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復旧･復興事業の取組状況と課題

(1) 市土基盤の整備

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥①防災集団移転の状況 １ ⑫気仙沼市観光戦略会議 29

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥②災害公営住宅の状況 ２

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥③土地区画整理事業の状況 ３ (4) 自然環境の復元・保全と環境未来都市の実現

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥④事業地区以外の土地の嵩上げ ６ ①災害廃棄物処理事業に係る損壊家屋の建物解体

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑤内湾地区復興まちづくりの状況 ７ 及び基礎撤去 30

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑥都市公園整備事業の状況 ８ ②災害廃棄物処理業務（気仙沼ブロック（気仙沼

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑦住宅再建に係る独自支援策 ９ 処理区 ）の進捗状況 31）

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥⑧海岸防潮堤等の整備 10 ③再生可能エネルギーの導入支援・促進事業 33

‥‥‥‥‥‥‥⑨ＪＲ気仙沼線及びＪＲ大船渡線の復旧 12

‥‥‥‥⑩道路整備事業、災害復旧・改良復旧等の状況 13 (5) 保健・医療・福祉・介護の充実

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥⑪公共下水道の状況 14 ①被災福祉施設の復旧と保健・医療・福祉・介護の連携 34

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑫ガス事業のあり方検討 15 ②市立新病院建設事業 36

‥‥‥‥‥‥‥③応急仮設住宅での高齢者等の見守り事業 37

‥‥‥‥‥‥(2) 防災体制の整備 ④地域支え合い体制づくり事業の継続と拡充 38

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥①地域防災計画の見直し 16 ⑤被災者の健康づくり支援 39

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥②防災・消防関係の災害復旧等 17

(6) 学びと子どもを育む環境の整備

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(3) 産業再生と雇用創出 ①防災教育の充実 40

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥①農地の災害復旧 18 ②学校の適正配置 41

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥②水産加工施設等の集積 19 ③被災文化財の修理・修復 42

‥‥‥③赤岩港水産加工団地（津波復興拠点整備事業） 20

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥④漁港の整備状況 21 (7) 地域コミュニティの充実と市民等との協働の推進

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥⑤気仙沼魚市場整備 22 ①仮設住宅での自治組織の設立・運営支援 43

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑥漁業集落防災機能強化事業 23 ②減災のためのコミュニティづくり・自治組織同士の

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑦沿岸養殖漁業の復旧状況 24 コミュニティづくり 44

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑧気仙沼造船施設整備高度化事業 25 ③情報の共有体制づくり 45

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑨雇用の確保と事業再開支援 26

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑩企業誘致推進 27 (8) ①平成24年度復興関連予算 46

‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑪中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業 28 ②平成25年度復興関連予算 47
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I 

 第５回気仙沼市震災復興推進会議 説明資料 

 

 

(1) 市土基盤の整備 

① 防災集団移転の状況 

・集落コミュニティを活かし、集落部では集落ごとの移転を促進、市街地では、市誘導型による

集団移転を実施（整備見込み戸数：約1,070戸） 

・大臣同意済み37地区。早いところはH26年度当初に造成完了 

・市誘導型防災集団移転事業 １月地権者説明会、３月移転希望者仮申込み実施（申込み数：約 

330件）。 

・舞根２地区外４地区について、プロポーザル方式により業者選定し、４月上旬契約締結に向

け準備中。 

・移転先の地権者の同意や埋蔵文化財調査等が課題 

市土基盤 

№18 

② 災害公営住宅の状況 

・１月から３月まで市民や有識者の意見を踏まえ、課題・問題点を整理し、被災者の安全・安

心で速やかな生活再建を目指すため、災害公営住宅整備検討会を４回開催 

・ ４月から５月に整備戸数の確定等に向け、仮申し込みを実施予定 

・市街地集合住宅タイプはＵＲ都市機構へ委託。集落部戸建・長屋タイプは地元住宅生産者

ネットワークと協定を締結し、一括発注を予定 

・南郷地区と四反田地区は平成26年度中に入居開始予定 

・建設工事単価の上昇、公共・公益施設、産業・業務施設、避難施設等の併設を計画する場合

の財源確保が課題 

市土基盤 

№20 

③ 土地区画整理事業の

状況 

・盛土嵩上げゾーン(住居系市街地)、低地ゾーン(商業・工業市街地)の整備 

・鹿折地区・南気仙沼地区は、都市計画決定、大臣同意済み。完了予定H29年度 

・盛土かさ上げに要する大量の土砂の確保や他のインフラ整備等との事業調整が課題 

市土基盤 

№2 

④ 事業地区以外の土地

の嵩上げ 

・嵩上げができる国の補助メニューには、その活用に制約があり、「個人の資産形成に資す

る」との原則論の中で、特に民地において純粋に嵩上げに着目した復旧制度・支援がない。 

・復興交付金(第４回)において、鹿折地区の一部3.3ha・南気仙沼地区の一部18.4haについて効

果促進事業による嵩上げが認められた。 

市土基盤 

 

（案） 

復旧・復興事業の進捗状況について 



II 

⑤ 内湾地区復興まちづ

くりの状況 

・内湾復興まちづくり協議会での協議を踏まえ、内湾全体のまちづくり案策定後、早期の都市

計画決定を目指す。H25年度事業化予定 

・震災以前に増して魅力ある街づくり（民間事業化スキーム構築）が課題 

市土基盤 

№2 

⑥ 都市公園整備事業の

状況 

・鎮魂の森及び震災祈念公園の整備も含め復興計画に位置付けられた３地区の公園整備につい

て、関係機関と協議、具現化を検討 

・施設整備、維持管理費用等が課題。震災遺構の保存と整備には住民のコンセンサスが必要 

市土基盤 

 

⑦ 住宅再建に係る独自

支援策 

・国の補助対象とならない全壊、大規模半壊世帯等の住宅再建に市が独自支援 

・市内における再建者を対象、H23年３月11日に遡って適用  

・宮城県が復興基金交付金（津波被災住宅再建支援分）を公表、支援拡充を検討中 

市土基盤 

 

⑧ 海岸防潮堤等の整備 

・地域と合意形成のため、説明会や意見交換会を実施 

・防潮堤の高さ・復旧位置について概ね合意した箇所76地区海岸中49箇所（64%） 

・磯根資源保護、港機能確保、海水浴場・砂浜・景観維持等が課題 

市土基盤 

№16 

⑨ ＪＲ気仙沼線及びＪ

Ｒ大船渡線の復旧 

・本市としては、鉄道による復旧を要望 

・H24年12月22日からＪＲ気仙沼線仮復旧としてＢＲＴ本格運行開始 

(柳津駅～気仙沼駅間55.3㎞のうち約６割を専用道化) 

・H25年３月２日からＪＲ大船渡線仮復旧としてＢＲＴ本格運行開始 

市土基盤 

№13 

⑩ 道路整備事業、災害

復旧・改良復旧等の

状況 

・道路整備事業：浸水区域から避難施設までの道路３路線、防災集団移転地と主要道路の連絡

道路22路線、都市計画道路８路線の整備計画（H25年２月28日現在）、21路線について測量調

査設計業務委託済み 

・災害復旧・改良復旧事業：市道・橋梁等565箇所について事業実施予定、381箇所について業

務委託契約等完了 

市土基盤 

№10・11 

⑪ 公共下水道の状況 

・対象地区 鹿折地区約72ha、魚町南町地区約26ha、南気仙沼地区119ha 

・６箇所の仮設処理場で供用区域の汚水処理を開始（生活系汚水３箇所、産業系汚水３箇所） 

・鹿折・南気仙沼地区に仮設汚水管を敷設、一部供用開始 

・地盤沈下による既設汚水管への浸入水対策、他関連事業との工程調整が課題 

市土基盤 

№22～26 

⑫ ガス事業のあり方検

討 

・H22年度で約６億６千万円の累積赤字を抱え、二度に渡り事業譲渡を検討 

・大震災により需要家数が半減、売上高４割まで減少→事業譲渡協議は白紙 

・事業廃止（プロパン化）による経費約37億円に対し、事業継続による必要資金額約12億円 

・災害公営住宅等へのガスの供給等をにらみ、事業の継続による経営の改善を検討 

市土基盤 

№29 



III 

(2) 防災体制の整備 

① 地域防災計画の見直

し 

・国の防災基本計画の修正や東日本大震災の災害対応に係る検証を踏まえ、見直し内容検討中 

・H26年３月完了予定 

・津波避難シミュレーション調査事業の実施（東北大学災害科学国際研究所） 

防災体制 

№30 

② 防災・消防関係の災

害復旧等 

・防災関係：ＮＰＯ法人の支援を受け潮位・津波観測システムの復旧、デジタル方式とアナロ

グ方式併用運用による防災行政無線の災害復旧H25年３月事業完了予定、災害用備蓄倉庫の整

備など 

・消防関係：被災消防屯所の仮復旧H25年３月事業完了予定、消防車両等の災害復旧２２台を購

入、H25年３月事業完了予定 など 

防災体制 

№31～47 

(3) 産業再生と雇用創出 

① 農地の災害復旧 

・3,005haのうち648ha(21.6%)が浸水、521haを県事業により復旧予定 

・H24年12月までの復旧工事発注面積は約190haで、H25年３月までの完了予定は約103ha 

・未着手箇所について、海岸防潮堤や河川復旧等他事業との調整が課題 

産業雇用 

№59 

② 水産加工施設等の集

積 

・鹿折地区・南気仙沼地区の一部に水産加工施設等集積地を整備 29ha 

・H24年８月１日嵩上げ工事着工。H25年秋頃嵩上げ完了見込み 

・集積地内建設水産加工施設に補助金交付（補助率7/8） 

・H24年12月より、両地区の用地買収に着手 

産業雇用 

№77 

③ 赤岩港水産加工団地 

・津波復興拠点整備事業によりL2対応の嵩上げ整備し、水産加工団地整備 

・H24年度用地取得、H25～26年度造成工事 

産業雇用 

№78 

④ 漁港の整備状況 

・38漁港全て被災 

・第１種31港中、H24年度は主要漁港８漁港17施設の復旧を実施、計画前倒しして工事急ぐ 

産業雇用 

№85,87 

⑤ 気仙沼魚市場整備 

・北日本最高位の水揚げを目標、高度衛生管理型の魚市場として再整備を目指す 

・各関係団体との合意形成、補助対象外の観光機能施設等の事業手法の検討などが課題 

・H25年度～H26年度 臨港道路、Ｃ・Ｄ棟工事 H27年度 南側施設上屋工事 

産業雇用 

№70 

⑥ 漁業集落防災機能強

化事業 

・38漁港の背後集落の生活基盤や防災安全施設の整備等を行う 

・地域住民を対象とした意見交換会を開催中 

・事業範囲限定的。事業対象外の背後地の嵩上げ手法が課題 

産業雇用 

№86 



IV 

⑦ 沿岸養殖漁業の復旧

状況 

・水産業共同利用施設復旧支援事業、復旧整備事業等を活用、施設の復旧を進める。市におい

ても独自補助を検討中 

・養殖施設：ワカメについては震災前と同程度まで、その他について８割程度の復旧 

・漁船：約７割の復旧状況 

・共同利用施設：カキ処理場等の本施設は施設の集約化方針の決定及び用地整備完了箇所から

の整備のため、復旧に遅れ 

産業雇用 

№88～91 

⑧ 気仙沼造船施設整備

高度化事業 

・日本の漁船漁業維持のため、造船所等の集約移転、高度化を模索 

・国土交通省主導による調査結果に基づき、気仙沼地区造船及び舶用工業復興協議会において 

実施検討中 

・今国会において被災地域の中小造船業の復興支援に対する補助制度創設見込み 

産業雇用 

№102 

⑨ 雇用の確保と事業再

開支援 

・緊急雇用創出事業により、当面の雇用を確保 H24年度新規雇用数777人 

・仮設施設整備・貸与事業により、仮設工場・仮設店舗を整備 申込み65件中、完成59件 

・貸与終了後の施設の活用及び解体・撤去費用の負担が課題 

産業雇用 

№96,137 

⑩ 企業誘致推進 

・立地上のリスク回避と多様性ある産業構成による発展を目指すため、トップセールスによる

新たな企業誘致及び地元企業の取引拡大を図る 

・企業立地セミナーへの参加、企業訪問H24年度32社、誘致企業１社 

・ゴーヘイ！気仙沼の会開催、89社の参加を得る 

産業雇用 

№131 

⑪ 中小企業等グループ

施設等復旧整備補助

事業 

・H23年度(第1次～第4次)5グループ・178事業者・252億円、24年度(第5次)2グループ・112事

業者・56億円の補助採択 

・H24年度(第6次～第7次)4グループ・367事業者・143億円の内示 

・国から事故繰越手続きの簡素化の手法が示される（H24年11月30日） 

産業雇用 

 

⑫ 気仙沼市観光戦略会

議 

・自然、歴史、文化、産業及び被災の現状に立脚した新しい観光戦略を構築し、観光再生を図

るため戦略会議を設置。H24年３月３日第１回会議～H24年12月８日第９回会議 H24年７月

奥尻島視察研修、11月観光再生フォーラムの開催 

・H25年３月観光に関する戦略的方策を市長へ提言予定 

産業雇用 

№131 

(4) 自然環境の復元・保全と環境未来都市 

① 災害廃棄物処理事業

に係る損壊家屋の建

物解体及び基礎撤去 

・基礎撤去完了件数1,808件(受託件数2,770件の65.2％) 

・震災による損壊家屋などの基礎撤去の受付を４月から再開する。 

・鹿折，南気仙沼地区の盛土嵩上げ等整備予定区域は，市が主導して境界確認と基礎撤去を行

う。 

自然環境 

№141 



V 

②災害廃棄物処理業務

（気仙沼ﾌﾞﾛｯｸ（気仙沼

処理区）の進捗状況 

・階上地区二次仮置き場の焼却炉 H24年12月15日から本格稼働 

・小泉地区二次仮置き場の焼却炉 H25年１月29日から稼働開始 

・全ての災害廃棄物処理業務はH25年度中に完了予定 

自然環境 

№141 

③ 再生可能エネルギー

の導入支援・促進事

業 

・太陽光発電設置補助制度（H24～26年度）：太陽光発電設備を住宅又は事業所に設置する方

を対象、H24年度（H25年2月末現在）216件1,073kw相当の申請。617トン/年のCO
2

削減効果 

・公共施設への太陽光発電設備導入（H24～27年度）45施設に設置予定。 

・設置効果の周知による導入動機付けの継続等が課題 

自然環境 

№157～159 

 

(5) 保健・医療・福祉・介護の充実 

① 被災福祉施設の復旧

と保健･医療･福祉･介

護の連携 

・牧沢きぼう保育所、マザーズホーム、気仙沼小学校区留守家庭児童センター移転再開済 

・H24年度整備：大谷デイ、やすらぎデイ 

・H25年度再開予定：特別養護老人ホーム、介護老人保健施設 

・H24年10月 地域包括支援センター増設 北部地域(唐桑、鹿折) 南部地域(本吉) 

保健福祉 

№157～159 

№163 

② 市立新病院建設事業 

・災害拠点病院である市立病院について、災害救急医療の機能充実をめざし、津波被害を受け

にくい場所に整備。 

・赤岩杉ノ沢地内、診療科目18科、病床数340床、７階建て 

・H25年度に造成工事に着手、H26～H28年度建築・外構工事を経て、H29年度当初に開院予定 

保健福祉 

№160 

③ 応急仮設住宅での高 

齢者等の見守り事業 

・応急仮設住宅入居者等サポートセンター事業の活動事業 

・震災被災地域高齢者等友愛訪問事業 

・震災被災地域高齢者等交流推進事業 

・絆再生事業（生活支援相談員活動状況） 

保健福祉 

No.165 

 

④地域支え合い体制づく 

り事業の継続と拡充 

 

・応急仮設住宅にサポートセンターを設置し、生活支援員による訪問活動や総合相談を実施、

高齢者等の孤立化を防止ししている。 

・地域支え合い体制づくり事業が平成25年度で終了予定であり、今後整備する災害公営住宅や

防災集団移転先においても、引き続き支援が必要となることから、当該事業の継続と事業の

拡充が不可欠 

保健福祉 

No.165 

⑤被災者の健康づくり支

援 

・震災後の生活環境変化に伴う生活不活発病の増加、ストレスによる健康状態の悪化等に対処

し、市民の健康づくりを支援するため、健康相談、家庭訪問による保健指導等を実施。 

・健康相談等 H24年度156回、延1,655人、健康教室等 H24年度47回延1,175人の参加。 

保健福祉 

No.166 

 



VI 

(6) 学びと子どもを育む環境の整備 

① 防災教育の充実 

・各小・中学校に防災主任を配置 

・心のケアへの対応としてスクールカウンセラー派遣。防災主任研修会を定期的に実施 

・気仙沼市教育研究員による防災マニュアル、防災教育プログラム、防災マップの開発・作成 

学び子ども 

№172 

② 学校の適正配置 

・義務教育環境検討委員会からH24年10月22日に答申 

・H25年4月に鹿折小学校と浦島小学校を統合 

・今後、気仙沼市義務教育環境整備計画を作成予定 

学び子ども 

№173 

③ 被災文化財の修理・

修復 

・NPO、大学、関係機関等の支援協力のもと、国・県等と連携し文化財レスキュー事業、文化

財復元事業等を推進、地域文化や伝統芸能の再興を図る。 

・補陀寺六角堂等指定文化財の修復一部終了、国登録文化財：気仙沼風待ち復興検討会との連

携、建造物の応急措置の実施など。 

・修理修復には多額の費用。引き続き民間財団等への支援要請と一層の国・県の関与が必要 

学び子ども 

№174 

(7) 地域コミュニティの充実と市民等との協働の推進 

① 仮設住宅での自治組

織の設立・運営支援 

・仮設住宅90団地中87団地において74の自治組織結成、設立補助・運営費補助を交付 

・役員等の人材不足、仮住まいという意識からの自治活動への消極性などが課題 

地域ｺﾐｭﾆ 

№181 

② 減災のためのｺﾐｭﾆﾃｨ

づくり・自治組織同

士のｺﾐｭﾆﾃｨづくり 

・壊滅的な被害を受けた沿岸部においてコミュニティ（自治組織）の維持困難 

・自治組織への補助金交付範囲を気仙沼地区にも広げ、自治活動の活発化・維持・充実を図る 

・防災集団移転、災害公営住宅建設により、既存自治会統廃合や区域の見直しが必要 

地域ｺﾐｭﾆ 

№186 

③ 情報の共有体制づく

り 

・市民・市外の方との正確な情報の共有、復旧・復興に向けた施策・事業等の積極的な広報活

動、誰もがわかりやすい情報発信に努める。 

・震災後に始めた主な取組：市長記者会見の連日開催、広報けせんぬま災害臨時号発行、フェ

イスブック、ツイッターの運用開始、けせんぬま復興ニュースの発行など 

地域ｺﾐｭﾆ 

№189 

(8) 復興関連予算 

①平成２４年度復興関連

予算 

・総額 180,154,137千円 

・予算全体（209,366,860千円）に占める割合 86.0％ 

②平成２５年度復興関連

予算 

・総額 170,915,798千円 

・予算全体（196,427,240千円）に占める割合 87.0％ 

 



 

 

        

地区名

1 舞根２区地区 31 ☆

2 大沢地区 52 ☆

3 階上長磯浜地区 78 ☆

4 登米沢地区 6 ☆

5 小泉町地区 95 ☆

6 只越地区 17 ☆

7 小鯖地区 8 ☆

8 舞根１区地区 20 ☆

9 大浦地区 38 ☆

10 梶ヶ浦地区 20 ☆

11 小々汐地区 13 ☆

12 浪板２区地区 25 ☆

13 波路上内田地区 5 ☆

14 波路上杉の下地区 5 ☆

15 松崎前浜地区 21 ☆

16 最知川原地区 8 ☆

17 大谷向山地区 12 ☆

18 赤岩小田地区 5 ☆

19 松崎浦田地区（片浜・古谷舘） 35 ☆

20 赤岩石兜地区 8 ☆

21 本吉町津谷地区 5 ☆

22 小泉東地区 11 ☆

23 小泉浜地区 6 ☆

24 笹が陣地区 8 ☆

25 鮪立地区 12 ☆

26 宿地区 18 ☆

27 大谷地区(大谷野々下台含む) 70 ☆

28 松崎丸森地区 5 ☆

29 浪板一区地区 16 ☆

30 浪板一忍沢地区 7 ☆

31 最知川原第２地区 13 ☆

32 大谷滝根地区 5 ☆

33 津谷大沢地区 7 ☆

34 面瀬地区(ケーウエーブ含む） 42 ☆

35 田尻地区 18 ☆

36

市誘導型

（錦町1・2地区，新浜町1区含む）

小規模防災集団移転（気仙沼方式）

37 大谷第２地区(大谷前浜，長根台，大谷南） 23

38 浦の浜地区 6 ☆

1,074 (458億円)

Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度

計

Ｈ２４年度

300 ☆

整備

戸数

復興

交付金

大大大大

臣臣臣臣

同同同同

意意意意

大大大大

臣臣臣臣

同同同同

意意意意

大大大大

臣臣臣臣

同同同同

意意意意

大大大大

臣臣臣臣

同同同同

意意意意

５月２２日同意

７月２日同意

９月１０日同意

１１月２０日同意

平成２５年３月２１日同意

平成２５年５月同意予定

工事発注：

プロポーザル

方式により業

者選定し、4月

上旬契約締結

に向け準備中

 

 

・地権者の同意 

権利関係：相続手続きや抵当権解除 

・法規制関係 

  埋蔵文化財調査や開発行為など平常時と変わらない手続きが必

要であり、時間を要する。防災集団移転先については、９地区が埋

蔵文化財包蔵地として確認され、このうち６地区が調査対象となっ

ている。調査については、開始から終了まで最長１年を要する見込

みであり、造成工事に遅れを来たさないよう調査の簡略化及び迅速

化が望まれる。 

・消費税増税 

   増税後の住宅再建に係る負担軽減措置が必要 

(1)①防災集団移転の状況 

 

津波による甚大な被害を受けた集落を中心に、住宅立地を制限す

る区域を設けるとともに、住民意向を踏まえて、津波災害を受けな

い高所の既存集落内及びその周辺の低未利用地や高台等を利用した

新たな居住環境の整備を図り、安全な居住空間を形成する。  

整備見込み戸数：約 1,070 戸                                         

 

事業の状況 

移転地区別の進捗状況 

 

 

事業の概要 

・大臣同意：平成24年 5月  舞根２地区   ほか ４地区 

平成24年 7月  只越地区     ほか ８地区 

平成24年 9月  松崎前浜地区 ほか ８地区 

平成24年11月  鮪立地区   ほか１２地区 

平成25年 3月  大谷第2地区 

      合計 37 地区について大臣同意済み 

・同意取得後、現況測量、地質調査、基本・実施設計に着手  

 （発注済み：３４地区） 

・申込書受付地区については、順次大臣同意の手続きを実施し、同

意後事業着手 

・平成 24 年 5 月に大臣同意を得た 5 地区について、プロポーザル

方式により業者選定し、4 月上旬契約締結に向け準備中 

・市街地部については、市が住宅団地を選定・造成し、市誘導型防

災集団移転事業として実施 

1 月：地権者等への説明会 

3 月：移転希望者の仮申し込み（集計中）   

・官民連携による小規模防災集団移転促進事業（気仙沼方式）実現

化調査を実施                          

※事業の進捗により，スケジュールが変更になる場合があります。 

 

事業の課題等 

：協議会協議 ：測量調査/設計 ：造成・公共施設工事
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          １９地区（２,０００戸） 

  「今後の住まいに関する意向調査」の結果に基づき，平成２４年 

１０月３１日に災害公営住宅整備方針を公表した。 

  

 【集合住宅】７地区（１,２９５戸）（うち１地区は位置を検討中） 

  ・気仙沼内湾地区 ・気仙沼駅前地区 ・南気仙沼地区  

・南郷地区    ・四反田地区   ・鹿折地区 

 

 【戸建・長屋住宅】１２地区（７０５戸） 

・ 大浦地区・牧沢地区・面瀬地区・階上地区・大島地区・唐桑地区 

・ 大沢地区・只越地区・小鯖地区・津谷地区・大谷地区・小泉地区 

 

 

   集合住宅のうち，南郷地区，南気仙沼地区，鹿折地区，四反田地 

区についてＵＲ都市機構に建設要請済み。戸建・長屋住宅を予定し 

ている牧沢地区ほか 11 地区において，測量調査設計業務を実施し 

ている。なお、平成 25 年 1 月から 3 月まで計 4 回にわたり、気 

仙沼市災害公営住宅整備検討会を開催。また、3 月 16 日から 3 月 20 日 

まで 5 日間、災害公営住宅展示会を開催。 

 

 

   市街地部の集合住宅タイプのうち、南郷地区は秋ごろ建設着工予 

定。鹿折地区と南気仙沼地区は、土地区画整理事業と調整し用地取 

得予定。気仙沼駅前地区は用地補償交渉中。 

集落部の戸建・長屋タイプは用地測量後、用地買収を予定。買収 

後造成工事に着手予定、造成工事については、公募型プロポーザル 

方式による発注を準備中。建築工事は地元住宅生産者ネットワーク 

（建築設計事務所・工務店・木材・建材流通事業者等で構成するグ 

ループ）と協定締結し、一括発注を行う予定。 

 ４月～５月には仮申込みにより，入居希望登録を行うことで希望 

者の的確な把握と，被災者の将来の住まいに関する不安感の解消を 

図ることとしている。 

 入居に関しては，平成２７年１月から開始し，平成２８年３月末 

までには全ての住宅において完了を予定している。 

今後今後今後今後のののの予定予定予定予定    

整備予定地区整備予定地区整備予定地区整備予定地区

進進進進    捗捗捗捗    状状状状    況況況況

■■■■　　　　災害公営住宅整備方針災害公営住宅整備方針災害公営住宅整備方針災害公営住宅整備方針

【凡例】

：市街地区画整理事業区域内 ：防災集団移転事業に併設

設計 造成 工事

入居

開始

24年度 25年度 26年度 27年度

独自

建設

県

委託

UR 民間

1 200

RC階数

未定

共同 200 H28.3

2 160

RC

10～12

共同 160 H28.3 

3 320

RC

5～10

共同 320 H28.3

4 160

RC

6～10

共同 160

H27.1

H27.3

5 70

RC

9～10

共同 70 H27.1

6 285

RC

3～5

共同 285 H28.3

7 100

8 10 W1

戸建

長屋

10 H27.3

9 200 W1

戸建

長屋

200 H28.3

10 150 W1

戸建

長屋

150 H28.3

11 75 W1

戸建

長屋

75 H27.3

12 35 W1

戸建

長屋

35 H27.3

13 30 W1

戸建

長屋

30 H27.3

14 30 W1

戸建

長屋

30 H27.3

15 10 W1

戸建

長屋

10 H27.3

16 20 W1

戸建

長屋

20 H27.3

17 30 W1

戸建

長屋

30 H27.3

18 85 W1

戸建

長屋

85 H28.3

19 30 W1

戸建

長屋

30 H27.3

合計 2,000 705 1,195

大谷地区

小泉地区

19地区

大島地区

唐桑地区

大沢地区

只越地区

小鯖地区

津谷地区

階上地区

牧沢地区

面瀬地区

構造階数等
買取方式

大浦地区

位置検討中

四反田地区

鹿折地区

南郷地区

4432

入居

開始

予定

1

気仙沼内湾地区

気仙沼駅前地区

南気仙沼地区

34 1 43 1 2 3 21

事業主体別・整備手法別内訳（戸）

借上げ

方式

・下表は2月末現在の計画であり，今後変更されることがあります。（記載のない欄は未定）

・公表地区につきましては，現在市町で事業を進めている地区，計画を進めている地区を掲載しておりますが，今後変更され

ることがあります。

平成25年2月末現在

2

建設方式
地　区　名

計画

戸数

(1)(1)(1)(1)②②②②災害公営住宅災害公営住宅災害公営住宅災害公営住宅のののの状況状況状況状況    
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鹿折地区、南気仙沼地区において、市民の生命及び財産を守れる安全で利便性の高い住宅地の再建及び産業の再生を図るため、盛土

嵩上げゾーンと低地ゾーンを設ける。盛土嵩上げゾーンではT.P+3.0m～5.5mの盛土嵩上げによる安全な住居系市街地の整備を行う。低地

ゾーンではT.P+1.8mの高さを基本とした盛土を行い商業・工業市街地の整備を行う。

事 業 の 概 要

①事業計画認可 （平成25年 3月28日予定）

②事業認可に伴う説明会 (平成25年 4月中旬頃)

②造成工事着手 （平成25年 6月頃）

③換地設計案個別説明 （平成25年 7～8月頃）

④仮換地指定 （平成25年 9月頃）

今 後 の 予 定 課 題

- 3 -

(1)③土地区画整理事業の状況

土地区画整理事業土地区画整理事業土地区画整理事業土地区画整理事業ののののスケジュスケジュスケジュスケジュ－－－－ルルルル 事業期間：平成24年度～平成29年度

6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3

　　　年月

 項目

Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

土

地

区

画

整

理

事

業

事事事事

業業業業

認認認認

可可可可

造成工事着手造成工事着手造成工事着手造成工事着手 完成予定完成予定完成予定完成予定

換

地

処

分

事

業

計

画

縦

覧

仮

換

地

指

定

建築

開始

移転補償

順 次 建 築

事業計画作成

造成工事着手造成工事着手造成工事着手造成工事着手 基盤整備工事基盤整備工事基盤整備工事基盤整備工事 完成予定完成予定完成予定完成予定

造成工事着手造成工事着手造成工事着手造成工事着手 基盤整備工事基盤整備工事基盤整備工事基盤整備工事 完成予定完成予定完成予定完成予定

造成工事着手造成工事着手造成工事着手造成工事着手 基盤整備工事基盤整備工事基盤整備工事基盤整備工事 完成予定完成予定完成予定完成予定

災害公営住宅災害公営住宅災害公営住宅災害公営住宅 完成予定完成予定完成予定完成予定

○早期の事業完成には，盛土嵩上げに要する大量の土砂の確

保や上下水道などのインフラ整備との事業調整が課題となっ

ている

（その１）



(1)③土地区画整理事業の状況
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（H25.3時点）

鹿折地区 工事展開図 南気仙沼地区 工事展開図

（その２）



災害災害災害災害

公営住宅公営住宅公営住宅公営住宅

公益公益公益公益

施設施設施設施設

公益施設公益施設公益施設公益施設

公益公益公益公益

施設施設施設施設

災害公営災害公営災害公営災害公営

住宅住宅住宅住宅

嵩上げエリア

計画 TP+3.5～+5.2m
現況 TP-0.1～+3.2m

低地エリア

計画 TP +1.8m～

現況 TP-0.2～+1.8m

南気仙沼地区 土地利用計画図

公益施設

公益施設

災害公営住宅

（福祉施設）

災害公営

住宅

公益

施設

嵩上げエリア

計画 TP+3.0～+5.5m
現況 TP-0.1～+4.2m

低地エリア

計画 TP +1.8ｍ～

現況 TP-0.4～+1.5m

(1)③土地区画整理事業の状況
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鹿折地区 土地利用計画図

（H25.3時点）

約32.5ha
約41.8ha

（その３）



(1)④ 事業地区以外の土地の嵩上げ

○土地区画整理事業

・事業期間が長期化するため再建時期が遅れる

・計画夜間人口１ha当たり40人が盛土の要件となっている

○水産基盤整備事業

・漁港区域のみに適用される国の公共事業

・漁港区域であることから水産関連施設のみの立地

○漁業集落防災機能強化事業

・水産関連用地等公共用地のみの嵩上げ（周辺・民地は非適用）

○津波復興拠点事業

・１自治体２箇所（１箇所あたり20haまで）の制約

○低地ゾーン土地利用促進事業

・土地の具体的な利用見込み等，一定の要件を満たす必要がある。

各 制 度 の 課 題

今回の震災においては、地盤沈下が広範囲に起きていることから、高潮や大雨時のみならず、日常の潮位変動において

も冠水被害が発生している。まちの復興のため、また、今後の津波、高潮等による冠水被害対策として、広範囲に土地の

嵩上げが必要であるが、公共事業による土地の嵩上げ事業は、国のネガティブリストとなっており、「個人の資産形成に資

する」とされ、特に民地において純粋に嵩上げに着目した復旧制度・支援はない。

○土地区画整理事業 L2（居住）冠水対策

○水産基盤整備事業 冠水対策

○漁業集落防災機能強化事業 冠水対策

○津波復興拠点整備事業 L2

○低地ゾーン土地利用促進事業 冠水対策

嵩上げができる制度
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漁業集落のイメージ

N

気仙沼市中心部の例

鹿折地区

土地区画整理事業

南気仙沼地区

土地区画整理事業

N

水産加工施設等

集積地整備事業

水産加工施設等

集積地整備事業

低地ゾーン土地

利用促進事業

低地ゾーン土地利用促進事業

被災市街地復興推進地域

土地区画整理事業区域

凡例

水産加工施設等集積地整備

事業

低地ゾーン土地利用促進

事業予定地

魚町・南町地区

土地区画整理事業

都市計画決定予定

都市公園整備事業予定地

低地ゾーン土地利用

促進事業予定地

嵩上げが求められている地域

（H25.3時点）



港町気仙沼の顔である内湾地区において，防災減災を考慮するとともに，歴

史及び伝統を踏まえて，魅力と賑わいのある復興まちづくりの推進に寄与する

ことを目的に設立された。

現在，自治会単位，地区単位，内湾全体地区単位で，まちづくり案を検討す

る機会を設け，条件提示，プランづくり，合意形成を行っている。

内湾地区復興まちづくり協議会

(1)⑤ 内湾地区復興まちづくりの状況

○魚町・南町（内湾）地区 11.0ha対 象 地 区

位置図

①魚町・南町内湾地区復興まちづくりコンペ （平成24年1月～4月）

②内湾地区復興まちづくり協議会設立会 （平成24年6月6日）

③内湾地区復興まちづくり協議会全体会

（平成24年6月26日,平成25年1月24日）

④協議会ワーキング （平成24年7月14日から25年2月17日まで７回開催）

⑤地区会［自治会単位・地区単位］(平成24年6月30日～25年3月18日まで)

のべ80回実施

⑥内湾地区のまちづくりに関する説明会 （平成25年2月5日・8日）

⑦魚町・南町地区土地区画整理事業の区域に係る説明会

（平成25年3月6日）

進 捗 状 況

早急に、内湾全体のまちづくり案を策定し，平成２５年４月に土地区画

整理事業の都市計画を決定する予定。また，まちづくりに関する各種事業

の実現化を検討し，平成２５年度から事業化を進める予定。

今 後 の 予 定

鹿折地区

土地区画整理事業

都市計画決定済

（H２５.３ 時点）

N

土地区画整理事業区域

被災市街地復興推進地区

防潮堤について，位置，構造，形態及び港機能や景観など，様々な角度

からの検討に時間を要しており，現在，災害危険区域の指定がされていな

い状況である。また，土地区画整理事業の事業化，地盤沈下の解消などの

インフラ整備に加え，震災以前に増して魅力ある街となる民間事業化ス

キーム構築が課題となっている。

課 題

魚町・南町地区

土地区画整理事業

都市計画決定予定
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南気仙沼地区

土地区画整理事業

都市計画決定済



(1)⑥ 都市公園整備事業の状況

市震災復興計画において，３地区の公園整備を

位置づけ，概要を整理し，関係機関と協議を重ね，

事業の具現化を検討している。

また，県内の被災した沿岸１５市町で構成される

復興祈念公園構想連絡調整会議において，祈念

公園の役割分担や連携，設置後の戦略等と復興

交付金を活用した整備のあり方が検討されている

状況である。

国においては，平成25年度復興庁の予算案に，

陸前高田市と石巻市での復興祈念施設整備に向

けた調査費が計上されている。

現 況

各候補地の機能や施設配置について検討，基

本計画の素案の策定を進めているが，施設整備

及び維持管理費用等が課題となる。

整備を行う場合の復興交付金の活用など，よ

り一層の国・県の関与と支援が必要である。

打ち上げられた船舶（震災遺構）の保存と整備

については，船主から解体の意思が伝えられて

おり，地域住民をはじめとする市民のコンセンサ

スを得ることが必要となっている。

課 題

N

南気仙沼地区

（防災緑地）

約10.5ha

津波被害の緩衝帯・緑

地としてグラウンド・緑地

ゾーンの整備

市役所

魚市場

鹿折地区

（鎮魂の森及び

震災祈念公園）

最大100ha

被災者を偲び，次世代が

津波被害を学ぶ場として

鎮魂の森及び震災祈念

公園の整備

存置船舶

公園検討対象地

（平成24年９月時点）

松岩・面瀬地区

（防災緑地）

約17.6ha

産業系市街地を防護する津

波緩衝地帯の役割も持った

防災緑地の整備

ししおり

安波山

▲
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市の行政区域

②災害危険区域の指定を

受けない浸水地域

③浸水していない地域

①災害危険区域

④防災集団移転事業

で造成する土地

防集補助（利子補給）

最大786万円

がけ近補助（利子補給）

最大786万円

現地再建・②又は③への移転

支援なし→独自支援独自支援独自支援独自支援（（（（利子補給利子補給利子補給利子補給））））

最大最大最大最大150万円万円万円万円

市独自支援： 国の制度：

【浸水エリア毎の区分】

【現在の本市の独自支援策】

災害危険区域内被災者の住宅再建

（いわゆるがけ近遡及に準じたもの）

区域以外の世帯の住宅取得・現地修

繕に関する借入利子相当額を補助

補助の上限

利子補給

150万円

内容

利子補給

200万円

災害危険区域内からの移転で取得し

た住宅・土地購入の借入の利子相当

額を補助

支援制度を使わない住宅再建

災害危険区域外被災者の住宅再建

対象

50万円

支援制度を使わずに住宅取得・現地

修繕した場合、その費用から生活再

建支援金加算金を控除した額を補助

全

壊

・

大

規

模

半

壊

等

(1)⑦住宅再建に係る独自支援策

国の支援策 → 不公平感強い

各被災市町による独自支援

国において復興交付金（津波被災

住宅再建支援分）1,047億円の補正
予算措置（うち本市には約70億円配分）

支援拡充を検討

本市の場合

国へ度重なる要望
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