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復旧に関する現状について 
 

[上水道]（8月 17日現在） 

○復旧状況 

津波等の被災地区を除き，通水が完了 

・震災前の給水戸数 25,809戸（平成 22年 3月） 

・通水した戸数   19,656戸（平成 23年 8月 6日） 

・復旧率              76.2％（残りは被災地域） 

 ○今後の取り組み 

被災地区については，住家・事業所等の要望により対応 

 

[都市ガス]（8月 17日現在） 

○復旧状況 

津波等の被害が甚大な区域を除き，概ね復旧 

  ・震災前開栓件数  2,706件 

・開栓件数     1,371件 

・開栓率       50.7％ 

○今後の取り組み 

①復旧区域内の開栓と，家屋等解体時のガス漏洩防止対策の実施 

②ガス事業のあり方について検討 

 

[下水道]（8月 17日現在） 

 ○被災状況 

  汚水処理施設：気仙沼地区・本吉津谷地区・唐桑大沢地区・大島長崎地区とも，処理機能

が完全に停止，さらに気仙沼地区・大沢地区では管渠も破断し処理場まで

流れない状況 

    雨水排水施設：鹿折・内の脇・川口・松岩のポンプ場の排水機能が完全に停止，さらに水

路は地震による地盤沈下で流れが悪く高潮時には海水が溢れ出ている状

況 

○復旧状況 

気仙沼地区は，１０箇所のマンホール内に固形塩素を設置し滅菌処理後に放流中 

本吉津谷街地区，唐桑大沢地区，の２箇所は，各処理場に於いて１次処理（沈殿・塩素滅

菌）後放流中 

 大島長崎地区は，８月９日から２次処理（生物処理・沈殿・塩素滅菌）後放流中 

○今後の取り組み 

 ①雨水を排水する鹿折，内の脇，川口，松岩ポンプ場に９月末までに仮排水施設の設置・稼働 

 ②仮処理施設を気仙沼地区の３箇所（港町，内の脇，中みなと町）に，１０月末までに分

散配置・稼働，その後１月末までに水質の改善 

ただし，この３箇所での処理対象区域は限定的であり（下水道を使用していた地区で

おおむね現在冠水しない地区），今後，処理区域を拡大予定 

 ③水産加工場等の排水について，以下の方法による処理を依頼 

  ・仮設汚水処理施設に自然流下またはポンプ送水する場合，排水量が 20㎥/日以上の事

業所は下水道法に基づく除害施設を設置し，BOD（生物化学的酸素要求量），SS（浮

遊物質量）がそれぞれ 300㎎/L以下とすること 

    また，排水量が 20㎥/日未満の事業所は沈殿槽等を設置すること 

資料２ 

※下線部が前回会議からの変更部分 
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   ・仮設汚水処理施設設置前及び河川・海域に排水する場合，排水量が 10㎥/日以上の事

業所は水質汚濁防止法に基づく汚水処理施設を設置し，BOD120㎎/L，SS150㎎/L以

下とすること 

    排水量が 10㎥/日未満の事業所は沈殿槽等を設置すること 

④今後の下水道の在り方について，市の復興計画，都市計画等における区域計画や道路計

画に基づき，終末処理場や管渠施設の復旧計画を作成していく。住居地域における下水

道整備については，必要な地区での整備を推進し，併せて下水道全体計画の見直しの実

施 

それまでの間，仮処理施設の処理対象区域の拡大及び水質改善を実施 

 

[ガレキ撤去]（8月 17日現在） 

 ○処理状況 

  市内土木・建築業者８２社による気仙沼災害廃棄物処理協議会に委託し，１９ブロックに

分けガレキ処理中 

早いブロックでは既に終了し，遅いブロックでも１２月までに終了予定 

・進捗率：５５％，宮城県平均４１％（8月 2日環境省発表） 

 ○今後の取り組み 

①ブロック間の調整を図り，ガレキ処理をスピードアップし，年内の早い段階での処理完

了を目指す 

②二次仮置場については，県において３年以内に処理することを目標に，現在，候補地の

地元と調整中 

③７月１５日から家屋の解体を開始 

 

[ハエ等対策]（8月 17日現在） 

 ○処理状況 

  ①（社）日本ペストコントロール協会等の協力等により継続的に駆除 

②気仙沼復興協会への委託による害虫駆除 

③市衛生組合連合会による地区ごとの害虫駆除へ薬剤提供 

 ④臨時職員によるがれき撤去後の消石灰散布 

○今後の取り組み 

ハエの発生源となっていた腐敗した魚介類などの撤去が進むにつれて，ハエの発生が少な

くなってきたが，なお，上記を継続しながら，効果的な発生源対策を実施 

 

[市道等]（8月 17日現在） 

 ○現状と進捗状況 

 災害件数（概数） 被害調査済件数 備 考 

気仙沼 300 20 浸水区域内未調査 

唐桑 100 17 同上 

本吉 200 137 河川未調査 

橋梁 20 12  

合計 620 186  

○今後の取り組み 

津波浸水区域外は国の査定終了後，９月から順次復旧工事を実施 

津波浸水区域内は，盛土により砂利道となっている幹線市道の南町２路線，市場周辺６路
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線，鹿折３路線について，簡易舗装を実施 

なお，今後市場周辺の６路線を追加し，盛土，舗装することとしており，本復旧について

は，かさ上げの関係もあり，国の復旧方針が示された後実施予定 

また，冠水する県道気仙沼港線（魚町内湾通り）の簡易舗装は県が実施 

[都市計画]（8月 17日現在） 

○現状 

 宮城県では，震災により浸水した都市計画区域内の一部地域について，地域内の無秩序な

建築を防ぎ，まちの復興を計画的に進めるため，都市計画を策定するまでの間，法律の規定

に基づき，平成２３年９月１１日まで建築制限を実施（更に２ヶ月延長となる場合があり） 

 なお，現在建築制限をしている区域において，地盤沈下に伴う浸水状況や地盤の高さ等を

詳細に調査し，かさ上げを含む面的な整備を実施予定 

なお，結果的に面的整備を行わない区域については，建築制限を早期に解除する予定 

また，現在建築制限区域となっている区域内に存在した事業所を対象として，市と国土交

通省において「今後の事業再開に向けたアンケート調査」を実施 

○今後の取り組み 

 上記の制限期間内に，土地区画整理事業や市街地再開発事業等の面整備を実施する必要が

ある区域について，市が「被災市街地復興推進地域」として決定し，災害発生の日から最長

２年以内に，関係者の皆さんと意見調整を行い，今後示される予定の国の土地利用の方針を

踏まえ，土地区画整理や市街地再開発等の具体的な事業内容を決定し事業を推進 

 また，アンケート結果を参考に，市の復興計画を策定 

 

[三陸縦貫自動車道]（8月 17日現在） 

 三陸縦貫自動車道のうち，未事業区間となっている歌津～津谷，高谷～只越，舘～陸前高田

の概略ルート（500ｍ）が先般公表 

このうち高谷～只越では，産業や市民の交通の利便性などに配慮し，松崎北沢周辺，大浦周

辺，浪板周辺の３箇所にインターチェンジを設ける案が示され，８月中に決定する予定 

国土交通大臣は１０年以内に整備するとしており，本市としても，引き続き，沿岸市町や関

係団体と一体となり，整備促進に向けた活動を積極的に展開 

 

[気仙沼大島架橋]（8月 17日現在） 

 宮城県は平成３０年度完成の目標を堅持し，今年度事業として，道路新設区間の測量・調査

（地質・用地）が予定 

 なお，接続する県道大島浪板線については，防災を考慮した見直し案を７月中旬から地元に

説明中 

 

[住宅対策]（8月 17日現在） 

今後の住宅のあり方について，市と国土交通省において「今後の住まいに関するアンケート

調査」を実施し，集計中 

アンケートの結果を踏まえ，災害公営住宅の建設や防災高台移転の計画について，市の復興

計画に盛り込み推進 

なお，大規模な事業となることから，財源面について制度改善を図るよう国と継続的に協議 
 

[漁港・岸壁]（8月 17日現在） 

特定第３種漁港（１港）内の魚市場については，カツオ船受け入れのため，市の荷捌き場の

かさ上げ工事に合わせ，県が桟橋のかさ上げ工事を行うなど応急復旧を実施 

近海船等の受け入れに向け，魚市場北側荷捌き場 300ｍを 75cmかさ上げする等の工事を進
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め，11月に供用開始の見込み 

第２種漁港（６港）及び建設海岸等については県が，第１種漁港（３１港）については市が，

背後の土地の保護，取付道路及び係船環境の確保のための応急工事等を実施中 

本復旧について，市管理の第１種漁港は，１０月からの国の災害査定で防波堤等漁港施設の

かさ上げの高さ等が決定され次第着手予定 

なお，査定設計においては，岸壁は，１m前後のかさ上げとなる見込み 

また，特定第３種漁港及び第２種漁港並びに漁場のガレキについては県が，第１種漁港につ

いては市が，役割分担して撤去作業を実施中 

 

[応急仮設住宅]（8月 17日現在） 

新規申し込みは７月１２日で終了し，建設用地として，市内で確保した分及び室根・千厩の

建設可能分最大３２０戸を含めると，最終必要戸数は確保 

今後も市内公有地・民有地の再度の洗い出しを進め，最大限，市内への住宅確保に努力 

・申込み世帯件数：    3,268件 

・建設戸数：       3,461戸（うちグループホーム 45戸） 

・第１５次までの着工分： 3,350戸（96.8％） 

 （完成戸数：2,487戸 56団地（8/11現在）） 

・第１６次着工分：     111戸（ 3.2％） 

 

[医療機関]（8月 17日現在） 

・市立病院：通常どおりの診察実施 

・市立本吉病院：一部業務を除き，通常どおりの診察実施 

・上記以外の受診可能な医療機関：病院・診療所 24施設（震災前 31施設） 

歯科医院   18施設（震災前 26施設） 

 

[教育施設等]（8月 17日現在） 

○学校教育施設等 

 ・市立小・中学校は 4月 21日から再開（津谷中のみ 4月 20日から） 

 ・4月 21日から通学用スクールバス（階上・大谷線，鹿折線，津谷川線）7月 25日から

応急仮設住宅五右衛門ヶ原から（市民会館線，鹿折線）を運行（但し夏季休業期間中を

除く） 

 ○社会教育施設，文化・体育施設等 

  ・公民館：１３館中３館が被災により利用不可，その他も被災者支援等により利用不可 

  ・図書館：3月 30日から再開し，6月 21日から開館時間を延長（土日を除き，午後７時

まで） 

  ・気仙沼市民会館，市総合体育館「ケー・ウェーブ」ほか文化・体育施設：被災者支援等

により利用不可 

・指定文化財の被害状況：き損１１件（県指定２件，市指定９件） 

  ・国登録有形文化財の被害状況：滅失１件，き損７件 

  ・未指定文化財の被害状況：２件 

・埋蔵文化財包蔵地の被害状況：３件 

  ・被害調査を継続しながら，文化庁，県等の協力のもと，今後の復旧・修復策を検討 

 

[福祉施設等]（8月 17日現在） 
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 ○障害者施設 

 ・障害児通園施設：施設が流失し，老人福祉センターにてサービス継続中 

 ・障害者生活支援センター：事務所が被災し，東部児童相談所内に仮事務所を設置し，相談

業務を継続中 

 ・日中活動系サービス事業所：３事業所及び建設中２事業所が全壊及び流失し，系列施設で

利用者受入れ 

 ・グループホーム：２事業所４施設及び建設中１施設が全壊し，他施設，親元で利用者受入れ 

○高齢者施設 

・特別養護老人ホーム：６施設中１施設が水没し，系列施設等で利用者受入れ 

・老人保健施設：４施設中１施設が水没し，他施設等で利用者受入れ 

・グループホーム：１２施設中７施設が流失し，系列施設等で利用者受入れ 

・デイサービスセンター：１７施設中６施設が被災し，現在１４施設で利用者受入れ 

○児童施設 

・認可保育所：１１施設中公立保育所１施設が流失，私立保育所１施設に津波流入し，他施

設で児童を受入れ 

・小規模保育所：１０施設中に１施設津波流入し，他施設で児童を受入れ 

・認可外保育施設：私立認可外保育施設６施設中１施設が流失し，３施設に津波流入，うち

３施設が業務廃止し，他施設で児童を受入れ 

・児童館：５施設中１施設が流失し，保育児童は他施設で受入れ，児童館業務は他施設で代

替 

・児童遊園：１７施設中４施設が津波流入により遊具流失 

・留守家庭児童センター（学童保育施設）：１１施設中３施設に津波流入，学校教室等を利

用して業務再開 

 

[震災復興計画策定]（8月 17日現在） 

学識経験者等による「気仙沼市震災復興会議」及び本市在住・出身者による「気仙沼市震災

復興市民委員会」並びに市長を本部長とする庁内組織「気仙沼市震災復興計画策定本部」を設置し，

本年９月の（仮称）「気仙沼市震災復興計画」策定をめざす 

 ○気仙沼市震災復興会議 

  ・第１回会議：平成 23年 6月 19日（日）13時 00分～16時 30分 

         「大震災に係る本市の被害状況について」「震災復興計画の柱について」「主

な論点について」「計画策定に係るスケジュールについて」など 

  ・第２回会議：平成 23年 7月 17日（日）13時 00分～16時 30分 

         「（仮称）気仙沼市震災復興計画の展開案について」「市土基盤について」

「産業再生と雇用について」など 

  ・第３回会議：平成 23年 8月 6日（土）13時 00分～16時 40分 

         「防災について」「地域コミュニティについて」「市土基盤について」「産

業再生と雇用について」など 

  ・第４回会議：平成 23年 8月 27日（土）13時 00分～16時 00分【予定】 

         「マスタープラン（素案）検討について」など 

 ○気仙沼市震災復興市民委員会 

  ・第１回委員会：平成 23年 6月 21日（火）16時 00分～19時 15分 

          「委員会の体制等について」「市民意見の把握について」など 

  ・第２回委員会：平成 23年 6月 26日（日）13時 00分～16時 45分 
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          「各委員の復興に向けた考え方について」「市民意見・提言の収集方法，

情報の発信方法について」など 

  ・第３回委員会：平成 23年 7月 9日（土）15時 30分～19時 15分 

          「気仙沼市の復旧状況について」「市土基盤について」「情報発信と意見

の集約について」など 

  ・第４回委員会：平成 23年 7月 13日（水）14時 00分～18時 15分 

          「情報発信と市民意見の集約について」「復旧に関する状況と今後の進

め方について」「産業の再生と雇用について」など 

  ・第５回委員会：平成 23年 7月 22日（金）14時 00分～17時 30分 

          「防災体制について」「環境・エネルギーについて」など 

  ・第６回委員会：平成 23年 7月 28日（木）14時 00分～17時 55分 

          「地域ケアについて」「子ども・未来・教育について」「地域コミュニテ

ィについて」など 

  ・第７回委員会：平成 23年 8月 8日（月）14時 00分～16時 55分 

          「推進体制について」「優先すべき提案事項について」 など 

  ・第８回委員会：平成 23年 8月 17日（水）14時 00分～17時 00分【予定】 

          「柱１から８までの不足事項の検討について」「緊急産業復旧プロジェ

クト（案）の検討について」など 

 ○気仙沼市震災復興計画策定本部 

  ・8月 8日までに８回の会議を実施 

  ・検討チームの立上げ 

 ○市民意見の反映 

  ・市民委員会ホームページ，提案箱などにより適宜把握・集約，計画案へ反映 

 ○業務支援 

  ・国土交通省による復興計画作成支援 

  ・三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱による事務局の業務支援 


