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盛土・かさ上げ工事に着手盛土・かさ上げ工事に着手盛土・かさ上げ工事に着手

あなたの声が復興の土台を築きますあなたの声が復興の土台を築きますあなたの声が復興の土台を築きます
　「今後の住まいに関する
　  意向調査」
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までご提出を
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　災害公営住宅の建設や市が誘導する防災集団移転事業の推進に向けて、被災
された皆さまの今後の住まいに関するご意向をより詳しく把握するため、該当
する皆さまに対して、７月下旬に意向調査の用紙を配付しています。
　調査期限は、８月２０日（月）となっています。ぜひご協力ください。
　
　※調査結果に基づく計画の公表は 10 月の予定です。
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　本市の水産業は、昨年の震災で甚大な被害を受け、特に水産加工施設は９割以上の施設が被災
し、多くの人が仕事を失いました。そのような中、本市経済の根幹をなす水産業の復興、とりわ
け水産加工施設の早期復旧が強く望まれています。
　そこで市では、水産加工施設等の早期復旧と集積、雇用創
出のため、南気仙沼地区と鹿折地区の漁港区域内において、
国の事業を活用した盛土・かさ上げ工事の手続きを進めてき
ました。
　去る８月１日にその準備が整ったことから、潮見町地内で
工事の着工式を挙行し、多くの関係者出席のもと工事の安全
と一日も早い本市水産業の復興を願いました。
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

着工式：鍬入れの様子着工式：鍬入れの様子着工式：鍬入れの様子

水産業振興への第一歩
～南気仙沼地区と鹿折地区の漁港区域内～

■問い合わせ先／
　市水産課加工振興係　
　tel：0226-22-6600　内線514
　
　

　

南郷地区（南気仙沼小学校跡地）に
災害公営住宅が建築されます
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■問い合わせ先／
　市住宅課災害公営住宅係　
　tel：0226-22-6600　内線538・539
　
　　市では、UR都市機構に対し、南郷地区（南気仙沼小学校跡地）に災害公営住宅の建設要請を行い、

同機構が災害公営住宅を建設することとなりました。　
　市では、災害公営住宅を 18 か所で建設する予定としておりますが、
具体的な事業に着手するのは、当地区が初めてです。
　その他の地区の建設についても計画が固まりしだい順次、進めてま
いります。
■地区の概要／南郷地区（南気仙沼小学校跡地）　面積：約 1.4ha
■事業の内容／・住宅…約 160 戸　中高層（RC造※を予定）　　　
　　　　　　　 ・単身からファミリー向けの集合住宅
　　　　　　　 ・防災とコミュニティの拠点機能を担う災害公営住宅団地として整備
■事業期間／　平成 24 年度～平成 26 年度　
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※RC造…鉄筋コンクリート
　(Reinforced Concrete)造の略

■問い合わせ先／
　市住宅課災害公営住宅係　
　tel：0226-22-6600　内線538・539
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災害廃棄物処理事業にかかる損壊家屋等の
基礎撤去についてお知らせします
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■事業の概要／
　　①個人や中小企業の事業者の方が基礎などを撤去したい場合は、気仙沼市の競争入札参加登録業者（市
　　　外含む  土木一式工事・建築一式工事）へ依頼してください。
　　②市は、個人が基礎撤去に要した費用（業者にお支払いした額）のうち、市の基準により査定した額を
　　　個人に代わって業者にお支払いします。
　　③災害廃棄物処理事業は、12 月末までに完了したものが補助対象となります。

■対象者／
　　　震災により損壊および流失した家屋等の基礎を撤去する家屋所有者などで、相続および土地境界に支
　　障のない方を対象とします。

■対象となる工事／
　　①建築物、門、塀の基礎撤去工事　
　　②既設浄化槽および便槽などの撤去費用

■対象とならない工事および経費／
　　①地下室部分の撤去工事
　　②建築物などの杭基礎撤去工事
　　　（摩擦杭、地盤改良工事等による松杭、鋼管杭などを含む）
　　③基礎撤去工事後の購入土などの材料費
　　④盛土・埋め戻し工事費
　　⑤大企業が所有する被災家屋等の基礎撤去工事
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■事業の概要／
　　①個人や中小企業の事業者の方が基礎などを撤去したい場合は、気仙沼市の競争入札参加登録業者（市
　　　外含む  土木一式工事・建築一式工事）へ依頼してください。
　　②市は、個人が基礎撤去に要した費用（業者にお支払いした額）のうち、市の基準により査定した額を
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　市では、震災により被害を受けた損壊家屋等の基礎撤去
を災害廃棄物処理事業として認め、迅速な復興を進めます。
　その内容や手続方法などについてお知らせします。

■問い合わせ先／
　廃棄物対策課　
　　tel：0226-22-5211
　　tel：0226-22-9680
　
　

　
　

《損壊家屋等の基礎撤去の手順》《損壊家屋等の基礎撤去の手順》《損壊家屋等の基礎撤去の手順》
１）撤去前の確認……
各種事業を活用するかを検討してください。

① 見積依頼（個人から施工業者へ）
② 依頼・申込書の作成（個人から施工業者へ）
　　　 ※依頼の際に準備するもの
　　　　・ り災証明書・ 建物を証明する書類
　　　　　 （登記簿謄本または課税明細書）
　　　　・ 印鑑証明書（コピー可）、実印
                 ・ 共有者および相続人がいる場合は同意書
③ 契約締結（補助対象分と補助対象外を明確にしておくと便利です。）
④ 工事完了（個人と施工業者）
⑤ 工事代金支払

⑥ ②で作成した申込書などの提出（個人または施工業者から市へ）
⑦ 査定業務（市）
⑧ 査定額提示（市から個人へ） 
⑨ 委託変更契約締結（市施工業者）
⑩ 査定額の返納（施工業者から個人） ※既に⑤で施工業者に支払い済の場合に限ります。
⑪ 委託業務代金の支払い（市から業者へ）

２）工事施工…

３）契約変更………

① 
　②
　　③
　　　④
　　　　⑤

　市

個　人

業　者 ⑥

 ⑧  ⑩

※数字は、左に記載の手順の番号です。

 ⑦、⑨、⑪
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こんな場合はどうなるの？こんな場合はどうなるの？こんな場合はどうなるの？

Ｑ１　災害危険区域内には、建物を建設できないのか？
Ａ１　災害危険区域では、住宅や共同住宅、児童福祉施設、旅館・病院などの居住用
　　  の建物、 迅速な避難が困難な子どもや高齢者などが主に使用する施設、宿泊
　　  施設等の用途の建物の建築が原則制限されますが、店舗（住宅併用除く）や工
　　  場、倉庫などに使う建物ついては、災害危険区域としての建築制限はありません。

Ｑ２　災害危険区域の見直しは行われるのか？
Ａ２　前提条件としている津波防護対策（防潮堤など）の計画が変更された場合には検討を行うこととしています。
　　   また、区域境を含めた災害危険区域内外の確認は、住宅課までお問い合わせください。

Ｑ１　跡地整備とはどのような内容か？
Ａ１　跡地を更地に戻す程度となります。基礎などの撤去後の埋め戻しや砕石敷き程度が対象となります。

Ｑ２　被災した親のために住宅を建てたいが、事業を利用することは可能か？
Ａ２　一般の金融機関による親族居住用住宅のための貸付け（親孝行ローン、親子ローンなど）を受けて行う場
　　 合は、被災時と同様の入居者要件を満たすことで補助対象となります。

Ｑ３　がけ地近接等危険住宅移転事業を利用して個別に移転したい場合の条件は？
Ａ３　現に災害危険区域内に居住しているか震災時に居住していた方で、災害危険区域外に移転する場合で、申
　　  請時に住宅再建に係る契約や工事などに未着手であることが条件となります。
　　   なお、申請をされる前に、住宅課または各総合支所建設課で確認をお願いします。

Ｑ４　基礎が残っていることが補助の条件なのか？
Ａ４　震災における被災住宅については、基礎などの住宅の一部が残存している住宅について事業対象とすると
　　 ともに、被災後に基礎などを除却した住宅についても、被災前に住宅が立地していたことを確認できれば事
　　 業対象としています。

Ｑ５　土地は購入済みで、これから住宅を建設する場合は、利子補給は受けられるのか？
Ａ５　住宅建設工事が未契約の状況で、ローンを組まれる場合は、建物取得への利子補給（限度額４４４万円）　
　　 が受けられます。（※土地取得・敷地造成への利子補給もあります。詳しくはお問い合わせください。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

災害危険区域・がけ地近接等危険住宅
移転事業に関する　Ｑ＆Ａ　
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【災害危険区域関係】【災害危険区域関係】【災害危険区域関係】【災害危険区域関係】

【がけ地近接等危険住宅移転事業関係】【がけ地近接等危険住宅移転事業関係】【がけ地近接等危険住宅移転事業関係】【がけ地近接等危険住宅移転事業関係】

■問い合わせ先／
　・市住宅課建築係
　　tel：0226-22-6600　
　　内線585・588

※はじめに市役所 tel：0226-22-6600 をおかけいただき、各課の内線番号をお伝えください。

がけ地近接等危険住宅移転事業を活用する方は…
　（問い合わせ担当：住宅課　内線585・588）
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　（問い合わせ担当：住宅課　内線585・588）
　がけ地近接等危険住宅移転事業で、跡地整備
工事を行う場合は事業承認後に除却費等（限度
額７８万円／戸）で行えます。

防災集団移転促進事業を活用する方は…
　（問い合わせ担当：用地課　内線549・594）
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防災集団移転促進事業を活用する方は…
　（問い合わせ担当：用地課　内線549・594）

　将来、移転元地（被災住宅地）の買取りを希
望する場合は、更地であることが条件となりま
すので本事業において基礎撤去してください。

土地区画整理事業区域内の方は…
　　（問い合わせ担当：都市計画課 内線552・553）
土地区画整理事業区域内の方は…
　　（問い合わせ担当：都市計画課 内線552・553）
土地区画整理事業区域内の方は…
　　（問い合わせ担当：都市計画課 内線552・553）

　基本的に土地区画整理事業で市が基礎撤去し
ますが、土地境界の問題がなく整地等の個人負
担をご了承いただける方は、本事業で基礎撤去
をお願いします。

水産加工団地集積地地区の方は…
　　　（問い合わせ担当：水産課  内線515・517）
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　　　（問い合わせ担当：水産課  内線515・517）

　水産庁補助事業において基礎撤去を行います。

三陸道・大島架橋事業の用地買収地は…
（問い合わせ担当：三・大・唐・本課※内線566）
三陸道・大島架橋事業の用地買収地は…
（問い合わせ担当：三・大・唐・本課※内線566）
三陸道・大島架橋事業の用地買収地は…
（問い合わせ担当：三・大・唐・本課※内線566）

　道路事業で撤去を行います。（残地は含みません）
※三陸道・大島架橋・唐桑最短道・本吉バイパス整備促進課の略

その他再建をご検討の方は…
   （問い合わせ担当：廃棄物対策課 内線 285・306）
その他再建をご検討の方は…
   （問い合わせ担当：廃棄物対策課 内線 285・306）
その他再建をご検討の方は…
   （問い合わせ担当：廃棄物対策課 内線 285・306）

　個人が信頼できる業者（市の競争入札参加登
録業者）へ基礎撤去を依頼していただき、基礎
を撤去してください。

■基礎撤去に関する手続きは／■基礎撤去に関する手続きは／■基礎撤去に関する手続きは／

【お気軽にご相談ください】
●住宅再建について・・・・・・・用地課（市役所第２庁舎１階）
●土地区画整理事業について・・・都市計画課（市役所第２庁舎２階）
●その他基礎撤去について・・・・廃棄物対策課（市役所本庁舎３階）

各事業についての相談窓口は次のとおりです。
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復旧・復興事業のスケジュールをお知らせします復旧・復興事業のスケジュールをお知らせします復旧・復興事業のスケジュールをお知らせします
■問い合わせ先／
　市震災復興・企画課
　　震災復興・企画係　　
　　tel：0226-22-3408
　
　

　現在、市が進めている主な復旧・復興事業のスケジュールは、
次のとおりです。
　それぞれの事業の進み具合などについては、今後お知らせして
まいります。

防災集団移転 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 備 考 

協議会協議                      

測量調査/設計                      

造成・公共施設工事                      

宅地賃貸借/建物工事                      

災害公営住宅 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度  

基本計画・用地検討                      

調査・測量                      

用地取得                      

実施設計                      

造成工事                      

建設開始                      

入居者募集                      

建設完了                      

入居開始                      

土地区画整理 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度  

調査・測量                      

都市計画決定                      

事業計画認可                      

換地設計及び仮換地指定                      

工事                     

換地計画及び換地処分                      

登記                      

水産加工施設 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度  

（鹿折・南気仙沼）                      

調査・測量・設計                      

かさ上げ等工事                      

施設集積                      

（赤岩港）                      

調査・測量・設計                      

用地取得                      

団地造成                      

災害廃棄物処理（２次処理） Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度  

盛土・造成                      

破砕・選別処理                      

焼却処理                      

津波堆積土処理                      

災害廃棄物運搬                      

現状復旧                      

市立新病院建設 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度  

設計                      

用地取得                      

造成工事                      

建築・外構工事                      

開院                     Ｈ２９年度 

 ※事業の進捗により，スケジュールが変更となる場合があります。
※表中の　　　　　部分は、事業の終期が未確定であることを示しています。   

 


