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○復旧・復興事業の進捗状況
【令和３年２月末現在】
○復興トピックス
（令和２年１０月～令和３年３月）

復旧・復興の進捗状況【令和３年２⽉末現在】
●災害復旧⼯事の進捗状況
50%

●復興まちづくり事業の進捗状況
50%

100%

着⼿率 100%
完成率 約99％

道路・橋梁施設
（1,534箇所）

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100％
住宅建築可能率100％

着⼿率 100%
⼟地区画整理事業
完成率 約91％ （11市町35地区で計画）

⼯事着⼯率 100％
住宅建築可能率100％

海岸保全施設

着⼿率 100%
完成率 約84％

⼯事着⼯率 100％
住宅建築可能率 100％

港湾施設

着⼿率 100%
完成率 約93％

河川施設

（273箇所）

（73施設）

津波復興拠点整備事業
（8市町12地区で計画）
50%

（280箇所）

下⽔道施設

（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％

（8施設）

100%

造成⼯事着⼿率︓⼯事請負契約の締結等が完了した地区数の割合
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
住宅建築可能率︓造成⼯事が完了する等住宅等建築⼯事が可能となった地区の割合

●災害公営住宅の整備状況
50%

100%

計画⼾数

着⼿率 100%
完成率 100％

公園施設

（7施設）

⼯事着⼿率
完 成 率

（15,823⼾）

100％
100％

※完成⼾数（15,823⼾）
⼯事着⼿率︓建築⼯事に着⼿した⼾数の割合

公共⼟⽊
施設全体

（2,296箇所）

着⼿率 100%
完成率 約97％
50%

100%

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

●仙台塩釜港（仙台港区）コンテナ貨物取扱量
震災前
（H22/1〜H22/12） 50%
コンテナ貨物
取扱量
216,345TEU

100%

現在
(R2/1〜R2/12)
回復率
約125%

完

成

率︓⼯事が完了したもの

現在
(H31/1〜R1/12)

●仙台空港乗降客数の状況
震災前（H22/1〜H22/12）

50%

100%

乗降客数（国際線）
271,932⼈

393,043⼈
回復率
約145%

3,462,344⼈
回復率
約136%

乗降客数（国内線）
2,554,345⼈

50%

100%

回復率︓震災前(H22/1〜H22/12)に対して
現在(H31/1〜R1/12)の仙台空港乗降客数の⽐率

約 270,000TEU※
（速報値）

回復率︓震災前(H22/1〜H22/12)に対して
現在(R2/1〜R2/12)のコンテナ取扱量(TEU)の割合
※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，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コードをご参照願います。
・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（R2.10〜R2.12）

10

月

●１０⽉２９⽇
（主）相⾺亘理線（坂元⼯区） 開通

●10/3 新世紀公園 三本木パークゴルフ場 完成

(主)相馬亘理線（坂元工区）は，福島県新地町から宮城県山
元町坂元を結び，津波被害への防御・減災機能を併せ持つ，
高盛土道路として重要な役割を担う路線です。
今回の開通により，福島県の沿岸部と内陸部の国道６号を結
ぶ広域道路ネットワークが新たに形成され，地域間交流の促
進，産業や観光振興物流機能の強化等に寄与することが期待
されます。

●10/3 （一）高城停車場線 松島橋 開通
●10/5 （一）大島浪板線（東八幡～浪板工区）
供用開始
●10/8 リモートダム見学 開催

●10/25 PeachがLCC初となる「仙台－那覇線」 開設

●１１⽉１１⽇
優良建設関連業務及び建設関連業務
優秀技術者表彰式 開催

11

月 ●10/29 （主）相馬亘理線（坂元工区） 開通

優良建設関連業務及び建設関連業務優秀技術者表彰は，
各部局が発注した建設関連業務のうち，業務成績が特に優れ，
他の模範となる受注業者及び技術者を表彰するものです。

●11/5 古川工業高校 現場見学会
●11/11 優良建設関連業務及び建設関連業務
優秀技術者表彰式 開催

12

●11/21 三陸沿岸道路
（小泉海岸ＩＣ～本吉津谷ＩＣ） 開通
●12/11 仙南地域広域景観計画 公表

月 ●12/15,16,24 令和２年度 みやぎ建設産業

架け橋サロン 開催
●12/20 第１１回 復興加速化会議 開催
●12/24 Peach Aviation「仙台－名古屋（中部）線」
開設

●１２⽉２０⽇
第１１回 復興加速化会議 開催

●１２⽉１１⽇
仙南地域広域景観計画 公表

令和３年度に復興１０年目を迎える中，東北地方の真の復興
を加速化するための会議として位置付けられた「第１１回 復興
加速化会議」が１２月２０日に開催されました。
当日は，赤羽国土交通大臣をはじめ，岩手・宮城・福島県知
事，仙台市長が出席し，復興係数の継続や３．１１伝承ロード
等を議題として会議が行われました。

景観計画は，景観法に基づき，地域固有の資産である良好
な景観の形成を促進するため，景観行政団体である都道府県
や市区町村が策定する計画です。
県では，仙南地域の特徴的な広域景観に着目し，平成２９年
度から仙南地域２市７町と協働で検討を進めてきましたが，この
たび，令和２年１２月に
仙南地域広域景観計画
を策定しました。
計画策定後に景観行
政団体となった仙南市
町により，令和３年７月
より計画の運用が開始
されます。
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復興トピックス（R2.12〜R3.3）

12

月

●１２⽉２５⽇
（⼀）⼤衡仙台線 宮床⼯区 開通

●12/25 （一）大衡仙台線（宮床工区） 開通
●12/25 （仮称）新・土木建築行政推進計画
有識者検討会議（第３回） 開催

（一）大衡仙台線は，黒川郡大衡村を起点とし，仙台市の泉
パークタウンを縦断して，仙台市青葉区木町通に至る幹線道
路であり，本県の産業振興や物流機能を支え，また，国道４号
の代替機能も有する重要な路線です。
今回の供用により，県北圏域と仙台市を結ぶ南北軸が強化さ
れ，地域間の交流促進，経済活動の活性化に寄与するものと
期待されます。

●1/8 第４回インフラメンテナンス大賞
「国土交通大臣賞」受賞
（仙台塩釜港塩釜港区 西ふ頭桟橋・観光桟橋
災害復旧工事）
●1/29 災害時における土地調査及び
補償調査等に関する協定 締結
●2/10 仙台空港の運用時間24時間化に関する
覚書の締結
●3/1～3/12 みやぎの復興まちづくりパネル展
in青葉通地下道ギャラリー 開催
●3/6 常磐道・仙台東部道路（山元ＩＣ～岩沼ＩＣ）
４車線化 開通
●3/6 三陸沿岸道路（気仙沼港IC～唐桑半島IC）
開通

●１２⽉２５⽇（仮称）新・⼟⽊建築⾏政
推進計画有識者検討会議（第３回） 開催

3

月

令和３年度から１０年間の土木部の取組を定める新計画を策
定するにあたり，広く有識者の意見を聴取するため，有識者検
討会議を設置し，９月１０日に第１回目を開催しました。新計画
における有識者検討会議は，計３回行われ，最終回となる３回
目は，１２月２５日に開催し，これまでの検討会議を踏まえ，新
計画の最終案を有識者の方々へ示し，取纏めました。

三陸沿岸道路
宮城県内全線開通︕

●１⽉２９⽇
災害時における⼟地調査及び補償調査等に
関する協定 締結
宮城県土木部は，一般社
団法人日本補償コンサルタ
ント協会東北支部宮城県部
会と，災害発生時の応急復
旧工事等の実施にあたり，
迅速に着手するための土地
調査や補償調査等につい
て協定を締結しました。

●１⽉８⽇ 第４回インフラメンテナンス⼤賞
「国⼟交通⼤⾂賞」 受賞

（仙台塩釜港塩釜港区
⻄ふ頭桟橋・観光桟橋災害復旧⼯事）

●２⽉１０⽇
仙台空港の運⽤時間24時間化に関する
覚書の締結

インフラメンテナンス⼤賞とは，インフラのメンテナンスに係る
優れた取組や技術開発に対して表彰するものです。
今回の受賞は，遊覧船や離島航路の船舶が利⽤する係留施
設の災害復旧事業に係る取組で，約４割のコスト削減と⼤幅な
利⽤制限期間の短縮が図られたことが高く評価されたものです。

県は名取市、岩沼市と仙台空港の運用時間24時間化とそれ
に伴う必要な対策について、覚書を締結しました。
主な内容として、仙台空港の運用時間を最大24時間まで延
長できること、航空機
騒音の影響を軽減
するための具体的な
対策内容、両市およ
び仙台空港周辺地
域の振興等に関す
る支援内容等が記
載されています。
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写真で見る宮城県土木部
平成２６年１１⽉
仙台港背後地⼟地区画整理事業 竣⼯︕

震災復興期間の歩み

平成３０年５⽉ 中島地区海岸 堤防完成︕

平成３１年３⽉
県内災害公営住宅 約１万６千⼾ 全⼾完成︕
多賀城市鶴ヶ谷地区

山元町新山下駅周辺地区

平成２８年７⽉ 仙台空港⺠営化 スタート︕

平成３１年４⽉
気仙沼⼤島⼤橋 完成︕

平成３０年３⽉ 菖蒲⽥地区海岸 堤防完成︕

令和２年９⽉ 内海橋 完成︕

次世代に「安全・安心」と「活力」を引き継ぐ
「持続可能」な県土づくりを実現！
４

令和３年３⽉１８⽇ 発⾏

