砂災害危険箇
所があるのかを知っていただくため
に、⼟砂災害危険箇所を公表し
ています。

●⼟砂災害警戒メール配信
⼤⾬で⼟砂災害の危険性が⾼まった際に、県と仙
台管区気象台が共同で⼟砂災害警戒情報を発表
します。システムにメールをご登録いただくと、「⼤⾬警
報・注意報」や「⼟砂災害警戒情報」が適宜配信さ
れます。

http://www.dobokugis.pref.miyagi.jp/
※システム閲覧には、PCをご活⽤下さい。
また、JAVAをインストールする必要があります

広島市での⼟砂災害を受けて
平成２６年８⽉２０⽇に広島市で発⽣した⼟砂災害を受けて、県防災砂防課では、市町村が迅速かつ適切に
避難勧告等を発令できるよう、⼟砂災害警戒情報の発令時に各市町村に対して危険度情報の提供を始めました。
今後の取組
県内には、8,482箇所の⼟砂災害危険箇所があります。県としては、当⾯はこれらの危険箇所のうち、⼈家等が多
く災害の影響の⼤きい箇所から、地元市町村と調整を図りながら⼟砂災害警戒区域等の指定を⾏っていく予定です。

※配信登録は下記アドレス（→QRコードから
も取得可能）へ空メールを送信して下さい。
touroku@doshasaigai.pref.miyagi.jp
なお、携帯電話でも受信できます。

イメージ図

サンプル

仙台空港 台北・桃園空港

１６：１５ → １９：３０

台北・桃園空港 仙台空港

１０：１５ → １４：１５

■貞⼭運河群復興へのご⽀援を募集中
県河川課では、「貞⼭運河再⽣・復興ビジョン」に掲
げる取り組みの⼀つとして、運河群沿いに復興と鎮魂の
シンボルとして官⺠連携で桜の苗⽊を植樹し、新たな
景観を創出しようと考えています。このため、次のことに
ついて募集しています。皆さんからの温かいご⽀援をお
待ちしております。
（1）桜植樹ボランティア
（2）植樹した桜の育成や管理にご協⼒いただく

桜回廊サポーター
（3）寄附⾦
（4）苗⽊や資機材の寄附


